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

Veritas Storage Foundation for DB2 について

■

VxVM（Veritas Volume Manager）の動作

■

VxFS（Veritas File System）の動作

■

Veritas Storage Mapping の動作

■

Veritas Database FlashSnap の動作

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の動作

■

vxdbd デーモンについて

■

Veritas Storage Foundation for DB2 の GUI について

■

Veritas NetBackup（オプション）について

■

Veritas Storage Foundation/High Availability for DB2（オプション）について

Veritas Storage Foundation for DB2 について
この製品には 2 つのバージョンがあります。
■

Veritas Storage Foundation for DB2 Standard Edition

■

Veritas Storage Foundation for DB2 Enterprise Edition
Enterprise Edition には、Standard Edition のすべての機能に加えて、オプション
機能として Storage Mapping、Database FlashSnap、Storage Checkpoint、およ
び Storage Rollback が含まれています。
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メモ: Veritas Storage Foundation/High Availability（HA）for DB2 は、Enterprise
Edition でのみ使えます。
特に断らない限り、次の機能は、Standard Edition と Enterprise Edition の両方の製
品に含まれます。

Veritas Storage Foundation for DB2 のコンポーネント
Veritas Storage Foundation for DB2 は、中核となるテクノロジ製品の機能と、データ
ベース固有の拡張機能を兼ね備えた製品です。DB2 データベースサーバーに処理効
率、可用性および管理性を実現します。
Veritas Storage Foundation for DB2 には、次の製品が含まれています。
■

Veritas Volume Manager（VxVM）
ディスクストライピング、ディスクミラー化およびディスク管理の簡素化をサポートする
ディスク管理サブシステムです。データの可用性を向上させ、優れた処理効率を実現
します。

■

Veritas File System（VxFS）
業務上の重要なデータベースアプリケーションや、データの使用頻度の高い作業負
荷に最適な、高性能な高速リカバリファイルシステムです。VxFS では、オンライン管
理が可能なため、非常に頻繁にスケジュールされるメンテナンス作業（オンラインバッ
クアップ、サイズ変更、ファイルシステムの変更など）をデータやシステムの可用性を
低下させることなく行うことができます。また、VxFS では、大容量ファイルシステム（64
ビット環境での 8 EB を超えるファイルシステム）や大容量ファイル（64 ビット環境での
数 EB のファイル）もサポートされます。
Veritas File System には、特にデータベース環境で有効な、処理効率向上のため
の次のような機能が用意されています。
■

Veritas Quick I/O は、VxFS ファイルシステムを基盤とする Oracle データベー
スのスループットを向上させる VxFS 機能の 1 つです。Quick I/O により、VxFS
上で実行されるデータベースに RAW デバイスと同等の処理効率が実現され、処
理効率を犠牲にすることなく、ファイルシステムのメリットを活用できます。

■

Veritas Cached Quick I/O は、大容量のシステムメモリを活用して、頻繁にアク
セスされるデータを選択的にバッファすることで、データベースの処理効率をさら
に向上させます。

■

Veritas 同時 I/O により、名前空間を拡張してファイルをデバイスとして表示する
必要がなくなるため、VxFS ファイルシステム上の通常のファイルの処理効率が向
上します。これにより、管理作業が簡素化されるとともに、シーケンシャルな読み
取りおよび書き込みを行う必要のないリレーショナルデータベース（DB2 など）が、
ファイルに同時にアクセスできるようになります。
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■

Enterprise Edition の機能の 1 つである VxFS Storage Checkpoint テクノロジ
を使うと、特定時点のファイルシステムのイメージを作成できます。Storage
Checkpoint は、その他の VxFS ファイルシステムと同様に取り扱われるため、
VxFS や Veritas Storage Foundation の管理ユーティリティを使って作成、マウ
ント、マウント解除、および削除を実行できます。

■

Veritas Storage Mapping
Storage Mapping は Enterprise Edition の機能の 1 つであり、DB2 表スペースコ
ンテナの物理デバイスへのマッピングや、ストレージオブジェクトの I/O 統計情報の
表示を行うことができます。vxstorage_stats コマンドまたは Veritas Storage
Foundation GUI のいずれかを使って、特定のファイルに関するストレージオブジェ
クトの I/O 統計情報とストレージ構造の両方を表示できます。

■

Veritas Database FlashSnap
Database FlashSnap は Enterprise Edition の機能の 1 つで、データベースのボ
リュームスナップショットの作成、再同期化および逆再同期を実行できます。このスナッ
プショットは、セカンダリホスト上で使えます。また、データベース管理者は、root 権
限なしでこれらの作業を行うことができます。Database FlashSnap のタスクは、Veritas
Storage Foundation の GUI またはコマンドラインインターフェースを使って実行で
きます。

■

Database Dynamic Storage Tiering
Database Dynamic Storage Tiering は、Enterprise Edition の機能の 1 つで、あ
まり頻繁に使わないデータを速度が遅く、安価なディスクに移動し、頻繁にアクセスさ
れるデータを速度の速いディスクに保存してすばやく検索できるようにし、データの管
理を容易にします。

■

Veritas Enterprise Administrator
Veritas Enterprise Administrator（VEA）は、Veritas Storage Foundation for
DB2、Veritas Volume Manager、および Veritas File System の情報と機能に GUI
を介してアクセスできるようにするインフラストラクチャです。

システムに高可用性が求められる環境には、Veritas Storage Foundation for DB2
Enterprise Edition の高可用性（HA）バージョン（別ライセンス）も用意されており、これ
には Veritas Cluster Server も含まれています。

VxVM（Veritas Volume Manager）の動作
一般に、データベースには、堅牢で耐障害性に優れたストレージメディアが必要です。ま
た、使用可能なすべてのハードウェアリソースを駆使して、ハードウェアやディスクの障害
から保護し、最大限の処理効率を引き出すことが不可欠です。ボリュームマネージャを使
うと、必要とされる耐障害性を確保でき、管理作業の負荷が軽減します。また、数百もの
ディスクデバイスの管理に役立ち、ディスクのスパンニング、ストライプ化およびミラー化を
容易に実装できます。
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Veritas Volume Manager（VxVM）は、物理ディスク上にボリュームと呼ばれる仮想デ
バイスを作成します。ボリュームには、ファイルシステム、データベースまたはその他のア
プリケーションから物理ディスクパーティションと同じ方法でアクセスできます。VxVM に
は、ボリュームを使うことにより、データベースを管理するうえで次のようなメリットがありま
す。
表 1-1

Veritas Volume Manager の機能

機能

利点

複数ディスクへのスパンニング

メディアサイズの制限が解除されます。

ストライプ化

スループットと帯域幅が向上します。

ミラー化（RAID 5）

データの可用性が向上します。

オンライン再レイアウト

アプリケーションまたはデータベースのダウンタイムを発生
させることなく、ボリュームレイアウトを変更できます。オンラ
インレイアウトは、下位のストレージの処理効率または信頼
性といった特性を変更するために使うことができます。

ボリュームの再同期化

すべてのミラーで完全に同じデータを保持し、RAID 5 ボ
リュームのデータとパリティを一致させます。

DRL（Dirty Region Logging）

システムクラッシュ後のミラーボリュームのリカバリ時間を短
縮します。

ボリュームスナップショット

ディスクのミラー化を使ってボリュームをバックアップできま
す。
VxVM は、フルサイズの領域最適化インスタントスナップ
ショットを提供します。 これは、オンラインでオフホストの
PITC（Point-In-Time Copy）ソリューションです。

FastResync

別ライセンスの機能です。迅速かつ効率的に、変更に応じ
てミラーの再同期化を実行します。
FastResync は、Enterprise Edition に付属しており、
Standard Edition では Veritas FlashSnap オプションの
一部として組み込まれています。

ディスクグループの分割と結合

別ライセンスのオプション機能です。一般的なディスクグルー
プの再編成が可能になり、スナップショットボリュームを別の
ホストに移動して、オフホストバックアップを行うことができま
す。
ディスクグループの分割と結合は Enterprise Edition に組
み込まれています。また、Standard Edition では、Veritas
FlashSnap オプションの一部として組み込まれています。
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機能

利点

ホットリロケーション

ディスクに障害が発生した場合に、ミラーボリュームおよび
RAID 5 ボリュームにおける冗長性を自動的に維持します。

DMP（Dynamic Multipathing）

透過的なフェールオーバー、負荷共有、SCSI デバイスの
ホットプラグ機能を使えます。

ボリュームセット

複数のボリュームを 1 つの論理マウントデバイスで表すこと
ができます。

動的 LUN 拡張

既存のデータをディスク上に保持したまま、初期化された後
のディスクのサイズを変更できます。

Storage Expert

VxVM の設定に関する問題の診断を支援します。

CVM（Cluster Volume Manager）

別ライセンスのオプション機能です。 VxVM をクラスタ環境
で使えるようになります。

Veritas Volume Replicator（VVR）

別ライセンスのオプション機能です。ディザスタリカバリソ
リューションのためのデータレプリケーションを行うことがで
きます。

空き領域プール管理

使用可能なハードウェアを容易に管理でき、柔軟に使えま
す。

オンライン管理

システムやデータベースを停止しないで、設定を変更でき
ます。

VxVM の詳細とその機能については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参
照してください。

ボリュームについて
ボリュームとは、アプリケーション、データベース、物理ディスクパーティションなどのファイ
ルシステムに対する、ディスクパーティションの物理的な制限のない仮想ディスクデバイ
スです。ボリュームは 1 つ以上のプレックスで構成され、それぞれのプレックスにはボリュー
ム内で選択されたデータのコピーが保存されています。ボリュームは仮想ディスクである
ため、特定のディスクまたはディスクの特定領域に制限されません。たとえば、複数のディ
スクにまたがるボリュームを使って、大容量ファイルシステムを構成することもできます。
ボリュームは他の仮想オブジェクトから構成され、それらのオブジェクトを操作することに
よってボリュームの設定を変更できます。ボリュームと仮想コンポーネントは、Volume
Manager オブジェクトと呼ばれます。Veritas Volume Manager オブジェクトを様々な方
法で操作することにより、アプリケーションに割り込むことなく、1 つ以上の物理ディスクに
対して処理効率の最大化、データ冗長性の実装、バックアップおよびその他の管理作業
を行うことができます。その結果、データの可用性およびディスクサブシステムのスルー
プットが向上します。
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ボリュームの設定は、そのボリュームを使うデータベースまたはファイルシステムを中断し
ないで変更できます。たとえば、別のディスクにボリュームをミラー化したり、ボリュームを
移動して別のディスクストレージを使うことができます。

ディスクグループについて
ディスクグループは、同じ設定を共有するディスクの集合（たとえば、特定のデータベー
スに属する設定オブジェクト）です。このとき、データベースごとに 1 つずつディスクグルー
プを作成することをお勧めします。
ディスクグループとそのコンポーネントは、1 つのまとまりとしてホスト間で移動できます。
たとえば、属しているデータベースが同一で同じディスクグループ内に作成されたボリュー
ムとファイルシステムは、1 つのまとまりとして移動できます。この場合、ボリュームは、1 つ
のディスクグループに属するディスクで設定する必要があります。
Veritas Storage Foundation 4.0 for DB2 より前のリリースでは、デフォルトのディスクグ
ループは rootdg でした。VxVM が正常に機能するには、rootdg ディスクグループを作
成し、このディスクグループに少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。この必
要条件は不要になり、ディスクグループが設定されていなくても機能するようになりました
（ただし、ボリュームやその他の VxVM オブジェクトを作成するには、少なくとも 1 つの
ディスクグループを設定する必要があります）。

ボリュームレイアウトについて
RAID（Redundant Array of Independent Disks）は、システムに対して、複数のディス
クを 1 つの仮想ディスクまたはボリュームとして表現するディスクアレイ技術の 1 つです。
VxVM は、複数の種類の RAID の実装およびスパンニングをサポートします。
次のボリュームレイアウトを使うと、様々なデータベースの設定必要条件を満たすことがで
きます。
■

スパンニングと連結

■

ストライプ化（RAID 0）

■

ミラー化（RAID 1）

■

ミラー化ストライプボリューム（RAID 0+1）

■

ストライプ化ミラーボリューム（RAID 1+0）

■

RAID 5
注意: 複数のディスクにまたがってスパンニングまたはストライプ化を行うと、ディスク
障害がボリューム障害につながる可能性が高くなります。単一ディスク障害が原因と
なって単一ボリューム障害が発生する可能性を大幅に低くするために、ミラー化また
は RAID 5 を使ってください。
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スパンニングと連結の動作
連結（コンカチネイト）によって、データはプレックス内の 1 つ以上のサブディスクに直線
的にマップされます。コンカチネイテッドプレックス内のすべてのデータに連続的にアクセ
スする場合は、まず、最初のサブディスクのデータの先頭から末尾までアクセスします。
その後、最後のサブディスクの終点に到達するまで、残りのサブディスクのデータの先頭
から末尾まで連続してアクセスしていきます。
1 つの任意のディスク上のプレックスで連続領域が不十分であるとき、複数のサブディス
クで連結を使用できます。この形の連結は、ディスク間の負荷分散や、特定ディスクでの
ヘッドの移動の最適化に使えます。
複数の VxVM ディスクに存在するサブディスクを使った連結を分散（スパン）と呼びます。
警告: 複数のディスクにまたがってプレックスのスパンニングを行うと、ディスク障害が割り
当てられたボリュームの障害につながる可能性が高くなります。ボリューム障害につなが
る単一ディスク障害が発生する可能性を低くするために、ミラー化（RAID 1）またはパリ
ティ付きストライプ化（RAID 5）を使ってください。

ストライプ化（RAID 0）の動作
ストライプ化とは、データが複数の物理ディスクにインターリーブされるように配置すること
です。データは、同一サイズのユニット（ストライプユニットと呼ばれる）で割り当てられ、
ディスク間でインターリーブされます。各ストライプユニットは、ディスク上の連続した一連
のブロックです。ストライプは、すべてのカラムにわたって同じ位置にあるひとまとまりのス
トライプユニットで構成されます。また、カラムは、ストライプ化プレックス内の 1 つ以上の
サブディスクです。
ストライプ化は、処理効率が重要となる状況で、大容量データの物理ディスクへの書き込
みまたは読み取りが必要な場合に有効です。ストライプ化は、複数のディスクをまたぐマ
ルチユーザーアプリケーションの I/O 負荷を調整するためにも役立ちます。ストライプ化
では、複数のディスクに対して並列データ転送が使われるため、データアクセスの処理効
率が大幅に向上します。
複数のディスクにまたがってストライプ化を行うと、いずれかのディスクに障害が発生した
場合にボリューム全体を使えなくなります。

ミラー化（RAID 1）の動作
ミラー化とは、データの複数のコピー（ミラー）を使って、ボリューム内に格納されている情
報を複製することです。物理ディスクに障害が発生すると、障害が発生したディスク上の
ミラーは使えなくなりますが、システムは影響を受けていないミラーを使って継続的に稼
動できます。このため、ミラー化によってシステムの信頼性と可用性が向上します。デー
タの冗長性を実装するには、1 つのボリュームに少なくとも 2 つのミラーが必要です。1
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つのボリュームは、最大 32 個までのミラーで構成できます。効果的に冗長化するには、
各ミラーに異なるディスクのディスク領域を含める必要があります。

ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）の動作
VxVM では、前述のミラー化とストライプ化を組み合わせて使えます。組み合わせたレイ
アウトは、ミラー化ストライプレイアウトと呼ばれます。ミラー化ストライプには、データが複
数のディスクにまたがって分散され、同時にミラー化によりデータの冗長性も得られるとい
う 2 つの利点があります。前述のストライプのミラー化を効率的にするため、ストライプ化
プレックスとそのミラーは、別々のディスクから割り当てる必要があります。
ミラーの中のデータプレックスのレイアウトタイプは、連結またはストライプ化が可能です。
1 つがストライプ化されている場合でも、ボリュームはミラー化ストライプボリュームと呼ば
れます。すべて連結されている場合、ボリュームはミラー化連結ボリュームと呼ばれます。

ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID
10）の動作
VxVM では、前述のストライプ化とミラー化を組み合わせて使えます。組み合わせたレイ
アウトは、ストライプ化ミラーレイアウトと呼ばれ、ストライプの各列をミラー化します。列ごと
に複数のサブディスクがある場合、各列の代わりに各サブディスクを個別にミラー化でき
ます。ストライプ化ミラーボリュームは、階層化ボリュームの一例です。
ミラー化ストライプボリュームに比べ、ストライプ化ミラーボリュームには、データが複数の
ディスクにまたがって分散され、同時にミラー化によりデータの冗長性も得られるという 2
つの利点があります。ストライプ化ミラーボリュームは冗長性を向上させ、ディスク障害の
許容限界を引き上げ、ディスク障害後のリカバリ時間を短縮します。
オンライントランザクション処理（OLTP）の作業負荷をサポートするデータベースの場合
は、データベースの処理効率と信頼性を向上させるために、ミラー化ストライプボリューム
またはストライプ化ミラーボリュームのどちらかを使うことをお勧めします。可用性を最大に
するためには、ストライプ化ミラーボリューム（RAID 1+0）を使うことをお勧めします。

パリティ付きストライプ化（RAID 5）の動作
RAID 5 では、パリティ（障害発生後にシステムがデータの再構築に使う計算値）を使うこ
とにより、データの冗長性が得られます。RAID 5 ボリュームに対するデータの書き込み
時に、データに対して排他的論理和（XOR）演算が実行され、パリティが計算されます。
計算されたパリティは、ボリュームの別の部分に書き込まれます。RAID 5 ボリュームの一
部に障害が発生した場合、障害が発生したボリュームの該当する部分に存在していた
データは残りのデータとパリティから再作成されます。
RAID 5 は、ミラー化と同様のデータ冗長性をより少ないディスク容量で実現します。RAID
5 の読み取り速度はストライプ化と同程度ですが、書き込み処理速度は比較的低速で
す。RAID 5 は、データベースの作業負荷が（多くのデータウェアハウジングアプリケー
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ションのように）読み取り中心の場合に有効です。RAID 5 ボリュームのスナップショットを
作成すると、冗長性を維持したままサブディスクを移動できます。

オンライン再レイアウトについて
データベースの拡張と使用パターンの変化に応じてオンライン再レイアウトを実行するこ
とで、データアクセスを中断せずにボリュームを別のレイアウトに変更できます。この再レ
イアウトは、オンラインでシステムに変更を加えないで実行できます。オンライン再レイア
ウトは、データ編成（RAID レベル）、RAID 5 およびストライプボリュームのカラム数、スト
ライプユニットのサイズなど、ストレージの冗長性や処理効率の特性を変更するときに使
います。

ボリュームの再同期化について
ミラーボリュームまたは RAID 5 ボリュームを使ってデータを冗長に格納している場合、
Veritas Volume Manager ではデータのすべてのコピーが完全に一致します。ただし、
システムがクラッシュすると、ボリューム上の少量の冗長データが不整合、つまり同期され
ていない状態になる場合があります。ミラーボリュームでデータが同期されていないと、ボ
リュームの同じリージョンからの 2 回の読み取り要求の処理に異なるミラーが使われた場
合に、それぞれ異なる結果が返される可能性があります。RAID 5 ボリュームでデータが
同期されていないと、パリティの破壊や、不適切なデータの再構築が発生する可能性が
あります。
Veritas Volume Manager では、システムクラッシュが発生した場合、すべてのミラーに
完全に同じデータが保持され、RAID 5 ボリュームのデータとパリティが一致するようにし
ます。このプロセスは、ボリュームの再同期化と呼ばれています。システム障害の発生後、
すべてのボリュームで再同期化が必要になるわけではありません。VxVM は、ボリューム
に最初に書き込みが行われるときに通知し、ダーティとして設定します。システムの再ブー
ト時にダーティとしてマーキングされているボリュームにのみ再同期化が必要になります。
再同期化のプロセスは、システムとデータベースの処理効率に影響を及ぼすことがありま
す。ただし、システムの再ブート後の再同期化処理がデータベースの可用性に影響する
ことはありません。再同期化によって処理効率が低下する可能性はありますが、リカバリ
後にすぐにデータベースにアクセスできるようになります。大容量のボリュームや多数の
ボリュームが存在する環境では、再同期化処理に時間がかかることがあります。再同期化
にかかる時間は、ミラーボリュームにダーティリージョンログ（DRL）を使うか、RAID 5 ボ
リュームに有効な RAID 5 ログを保持させることによって、大幅に短縮できます。ただし、
ログを使うと、データベースの書き込み処理速度が多少低下することがあります。
通常のデータベース設定では、ミラーボリュームまたは RAID 5 ボリュームを使う場合に
ダーティリージョンログまたは RAID 5 ログを使うことをお勧めします。また、データベース
の処理効率必要条件を評価し、データベースに最適なボリューム設定を判断するように
してください。
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ダーティリージョンログについて
ダーティリージョンログ（DRL）を有効にすると、システムクラッシュ後のミラーボリュームの
リカバリが高速化されます。DRL では、ミラーボリュームへの I/O 書き込みのために変更
された領域を記録します。DRL ではこの情報を使って、ボリュームの必要な部分のみをリ
カバリします。
メモ: バージョン 20 のデータ変更オブジェクト（DCO）ボリュームがボリュームに関連付け
られている場合は、DCO ボリュームの一部を使って DRL ログを保存できます。バージョ
ン 20 DCO ボリュームを含むボリュームで DRL ログを別に作成する必要はありません。
DCO と DCO ボリューム の詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』
を参照してください。

ボリュームセットについて
ボリュームセットは VxVM の拡張機能で、複数のボリュームを 1 つの論理マウントデバイ
スとして表すことができます。下位のボリュームとの間のすべての I/O 処理は、ボリューム
セットの I/O インターフェースを経由して実行されます。ボリュームセット機能は、Veritas
File System（VxFS）のマルチデバイス拡張機能をサポートします。この機能により、ファ
イルシステムで、下位のボリュームの処理効率や可用性などの様々な特性を最大限に活
用することができます。たとえば、ファイルシステムメタデータをより冗長性の高いボリュー
ムに格納したり、ユーザーデータをより処理効率の高いボリュームに格納したりできます。

ボリュームスナップショットについて
ボリュームスナップショットは、ボリュームのポイントインタイムイメージです。Veritas Volume
Manager は、ディスクミラー化技術に基づく 3 つのボリュームスナップショット機能を備え
ています。
■

フルサイズインスタントスナップショット

■

スペースが最適化されたインスタントスナップショット

■

サードミラースナップショットのエミュレーション

Veritas FastResync について
Veritas FastResync（旧 Fast Mirror Resynchronization、FMR）は、Enterprise Edition
に付属しています。また、Standard Edition では Veritas FlashSnap オプションの一部
として組み込まれています。
Veritas FastResync は、迅速かつ効率的に、変更に応じてミラー（同期されていないミ
ラー）の再同期化を実行します。これにより、VxVM のスナップショット機構の効率や、バッ
クアップや意思決定支援システムなどの操作の処理効率が向上します。通常、これらの
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操作ではボリュームが休止状態である必要があり、システム上の他のアクティビティによる
ボリュームへの更新に操作が妨害されないようにする必要があります。これらの目標を達
成するため、VxVM のスナップショット機構では、即座にプライマリボリュームの正確なコ
ピーが作成されます。スナップショットが作成されると、元となるボリュームとは関係なくス
ナップショットにアクセスできます。
Veritas Storage Foundation for DB2 Enterprise Edition には、Database FlashSnap
と呼ばれる機能があります。この機能は、FastResync 機能とディスクグループの分割と
結合の機能を効果的に活用します。Database FlashSnap によって、データベース管理
者がボリュームのスナップショットをより素早くより簡単に使えます。
p.15 の 「VxVM（Veritas Volume Manager）の動作」 を参照してください。
p.33 の 「Veritas Database FlashSnap の動作」 を参照してください。

非永続 FastResync の動作
非永続 FastResync は、データ変更マップをメモリに割り当てます。非永続 FastResync
が有効な場合、FastResync マップは、もとのボリュームおよび各スナップショットボリュー
ムごとに維持されます。ダーティリージョンログ（DRL）とは異なり、これらのマップは、ディ
スクや永続的な領域に格納されません。そのため、FastResync マップを更新する場合
も、ディスクを更新する必要がなく、I/O の処理効率にはほとんど影響しません。ただし、
システムの再ブート時にマップ内の情報が失われるため、そのような状態で snapback コ
マンドを実行するときには、完全な再同期化が必要となります。この制限は、クラスタで共
有可能なディスクグループ内のボリュームに関しては、そのクラスタ内の少なくとも 1 つの
ノードが継続的に稼動して FastResync マップをメモリ内に維持すると解決できます。

永続 FastResync の動作
非永続 FastResync は、永続 FastResync によって強化されています。非永続
FastResync とは異なり、永続 FastResync は、ディスク上に FastResync マップが維持
されるため、システムの再ブートやクラッシュによって失われることがありません。これによ
り、ディスクグループを再結合したときに、スナップショットプレックスを迅速に再同期化で
きます。この機能は、非永続 FastResync ではサポートされていません。
ボリュームまたはスナップショットボリュームで永続 FastResync が有効な場合、ボリュー
ムには、DCO および DCO ログボリュームが関連付けられます。
DCO オブジェクトは、FastResynd マップを管理するだけでなく、DRL リカバリマップおよ
びコピーマップと呼ばれる特別なマップも管理するため、システムクラッシュの後で即座
にスナップショット操作を再開できます。
永続 FastResync は、ボリュームとスナップショットボリュームとの関連付けを、別のディス
クグループへの移行後も追跡できます。これにより、ディスクグループを再結合したとき
に、スナップショットプレックスを迅速に再同期化できます。この機能は、非永続 FastResync
ではサポートされていません。
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ディスクグループの分割と結合について
ディスクグループの分割と結合は、Enterprise Edition に付属しています。また、Standard
Edition では Veritas FlashSnap オプションの一部として組み込まれています。
VxVM には、ディスクグループ内容を再編成する機能が用意されています。この機能に
より、一般的なディスクグループの再編成が可能になり、ボリュームスナップショットを別の
ホストに移動して、オフホストバックアップを行うことができます。また、vxdg コマンドの追
加オプションにより、インポートしたディスクグループから、新しく作成したディスクグルー
プに対してすべての VxVM オブジェクトを分割したり（split）、インポートしたディスクグ
ループから、インポートしたターゲットディスクグループに対してすべての VxVM オブジェ
クトを結合（join）できます。この移動操作によって、インポートしたディスクグループ間で、
独立したひとまとまりの VxVM オブジェクトを移動できるようになります。

ホットリロケーションについて
VxVM は、データベースの処理効率と可用性を向上させるボリュームレイアウトを提供す
る以外に、ディスク障害発生時のシステムの可用性をさらに改善できる機能も提供してい
ます。ホットリロケーションは、システムがミラーボリュームまたは RAID 5 ボリューム上の
I/O 障害に自動的に対処し、冗長性をリストアして、それらのボリュームにアクセスできる
ようにする機能です。
VxVM は、ボリューム上の I/O 障害を検出すると、影響を受けた部分をスペアディスクと
して指定されたディスクまたはそのディスクグループ内の空き領域に再配置します。次に
VxVM は、ボリュームを障害前の状態に再構築し、冗長性とアクセスを再現します。
ホットリロケーション機能は、デフォルトで有効になっています。この機能は、ほぼすべて
のデータベース設定で有効のままにしておくことをお勧めします。ホットリロケーションの
実行後は、再構築されたボリューム設定で処理効率への影響が存在しないか確認する
ことをお勧めします。また、スペアディスクプールを強化するため、事前に確保したディス
クをスペアとして指定しておくようにしてください。
スペアとして指定したディスク上の領域は、そのディスクグループ内の VxVM オブジェク
トの作成には使えません。また、VxVM では、ホットリロケーションディスクのプールからス
ペアディスクを削除することにより、そのディスクを一般用途に使えます。

DMP でサポートされているディスクアレイについて
VxVM には、DMP 機能を活用できるディスクアレイ用の管理ユーティリティとドライバサ
ポートが備えられています。ディスクデバイスにアクセスする複数のポートを備えたディス
クアレイもあります。これらのポートに、ホストバスアダプタ（HBA）コントローラ、およびアレ
イ上の任意のデータバスまたは I/O プロセッサを組み合わせると、ディスクドライブにアク
セスするための複数のハードウェアパスを作成できます。このようなディスクアレイをマル
チパス化されたディスクアレイと呼びます。このタイプのディスクアレイは、多様な設定で
ホストシステムに接続できます（たとえば、シングルホスト上の異なるコントローラに接続さ
れた複数ポート構成、ホスト上の 1 つのコントローラを介したポートのチェーン構成、異な
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るホストに同時に接続されたポート構成など）。DMP は様々なベンダーのマルチポート
ディスクアレイに対応しており、パスフェールオーバーと負荷分散を行って、信頼性と処
理効率を向上させます。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
『Veritas Volume Manager ハードウェアノート』を参照してください。

動的 LUN 拡張について
動的 LUN 拡張を使うと、既存のデータをディスク上に保持したまま、初期化された後の
ディスクのサイズを変更できます。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

Storage Expert について
Storage Expert は、一連の単純なコマンドで構成されています。これらのコマンドは、
VxVM の設定データを収集し、「最適値」と比較します。次に、基準に合致しないオブジェ
クトを示す概略レポートを作成し、VxVM 設定の改善方法を提示します。
管理者はこれらのツールを独自に設定して VxVM システムを検証し、その設定が最適
かどうかをチェックすることができます。このツールは、システム規模の大小を問わず使え
ます。
Storage Expert コンポーネントには、一連のルールスクリプトとルールエンジンが含まれ
ます。ルールエンジンはスクリプトを実行し、ASCII 出力を生成します。この出力は、
Storage Expert の Report Generator によって編成され、アーカイブされます。この出
力には、設定された基準に合致しない VxVM 設定の領域に関する情報が含まれます。
デフォルトでは、出力が画面に表示されますが、UNIX 標準のリダイレクション機能を使っ
てファイルにリダイレクトすることもできます。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

クラスタ機能（オプション）について
VxVM には、別ライセンス製品として提供される Cluster Volume Manager オプション
のクラスタ機能が用意されています。この機能により、クラスタ環境で VxVM を使うことが
可能になります。このクラスタオプションを使うと、VxVM でクラスタあたり最大 16 ノードが
サポートされます。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

Veritas Volume Replicator（オプション）について
Veritas Volume Replicator（VVR）は、別ライセンス製品として提供される VxVM のオ
プション機能です。VVR は、整合性を維持しながらアプリケーションデータのコピーをリ
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モートサイトに保持するために設計されたデータレプリケーションツールです。このツール
は、効果的なディザスタリカバリプランに役立てるために作成されました。データセンター
が破壊されても、アプリケーションデータはリモートサイトですぐに使用可能となり、アプリ
ケーションはリモートサイトで再起動できます。
VVR は、VxVM に全面的に統合され、そのコンポーネントとして機能します。VVR は、
VxVM の堅牢さ、使いやすさおよび優れた処理効率という利点を利用すると同時に、
VxVM にレプリケーション機能を加えます。いくつかの制限はありますが、VVR は既存
の VxVM 設定を使えます。すでにデータが存在するアプリケーションでも、VVR を透過
的に使うように設定できます。
Veritas Volume Replicator のマニュアルを参照してください。

VxFS（Veritas File System）の動作
VxFS（Veritas File System）は、大量のデータを処理し、処理効率、可用性、管理性の
高いファイルシステムを必要とする UNIX 環境での使用を目的としたエクステントベース
のインテントログファイルシステムです。また、VxFS は、データベース環境で存続可能な
ファイルシステムを作成する拡張機能も備えています。
以降の項では、VxFS についての概要と、データベース管理に関連する機能について簡
単に説明します。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。

Veritas Quick I/O について
データベースは、ファイルシステムまたは RAW デバイスで実行できます。データベース
管理者は、多くの場合、ファイルシステムにデータベースを作成します。その方が、移動、
コピー、バックアップなどの日常的な管理作業が容易になるからです。ただし、大部分の
ファイルシステムでは、そのようにして作成したデータベースは実行時の処理効率が著し
く低下します。
処理効率が重視される状況では、データベース管理者はデータベースを RAW デバイ
ス上に作成します。Quick I/O を使う VxFS は、通常の事前に割り当てられたファイルを
RAW デバイスとしてアプリケーションに提供します。Quick I/O を使うと、ファイルシステ
ム上に作成したデータベースの管理メリットを活かすことができ、しかも RAW デバイス上
に作成したデータベースと同等の処理効率が得られます。
p.69 の 「Quick I/O について」 を参照してください。

Veritas Cached Quick I/O について
Cached Quick I/O を使うと、データベースは Quick I/O による処理効率上のメリットを維
持したまま、大容量のシステムメモリを効率よく活用できます。Cached Quick I/O では、
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効率的かつ選択的なバッファリング機構が背後の非同期 I/O に提供されるため、Quick
I/O が備えるすべてのメリットを活用し、さらに優れた処理効率を実現できます。
Cached Quick I/O は、最初にファイルシステムに対して有効になり、次にファイルごとに
有効になります。
p.93 の 「Cached Quick I/O について」 を参照してください。

Veritas 同時 I/O について
Veritas 同時 I/O により、名前空間を拡張してファイルをデバイスとして表示する必要が
なくなるため、VxFS ファイルシステム上の通常のファイルの処理効率が向上します。これ
により、管理作業が簡素化されるとともに、シーケンシャルな読み取りおよび書き込みを
行う必要のないデータベースが、ファイルに同時にアクセスできるようになります。
Veritas 同時 I/O では、単一のライターと複数のリーダーの間、または複数のライター間
の同時実行が可能です。書き込みを拡張するためのシリアル化を最小限に抑え、I/O 要
求をファイルシステムに直接送信します。
p.107 の 「同時 I/O について」 を参照してください。

エクステントベースの割り当てポリシーについて
Solaris が提供する UFS ファイルシステムは、ブロックベースの割り当て方式を採用して
いるので、ファイルへのランダムアクセス性がよく、サイズの小さいファイルならば遅延も許
容範囲内になっています。ただし、データベースファイルなどの大容量ファイルでは、ス
ループットが制限されます。この制限があるため、UFS ファイルシステムはデータベース
環境には最適な選択肢ではありません。
この割り当てポリシーでは、ブロックが 1 つずつ割り当てられる UFS ファイルシステムとは
異なり、ストレージが VxFS ファイルシステム上のファイルに割り当てられると、エクステン
トにグループ化されます。
ディスク領域をエクステント単位でファイルに割り当てることによって、ファイルとの間で行
われるディスク I/O を複数ブロックの単位で行うことができるようになります。このような I/O
は、ストレージが連続ブロックから構成されるユニットで割り当てられている場合に可能で
す。順次 I/O の場合、複数ブロック操作は、ブロックを 1 つずつ割り当てる操作より大幅
に高速です。複数ブロックの I/O 操作は、ほぼすべてのディスクドライブで可能です。
VxFS ファイルシステムは、1 つ以上のエクステントのグループとして、ディスク容量をファ
イルに割り当てます。また、VxFS では、特定ファイルのエクステントの割り当ての一部を
アプリケーションから制御できます。エクステント属性とは、ファイルに対応するエクステン
ト割り当てポリシーのことです。
p.75 の 「setext コマンドによる Quick I/O ファイル領域の事前割り当て」 を参照してくださ
い。
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ファイルシステムとデータベースの高速リカバリについて
システム障害が発生すると、Veritas File System はインテントログと呼ばれる追跡機能
を使って、数秒以内にリカバリ手順を開始します。この機能は、ファイルシステム構造に
加えられた変更のうち保留中になっているものを、循環式のインテントログに記録します。
システム障害の場合を除き、ユーザーやシステム管理者がインテントログによるリカバリ機
能に気付くことはありません。システム障害からのリカバリ中、VxFS の fsck ユーティリティ
はインテントログの再生（インテントログのスキャン）を実行し、システム障害時に実行され
ていたファイルシステム操作を取り消すか、または完了させます。そのため、ファイルシス
テムの構造全体を検査しなくてもファイルシステムをマウントできる状態になります。ディ
スクハードウェアに障害があった場合は、インテントログを再生しても損傷したファイルシ
ステム構造を完全にリカバリできるとは限りません。ハードウェアの問題によっては、Veritas
File System の fsck ユーティリティを使ったシステム全体の検査が必要な場合がありま
す。

オンラインシステム管理について
VxFS ファイルシステムには、データベースの処理効率に影響する特定の問題を解決す
る際に役立つ、オンラインシステム管理ユーティリティが用意されています。VxSF ファイ
ルシステムは、オンラインでユーザーがアクセスできる状態を維持したまま、ファイルの断
片化の解消とサイズ変更を行うことができます。

ファイルの断片化解消ユーティリティの動作
空きリソースは、最初は可能な限り効率的な順序に整列され、最適な処理効率を実現す
るとシステムが予測した方法でファイルに割り当てられます。ファイルシステムが長期間稼
動していると、新しいファイルの作成や古いファイルの削除および既存ファイルの拡張と
縮小が行われます。時間の経過に伴って空きリソースの当初の順序は失われ、ファイル
システムはディスクにまたがって広がります。これとともに、使われている領域の間に未使
用のギャップ、すなわち断片が残された状態になります。このプロセスは断片化と呼ばれ、
ファイルシステムがファイルにエクステント（連続したデータブロックのグループ）を割り当
てるときに選択できるエクステントが減少するため、処理効率の低下につながります。新
しいデータベースファイルを作成する前に、断片化の程度を分析してください。
VxFS には、ファイルの断片化の問題を解決するためのオンライン管理ユーティリティ
fsadm が用意されています。このユーティリティは cron ジョブとして定期的に実行するよ
うにスケジュールする必要があります。それ以外に、必要に応じて実行することもできま
す。

サイズ変更ユーティリティの動作
データベースのサイズが変化すると、その時点のデータベースと比較してファイルシステ
ムのサイズが適切でなくなることがあります。特殊なユーティリティを使わない限り、ファイ
ルシステムを拡張または縮小するには、アプリケーションの停止、ファイルシステムの内容
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のオフロード、ファイルシステムの新しいサイズでの再構築およびデータのリストアが必要
となります。また、これらの管理作業を行っている間、ユーザーはデータを利用できなくな
ります。
VxFS ファイルシステムの fsadm ユーティリティには、ファイルシステムのマウント解除や
ユーザーの生産性低下を引き起こすことなくファイルシステムのサイズを変更するための
機能が用意されています。VxFS ファイルシステムをマウントできるのは、1 つのデバイス
だけであるため、ファイルシステムを拡張するには、ファイルシステムをマウントした状態
で基盤となるボリュームデバイスを拡張できることが必要になります。VxFS は、VxVM と
連携して、ファイルシステムのオンライン拡張機能を提供します。

CDS（Cross-Platform Data Sharing）について
Veritas CDS を使うと、異種システム間でデータを連続して共有し、そのデータを保持す
る物理デバイスに各システムが直接アクセスできるようになります。この機能は、Veritas
Volume Manager との組み合わせでのみ使えます。共有アクセスと並列アクセスは、読
み取り専用データに対して実行できます。
『Veritas Storage Foundation Cross-Platform Data Sharing 管理者ガイド』を参照し
てください。

MVS ファイルシステムのサポート
MVS ファイルシステム（MVS）機能を使って、複数のボリュームを 1 つの論理オブジェク
トで表すことができます。基盤となる論理ボリュームへのすべての I/O は、ボリュームセッ
トを介して指示されます。ボリュームセットとは、複数の異なるボリュームのコンテナのこと
です。この機能は、Veritas Volume Manager との組み合わせでのみ使えます。

Quality of Storage Service（オプション）について
Quality of Storage Service（QoSS）機能は、Enterprise Edition に付属しています。
QoSS オプションは、このリリースで導入された MVS 技術をベースに構築されています。
QoSS を使うと、複数のデバイスを 1 つのファイルシステムにマップできます。さらに、ファ
イルを別のデバイスに自動的に再配置するようにポリシーを設定したり、ファイル再配置
コマンドを実行してファイルを再配置することができます。複数のデバイスを使うことで、
ファイルの配置場所を選択できるようになります。これにより、特定の種類のファイルにア
クセスするアプリケーションの処理効率を向上させ、ストレージ関連のコストを削減できま
す。
Database Dynamic Storage Tiering は、QoSS の最上部に構築され、DB2 データベー
スオブジェクトの移行処理を自動化します。

29

30

第 1 章 Veritas Storage Foundation for DB2 について
VxFS（Veritas File System）の動作

大容量ファイルシステムと大容量ファイルのサポート（オプション）
大容量ファイルシステムのサポートは、Enterprise Edition の機能です。
VxVM と組み合わせることで、VxFS は最大 8 EB のサイズのファイルシステムをサポート
できます。
次のファイルシステムを作成できます。
■

ディスクレイアウトバージョン 4 では、1 TB までのファイルシステムがサポートされてい
ます。ディスクレイアウトバージョン 4 では、ファイルシステムのすべての構造情報を
ディスク上の固定位置ではなくファイル内に保存することで、スケーラビリティを大幅
に向上しています。

■

バージョン 5 では、32 TB までのファイルシステムがサポートされています。ファイル
の最大サイズは 2 TB です。1 TB を超えるファイルシステムは Veritas Volume
Manager ボリューム上で作成する必要があります。

■

バージョン 6 では、8 EB までのファイルシステムがサポートされています。ディスクレ
イアウトバージョン 6 では、マルチデバイスサポート、CDS、名前付きデータストリーム、
FCL などの機能が有効になります。VxFS 4.1 で作成されるファイルシステムは、デ
フォルトでバージョン 6 ディスクレイアウトを使います。オンライン変換ユーティリティ
vxupgrade が用意されており、このユーティリティを使ってマウントされているファイル
システムの既存のディスクレイアウトをバージョン 6 にアップグレードできます。

これにより、大規模なデータベース設定の場合に、基盤となる物理デバイスのサイズ制限
のために複数のファイルシステムを使う必要がなくなります。
ディスクレイアウト VxFS バージョン 4 に実装されている変更により、大容量ファイルのサ
ポートなど、ファイルシステムの拡張性が大幅に改善されています。
mkfs または mount コマンドで largefiles または nolargefiles オプションを指定す

ると、大容量ファイルが含まれているファイルシステム、または含まれていないファイルシ
ステムを作成またはマウントできます。
p.50 の 「VxFS ファイルシステムの作成 」 を参照してください。

Storage Checkpoint と Storage Rollback について
Storage Checkpoint および Storage Rollback 機能は、Enterprise Edition に付属し
ています。Standard Edition では、Veritas FlashSnap オプションの一部として購入で
きます。
Veritas File System は、ファイルシステム内のすべてのユーザーファイルの永続的なポ
イントインタイムイメージを作成できる Storage Checkpoint 機能を備えています。Storage
Checkpoint は、ファイルシステムのマウント解除後、またはシステムの再ブート後もその
まま残ります。Storage Checkpoint では、ある時点におけるファイルシステムのビュー（構
造）を提示し、その後はもとのファイルシステムブロックのコピーを識別して保持します。
ディスクベースのミラー化を使う代わりに、Storage Checkpoint では、ファイルシステム
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で使用可能な空き領域プールを使うことによって、ディスク領域の消費を抑制し、I/O の
オーバーヘッドを大幅に削減します。
Storage Checkpoint の作成に必要な時間は通常、ほんの数秒間です。Storage
Checkpoint が作成されると、データベースの整合性のあるバックアップイメージが作成
され、データベースは通常の操作を再開できます。
また、Storage Rollback 機能を使って、ファイルシステムイメージを Storage Checkpoint
の作成時点にロールバックすることもできます。さらに、Storage Checkpoint では、ブロッ
ク変更情報を追跡できるため、ブロックレベルでの差分データベースバックアップが可能
になります。
Storage Checkpoint は書き込み可能なオブジェクトであり、作成、マウントおよび削除が
可能です。データの Storage Checkpoint（ファイルシステムの完全なイメージである
Storage Checkpoint）の維持によって得られる処理効率の向上により、Storage Rollback
機能をより容易かつ効率的に利用できるようになるため、大容量データベースのバック
アップに有効です。
MVS ファイルシステム（MVS）Storage Checkpoint を作成することで、データベースを
シャットダウンする必要なくデータベースをバックアップできます。
MVS は Storage Checkpoint の割り当てポリシーを作成し、管理する機能を備えていま
す。Storage Checkpoint 割り当てポリシーによって、ボリュームのリストおよび Storage
Checkpoint データの割り当て順序を指定します。これらの割り当てポリシーを使うと、
Storage Checkpoint を作成する場所を制御でき、それによって Storage Checkpoint
メタデータとデータを別のボリュームに分離することが可能です。また、ポリシーを使って
プライマリファイルシステムから Storage Checkpoint に割り当てられたデータを分離し、
プライマリファイルシステムの領域の断片化を回避することもできます。
p.129 の 「Storage Checkpoint と Storage Rollback について」 を参照してください。

Storage Checkpoint を使ったファイルシステムのリストアについて
Storage Checkpoint は、個別のファイルまたはファイルシステム全体をリストアするため
に、バックアップアプリケーションやリストアアプリケーションによって使われます。Storage
Checkpoint からリストアすることで、不正に変更されたファイルのデータをリカバリできま
す。ただし、通常は、ハードウェアの障害などによるファイルシステムの整合性の問題をリ
カバリすることはできません。ファイルのリストアを実行するには、fsckpt_restore（1M）
コマンドを使います。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。

クォータについて
VxFS では、クォータがサポートされています。これにより、特定のユーザーとグループ単
位でクォータを割り当てて、ファイルとデータブロックという 2 つの主要リソースの使用を
制限します。これらのリソースごとにクォータを割り当てることができます。
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各クォータは個々のリソースに対して、2 種類の制限を設定できます。
■

ハード制限は、データブロックやファイルの絶対的な制限を表します。ユーザーは、
どのような場合でも、ハード制限を超えたリソースを使うことはできません。

■

ソフト制限は、ハード制限より低い値であり、特定の時間内であれば、この制限を超え
ることができます。すなわち、特定の時間内であれば、ユーザーは一時的にこの制限
を超えてリソースを使えます。

クォータを使って、Storage Checkpoint で使われるファイルシステムの領域を制限する
ことができます。
Veritas Storage Foundation for DB2 では、db2ed_ckptquota コマンドを使って、1 つ
のファイルシステム、複数のファイルシステム、またはデータベース内のすべてのファイル
システムについて、クォータ値の有効化、無効化、設定、および表示を実行できます。
p.299 の 「db2ed_ckptquota を使った Storage Checkpoint クォータの管理」 を参照して
ください。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。

クラスタ機能（オプション）について
クラスタファイルシステムは、別ライセンス製品として提供される VxFS のオプション機能
です。クラスタファイルシステムでは、1 つのシステムをファイルシステムのプライマリサー
バーとして、またクラスタのその他のメンバーをセカンダリサーバーとして設定します。ど
のサーバーも、共有ディスクにアクセスして、ファイルデータ操作を実行します。プライマ
リサーバーに障害が発生すると、いずれかのセカンダリサーバーがファイルシステムの操
作を引き継ぎます。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。

Veritas Storage Mapping の動作
Veritas Storage Mapping は、Veritas Storage Foundation for DB2 Enterprise
Edition に組み込まれています。
Veritas は、VxFS ファイルシステム、VxVM ボリュームおよび物理ディスクに対するマッ
ピングインターフェースとして、Veritas Mapping Service（VxMS）というライブラリを定義
および実装しています。Veritas Storage Foundation for DB2 では、この機能を利用し
て、データベースに基づいてデータファイルまたはコンテナを物理的なデバイスにマッピ
ングし、ストレージオブジェクト I/O の統計情報を表示できます。vxstorage_stats コマ
ンドを使うと、論理ボリュームなどの中間層から実際の物理デバイスに至るまで、データ
ファイルまたはコンテナの I/O トポロジーマッピング全体を表示できます。また、
vxstorage_stats を使って、VxFS ファイルシステム、VxVM ボリュームおよび物理デ
バイスの統計情報を表示することもできます。この情報は、ディスク上の 1 つのデータブ
ロックの正確な場所を判別したり、ホットスポットの識別に役立てることができます。
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このコマンドを使うと、I/O の競合を回避できます。たとえば、この情報を利用することで、
同じ物理ディスクを共有している 2 つの表スペースのバックアップを回避できます。
ストレージオブジェクトの統計情報とストレージ構造の両方が Veritas Storage Foundation
for DB2 GUI に表示されます。
p.111 の 「Storage Mapping について 」 を参照してください。

Veritas Database FlashSnap の動作
Veritas Database FlashSnap は Veritas Storage Foundation Enterprise Edition に
組み込まれています。また、Veritas Storage Foundation Standard Edition では、別
途ライセンスを取得することで使えます。
Veritas Database FlashSnap は、業務上の重要なデータを管理するための柔軟で効率
的な手段です。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、すなわち PITC を取得できます。PITC を使うと、クリティ
カルなデータの連続的可用性を確保したまま、システムのバックアップやアップグレード、
その他のメンテナンス作業を行うことができます。必要な場合は、PITC の処理を別のホ
ストに肩代わりさせて、実稼動サーバーでのシステムリソースの競合を防止することがで
きます。
Database FlashSnap は、VxVM の永続 FastResync とディスクグループ内容再編成の
機能を利用します。Database FlashSnap は、データベース運用の効率化も実現します。
設定が完了した後は、データベース管理者はシステム管理者の手を借りないで、スナッ
プショットの作成や、データの再同期化および逆再同期を行うことができます。
Veritas Storage Foundation for DB2 には、DB2 データベース管理者が実行できる次
の 3 つのコマンドがあります。これらのコマンドに root 権限は必要ありません。
■ db2ed_vmchecksnap
■ db2ed_vmsnap
■ db2ed_vmclonedb

これらのコマンドを使うと、データベース管理者は VxVM スナップショット機能を利用で
き、日常業務でデータベースを使う際のストレージ運用が不要になります。Database
FlashSnap を使うには、データベースによって使われるボリュームを設定する必要があり
ます。
p.192 の 「Database FlashSnap のためのホストとストレージ」 を参照してください。

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の動作
今日、維持する必要のあるデータはますます増えてきています。その結果、一部のデー
タは、頻繁に使われることがなくなっているのに、依然としてディスク領域を大きく占めて
いることがあります。データベース DST（Dynamic Storage Tiering）では、データがデー
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タベース管理者（DBA）により定義された必要条件をもとに再度配置されるように、その
データ使用に対応した必要条件でデータストレージの一致処理を行います。またこの機
能では、使用頻度の低いデータを低速で安価なディスクに移動させるといった管理を行
うことができ、アクセス頻度が高いデータをクイック検索に使う高速のディスクに格納でき
ます。
DBA は、ファイルの新規作成前に、ファイル名拡張子に基づくファイル割り当てポリシー
を作成し、データベース作成時には適切な層の上にデータファイルを作成できます。
また、DBA は、データベースファイルに対してファイル再配置ポリシーを作成し、ファイル
が使われる頻度に基づいてファイルを再配置できます。
p.157 の 「データベース DST（Dynamic Storage Tiering）について」 を参照してください。

vxdbd デーモンについて
vxdbd デーモンは、Veritas Storage Foundation for DB2 ソフトウェアとの通信を扱い

ます。デフォルトでは、vxdbd はポート番号 3233 を使って Veritas Storage Foundation
for DB2 と通信します。このポートとの競合がある場合、または他のポート関連の問題が
ある場合、/etc/vx/vxdbed/admin.properties ファイルに配置された VXDBD_SOCKET
設定を変更することによってポートを変更できます。
通常、vxdbd デーモンはホスト起動時に自動的に起動します。ただし、デーモンがエラー
を報告した場合、またはデーモンプロセスが停止した場合、手動でデーモンを起動また
は停止しなければならないことがあります。また、デーモンの現在の状態を報告する
status コマンドを使って、デーモンが現在実行されていることを確認できます。
vxdbd を停止できるのは root ユーザーのみです。どのユーザーも、vxdbd の起動、また

はその状態の表示することはできます。
メモ: vxdbd が複数の Veritas Storage Foundation for DB2 機能で正常に動作するよ
うに、有効なホームディレクトリを用意する必要があります。次のエラーメッセージを受信
したが、vxdbdctrl status ではなく ps -ef | grep vxdbd を使って vxdbd が実行
されていることを確認している場合、有効なホームディレクトリがないか、そのディレクトリ
が vxdbd に利用できない可能性があります。
VXDBA_PRODUCT exec_remote ERROR V-81-7700 vxdb に接続できません。
（VXDBA_PRODUCT exec_remote ERROR V-81-7700 Can not connect to the vxdbd.）
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vxdbd デーモンの状態を確認するには
◆

次のように、vxdbdctrl status コマンドを使います。
/opt/VRTSdbcom/bin/vxdbdctrl status

デーモンが実行されている場合、次の出力が表示されます。
vxdbd は起動しています
（vxdbd is alive）

vxdbd デーモンを起動するには
◆

次のように、vxdbdctrl start コマンドを使います。
/opt/VRTSdbcom/bin/vxdbdctrl start

vxdbd デーモンを停止するには
◆

次のように、vxdbdctrl stop コマンドを使います。
/opt/VRTSdbcom/bin/vxdbdctrl stop

vxdbd デーモンが使う通信ポートを変更するには

1

root ユーザーで、vxdbd デーモンを停止します。
/opt/VRTSdbcom/bin/vxdbdctrl stop

2

/etc/vx/vxdbed/admin.properties ファイルで、VXDBD_SOCKET 変数の値

を新しいポート番号に変更します。
VXDBD_SOCKET=3233

3

vxdbd デーモンを再起動します。
/opt/VRTSdbcom/bin/vxdbdctrl start

4

システムがマルチホスト構成の一部の場合、この手順を各ホストで繰り返すことによっ
て、関連するすべてのホストでポートを変更します。

5

DBED エージェント vxpal を再起動します。
『Veritas Storage Foundation for DB2 グラフィカルユーザーインターフェースガイ
ド』の「DBED エージェントの起動」を参照してください。
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Veritas Storage Foundation for DB2 の GUI について
コマンドラインインターフェースの代わりに、Veritas Storage Foundation for DB2 の
GUI を使って、データベースで使われるストレージを管理できます。
このリリースにおいて Veritas Storage Foundation for DB2 には、Java ベースの GUI
と Web ベースの GUI の両方が用意されています。Web ベースの GUI には、データベー
ス DST（Dynamic Storage Tiering）機能またはスケジューラ機能のいずれかが含まれ
ていません。
GUI は、次の操作に使えます。
■

データベース、表スペース、コンテナおよびファイルシステム情報の表示と、データ
ベースの状態の管理

■

Database Dynamic Storage Tiering を使って、ボリュームとファイル移動を管理しま
す。この機能では、ファイル使用状況に関するレポートも取得できます。（Java ベース
の GUI のみ）。

■

Storage Checkpoint の作成、表示、マウント、マウント解除および削除

■

スケジューラによる、Storage Checkpoint を介したデータベースの作成またはクロー
ン作成などのタスクを自動化（Java ベースの GUI のみ）。

■

Storage Checkpoint を使ったデータベースのロールバック

■

ファイルシステムと DB2 領域の使用率に関する統計の収集と表示

■

ストレージオブジェクトの I/O 統計値とストレージ構造の収集および表示

■

ファイルシステム、DB2 表スペースとコンテナ領域の使用率の監視と、必要に応じた
ファイルシステムの自動拡張

■

ファイルシステムで使われるボリュームと全体的なシステム設定の検査

■

インスタンスの起動、停止またはデータベースの複製作成Storage Checkpoint また
は Database FlashSnap を使って、データベースを複製できます。

■

クローンデータベースの作成または停止

■

スナッププランの作成、変更、検証または削除

■

スナッププランデータベースの作成、再同期または逆再同期

詳細については、関連するオンラインヘルプや『Veritas Storage Foundation for DB2
グラフィカルユーザーインターフェースガイド』を参照してください。

Veritas NetBackup（オプション）について
Veritas NetBackup には、クライアントサーバーネットワークのクライアントシステムに格
納されているデータベースファイルおよびディレクトリのバックアップ、アーカイブおよびリ
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ストア機能が用意されています。NetBackup サーバーソフトウェアは、物理的なバックアッ
プストレージデバイスを管理するプラットフォーム上に存在します。NetBackup サーバー
は、自動制御、メディア管理、エラー処理およびスケジュールが行われ、すべてのクライ
アントバックアップイメージのリポジトリとして機能します。
管理者は、自動的に実行され、介入作業のない完全バックアップおよび増分バックアッ
プをスケジュール設定できます。前述のバックアップは、NetBackup サーバーによって
完全に管理されます。また、管理者が手動でクライアントをバックアップすることもできま
す。クライアントユーザーは各自のクライアントシステムからバックアップ、アーカイブおよ
びリストアを実行できますが、起動後の操作は NetBackup サーバーに制御されます。
Veritas NetBackup は、Extended Edition（EE）または Extended-Enterprise Edition
（EEE）環境において DB2 向けに設定できます。DB2 for EEE とその設定の詳細につい
ては、『Veritas NetBackup for DB2 システム管理者ガイド for UNIX』の「DB2 EEE（DPF）
環境用の設定」を参照してください。
Veritas NetBackup は、Veritas Storage Foundation for DB2 パッケージには付属し
ていませんが、別途購入できます。

Veritas Storage Foundation/High Availability for DB2
（オプション）について
Veritas Storage Foundation/High Availability（HA）（VCS）を使うと、データベース管
理者は、複数のサーバーを高可用データベース設定に統合し、システムのハードウェア
またはソフトウェアの障害によって引き起こされる DB2 データベースのダウンタイムを大
幅に短縮できます。
Veritas Storage Foundation/HA for DB2 には、ベースの Veritas Storage Foundation
for DB2 に含まれる Veritas 製品に加えて、次の製品が組み込まれています。
■

Veritas Cluster Server (VCS) for DB2

■

Veritas Cluster Server (VCS) Enterprise Agent for DB2

メモ: Veritas Storage Foundation/HA（VCS）for DB2 は、Enterprise Edition でのみ
使えます。
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2
データベースの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

新しいデータベース設定のためのタスク

■

ディスクグループの設定について

■

ディスクグループの作成

■

ディスクグループへのディスクの追加

■

ボリュームレイアウトの選択について

■

ボリュームの作成

■

ボリュームセットの作成

■

ボリュームセットへのボリュームの追加

■

ファイルシステムの作成ガイドライン

■

VxFS ファイルシステムの作成

■

ファイルシステムのマウント

■

ファイルシステムのマウント解除

■

断片化について

■

ファイルシステムサイズの変更

新しいデータベース設定のためのタスク
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。
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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。

ファイルシステムの必要条件に適合するボリュー ■ p.44 の 「ボリュームレイアウトの選択について」
ムを作成します。ディスクの障害に対する保護と
を参照してください。
してディスクのミラー化を、処理効率の向上のた ■ p.46 の 「ボリュームの作成」 を参照してくださ
めにストライプ化を使えます。
い。
■ p.253 の 「VxVM のチューニングについて」 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
し、それらを同じホストまたはセカンダリホスト上
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.49 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。
p.50 の 「VxFS ファイルシステムの作成 」 を参照
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。
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。

p.69 の 「Quick I/O について」 を参照してくださ
い。

ストレージスタックトポロジー情報を詳細に表示 p.111 の 「Storage Mapping について 」 を参照し
して、ストレージスタックの設定を最適化できるよ てください。
うにする場合は、Storage Mapping を設定して
使います。
Quick I/O または ODM を使うために、データ
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参
ベースファイルを変換した後のオフホスト処理に 照してください。
Database FlashSnap を使う場合、ボリュームレ
イアウトが Database FlashSnap の必要条件を
満たしていなければ、データベースファイルの変
換後にボリュームマネージャ設定を再レイアウト
する必要があります。
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
ない場合は、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、
既存のデータベース設定を変換します。
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同じホストでバックアップとリカバリを行う場合、 p.129 の 「Storage Checkpoint と Storage
Storage Checkpoint 機能を使って、データベー Rollback について」 を参照してください。
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。

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、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を 1 つの単位としてマシン間で移動できるため、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
ディスクグループを設定するときは、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のないものである必要があります。各ディスクグループは、
$DB2DATABASE 環境変数と dg 接尾辞で指定された DB2 データベース名を使って
名前を付けてください。dg 接尾辞を使うと、オブジェクトをディスクグループとして識別
できます。また、各ディスク名は、ディスクグループ内で重複のないものである必要が
あります。
メモ: ユーザーは、異なる DB2 インスタンス間でディスクグループを共有しないように
してください。インスタンスが複数の小規模データベースを含む場合、同一のインスタ
ンス内にあるすべてのデータベース間でディスクグループを共有すると有効な場合が
ありますが、これはお勧めできません。この場合は、ディスクグループに、$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 がインストールされるシステム
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。
p.253 の 「VxVM のチューニングについて」 を参照してください。

ディスクグループの作成
新しいディスクグループは、vxdg コマンドで作成できます。ディスクグループには、作成
時に少なくとも 1 つのディスクが含まれている必要があります。また、クラスタ環境で使う
共有ディスクグループを作成することもできます。
ディスクは、VxVM で使う前に、ディスクグループに配置する必要があります。新しいディ
スクグループを作成すると、ディスクを編成して論理ディスクのセットを作成できます。
ディスクグループを作成する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

ディスクグループの作成に使えるのは、ディスクグループに属していない
オンラインのディスクのみです。
■ ディスクグループ名は、ホストまたはクラスタ内で重複のないものである
必要があります。
■ 1 つのディスクグループを作成するには、少なくとも 1 つのディスクが必
要です。

使用上のメモ

■

■

■

■

■

Veritas Storage Foundation for DB2 では、単一ディスクグループだ
けがサポートされます。
新しいディスクをボリュームとして使うには、まず、そのディスクを VxVM
の制御下に置き、さらにダイナミックディスクグループに追加する必要が
あります。
ディスクを VxVM 制御下に置くと、ディスクはカプセル化または初期化
されます。カプセル化では、ディスク上のすべての既存データがボリュー
ムに保持されます。初期化では、ディスク上のすべての既存データが破
棄されます。
ルートディスクを VxVM の制御下に置いた場合は、そのディスクをカプ
セル化する必要があります。代替ブートディスクを作成する場合は、カプ
セル化されたルートディスクをミラー化できます。
vxdg コマンドの詳細については、vxdg（1M）のマニュアルページを参
照してください。
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新しいディスクグループを作成するには
◆

次のように、vxdg コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxdg init disk_group [disk_name=disk_device]

次に、vxdg コマンドを使ったディスクグループ作成の例を示します。
RAW ディスクパーティション c1t1d0s2 に PRODdg というディスクグループを作成するに
は、次のように入力します。ディスク名 PRODdg01 は、ディスクグループ内のディスクを表
しています。
# /opt/VRTS/bin/vxdg init PRODdg PRODdg01=c1t1d0s2

ディスクグループへのディスクの追加
初めて作成されたときのディスクグループには、ディスクは 1 つしか含めることができませ
ん。条件によっては、ディスクグループにディスクを追加する必要があります。ディスクを
追加する前に、次の条件を満たす必要があります。
使用上のメモ

■

■

■

■

■

■

■

ディスクを VxVM 制御下に置くと、ディスクはカプセル化また
は初期化されます。カプセル化では、ディスク上のすべての
既存データがボリュームに保持されます。初期化では、ディス
ク上のすべての既存データが破棄されます。
ブートディスクを VxVM の制御下に置いた場合は、そのディ
スクをカプセル化する必要があります。代替ブートディスクを
作成する場合は、カプセル化されたブートディスクをミラー化
できます。
ディスクをカプセル化した場合は、 システムを再ブートする必
要があります。
デポートされたディスクグループには、ディスクを追加できま
せん。
ディスクをボリュームの作成に使うには、ディスクを VxVM 制
御下に置き、 ディスクグループに配置しておく必要がありま
す。
ディスクをディスクグループに追加するには、ディスクをオンラ
インにしておく必要があります。
すでにディスクグループに属しているディスクを別のディスク
グループに追加することはできません。

43

44

第 2 章 データベースの設定
ボリュームレイアウトの選択について

ディスクグループにディスクを追加するには
◆

次のように、vxdg コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxdg -g disk_group adddisk \
[disk_name=disk_device]

次に、vxdg コマンドを使ってディスクをディスクグループに追加する例を示します。
PRODdg02、PRODdg03 および PRODdg04 という名前のディスクをディスクグループ PRODdg

に追加するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdg -g PRODdg adddisk PRODdg02=c1t2d0s2
# /opt/VRTS/bin/vxdg -g PRODdg adddisk PRODdg03=c1t3d0s2
# /opt/VRTS/bin/vxdg -g PRODdg adddisk PRODdg04=c1t4d0s2

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ための最適な処理効率が得られます。
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、将来の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する場合や、後で
必要に応じてデータベース処理効率を向上させる場合の柔軟性を備えています。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、データをきめ細かく配置で
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 を分
散できます。多くのデータベースでは、様々なコンテナまたは表スペース（使用するデー
タベースに依存する）を、利用可能なディスクのすべてに分散させることで、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
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。
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p.253 の 「VxVM のチューニングについて」 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
テムとしてください。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。

■

OLTP 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。複数
のディスクコントローラにわたるストライプ化を試みてください。順次スキャンの場合は、
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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。
■

ほとんどの作業負荷で、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 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は、書き込み中心の OLTP 作業負荷にミラー化を
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は、読み取り中心の OLTP 作業負荷に RAID 5 を
使って、データベースの処理効率と可用性を向上させてください。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的な、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。

p.253 の 「VxVM のチューニングについて」 を参照してください。

ボリュームの作成
Veritas Volume Manager では、ディスク領域の編成と管理に論理ボリュームが使われ
ます。ボリュームは、物理ディスクの一部が 1 つ以上集まって構成されるため、物理ディ
スクに伴う制限がありません。
データストレージに耐障害性が求められ、処理効率を最大化するようにデータレイアウト
を最適化する必要のあるデータベースでは、VxVM を使うことをお勧めします。ボリュー
ムマネージャが提供するストライプ化とミラー化の機能は、管理性、可用性、処理効率の
向上に役立ちます。
ボリュームレイアウトを決定すると、vxassist コマンドを使って、ボリュームを作成できる
ようになります。
ボリュームを作成する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
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使用上のメモ

■

■

■

■

■

ボリュームを作成するには、ディスクグループ名、ボリューム名、ボリュー
ムサイズ、ボリュームレイアウトを指定する必要があります。また、ストライ
プボリュームを作成する場合は、サブディスク名もわかっている必要があ
ります。
ストライプボリュームまたはミラーボリュームには、少なくとも 2 個のディス
クが必要です。
ストライプ化ミラーボリュームと連結ミラーボリュームは、デフォルトでミラー
化されます。そのため、ストライプ化ミラーボリュームには、ミラー化ストラ
イプボリュームより多くのディスクが必要となり、連結ミラーボリュームに
は、ミラー化連結ボリュームより多くのディスクが必要となります。
root または swap ボリュームにストライプ化ミラーボリュームまたは連結
ミラーボリュームを使うことはできません。
RAID 5 ボリュームには、少なくとも 3 つのディスクが必要です。RAID 5
ログが有効な場合、RAID 5 ボリュームには、少なくとも 4 個のディスクが
必要です。
RAID 5 ミラー化はサポートされていません。

ボリュームを作成するには
◆

次のように、vxassist コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxassist -g disk_group make volume_name \
size disk_name

次に、vxassist コマンドを使ったボリューム作成の例を示します。
PRODdg ディスクグループに db01 という 1 GB のミラーボリュームを作成するには、

次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxassist -g PRODdg make db01 1g PRODdg01

ボリュームセットの作成
ボリュームセットにより、Veritas File System（VxFS）で、MVS（Multi Volume Support）
機能を使えるようになります。またボリュームセットの作成および管理に Veritas Enterprise
Administrator（VEA）を使うこともできます。詳細については、VEA のオンラインヘルプ
を参照してください。
ボリュームセットを作成する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
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使用上のメモ

ボリュームセットを作成するには、ボリュームが少なくとも 1 つ作成されて
いる必要があります。
p.46 の 「ボリュームの作成」 を参照してください。
■ 最大で 256 のボリュームを 1 つのボリュームセットとして設定できます。
■

■

ボリュームセットでは、Veritas File System のみサポートされます。

ボリュームセットの最初のボリュームのサイズには 20MB を超える値を設
定する必要があります。
■ ボリュームセットに対する RAW I/O はサポートされていません。
■

インスタントスナップショットに対する次の vxsnap 操作では、ボリューム
の代わりにボリュームセットが使えます: addmir、dis、make、
prepare、reattach、refresh、restore、rmmir、split、
syncpause、syncresume、syncstart、syncstop、syncwait、
unprepare。ボリュームセット内の各ボリュームに十分なプレックスが存
在する場合、そのボリュームセットでは、フルサイズのインスタントスナッ
プショット対応のサードミラーブレークオフ使用モデルがサポートされま
す。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
■ 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。
■ vxvset コマンドの使用方法の詳細については、vxvset（1M） マニュ
アルページを参照してください。
■

Veritas File System（VxFS）で使うボリュームセットを作成するには
◆

次のコマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxvset [-g diskgroup] -t vxfs make volset \
volume

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ volset

は、ボリュームセットの名前です。

■ volume

は、ボリュームセット内の 1 番目のボリュームの名前です。

■ -t は、ボリュームで使うアプリケーション用のコンテントハンドラサブディレクトリを

定義します。このサブディレクトリにはアプリケーションがボリュームセット上で動
作するために使うユーティリティが含まれます。これらのユーティリティの操作は、
VxVM ではなくアプリケーションの必要条件に基づきます。
たとえば、ディスクグループ PRODdg に、ボリューム db01 を含む db01vset という名前の
ボリュームセットを作成するには、次のコマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxvset -g PRODdg -t vxfs make db01vset db01
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ボリュームセットへのボリュームの追加
ボリュームは、ボリュームセットを作成した後に追加できます。
ボリュームセットにボリュームを追加するには
◆

次のように、vxvset コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxvset [-g diskgroup] [-f] addvol volset \
volume

警告: 追加するボリューム、またはボリュームセット内のボリュームのいずれかが、ス
ナップショットまたはスナップショットの親の場合は、-f（force（強制））オプションを指
定する必要があります。操作に関係するボリュームがすでにスナップショットチェー
ン内に存在する場合は、このオプションを使うと、スナップショットの階層構造に不整
合が生じる場合があります。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
たとえば、ボリューム db02 をボリュームセット db01vset に追加するには、次のコマンドを
使います。
# /opt/VRTS/bin/vxvset -g PRODdg addvol db01vset db02

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、最大ブロックサイズとログサイ
ズを指定してください。

■

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
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
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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。
■

Quick I/O がサポートされている場合、Quick I/O 機能、オンライン管理、VxVS ファ
イルシステムの高速リカバリや優れた信頼性機能を活用するには、ファイルシステム
タイプに vxfs を選択してください。

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。

VxFS ファイルシステムの作成
Quick I/O、Storage Rollback、オンライン管理、VxFS ファイルシステムの高速リカバリ
や優れた信頼性機能を活用するには、ファイルシステムタイプに常に vxfs を指定してく
ださい。
ファイルシステムを作成する前に、次のメモを参照してください。
使用上のメモ

■

mkfs コマンドで使えるオプションと変数の詳細については、mkfs（1M）
と mkfs_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

■

マウント設定の詳細については、mount（1M）と mount_vxfs（1M）の
マニュアルページを参照してください。

既存ボリュームに VxFS ファイルシステムを作成するには
◆

次のように mkfs コマンドを使います。
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# /usr/sbin/mkfs -F vxfs [generic_options] \
[-o specific_options] special [size]

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ vxfs

は、ファイルシステムタイプです。

■ generic_options

は、すべてのファイルシステム共通のオプションです。

■ specific_options

は、VxFS ファイルシステム固有のオプションです。

は、RAW キャラクタデバイスまたはファイルシステムの作成先になる
VxVM ボリュームの絶対パス名です（たとえば、/dev/vx/rdsk/PRODdg/db01）。

■ special

■ size

は、新しいファイルシステムのサイズです（オプション）。

size を指定しないと、ファイルシステムのサイズは、下位のボリュームまたはデバイ

スパーティションと同じ大きさになります。
たとえば、新しく作成した db01 ボリューム上に、ブロックサイズが 8 KB であり、2 GB
より大きいファイルをサポートする VxFS ファイルシステムを作成するには、次のよう
に入力します。
# /usr/sbin/mkfs -F vxfs -o largefiles,bsize=8192,\
logsize=2000/dev/vx/rdsk/PRODdg/db01
-o largefiles オプションを使うと、2 GB を超えるファイルを作成できます。

メモ: この例では size を指定していないため、ファイルシステムのサイズはファイル
システムの作成先のボリュームと同じサイズになるように自動的に計算されます。
mkfs コマンドにより、次のような出力が表示されます。
レイアウトバージョン 6
（version 6 layout）
20480 セクタ、10240 ブロック（サイズ 1024）、ログサイズ 1024 ブロック
（20480 sectors, 10240 blocks of size 1024, log size 1024 blocks）

これで、新しく作成したファイルシステムをマウントできるようになります。
p.53 の 「ファイルシステムのマウント」 を参照してください。

大容量ファイルシステムと大容量ファイルのサポート
VxVM と組み合わせることで、VxFS は最大 8 EB のサイズのファイルシステムをサポート
できます。これにより、大規模なデータベース設定の場合に、基盤となる物理デバイスの
サイズ制限のために複数のファイルシステムを使う必要がなくなります。
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ディスクレイアウト VxFS バージョン 6 に実装されている変更により、大容量ファイルのサ
ポートなど、ファイルシステムの拡張性が大幅に改善されています。mkfs または mount
コマンドで largefiles または nolargefiles オプションを指定すると、大容量ファイル
が含まれているファイルシステム、または含まれていないファイルシステムを作成またはマ
ウントできます。nolargefiles オプションを指定すると、ファイルシステムに 2 GB 以上
のファイルを格納できなくなります。
VxFS ファイルシステムを作成する前に、次の条件が満たされていることを確認してくださ
い。
使用上のメモ

ファイルシステムのマウントと作成の詳細については、mount_vxfs
（1M）および mkfs_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してくださ
い。
■ 大容量ファイルの詳細については、fsadm_vxfs（1M）のマニュアル
ページを参照してください。
■

largefiles オプションを指定しないで作成したファイルシステム上で大容量ファイルを使
用可能にするには
◆

次のように、fsadm コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -F vxfs -o largefiles \
/mount_point

メモ: 大容量ファイル機能を有効にする前に、使うアプリケーションおよびツールが
大容量ファイルを処理できることを確認してください。大容量ファイルに対応してい
ないと、アプリケーションおよびシステム管理ユーティリティで問題が発生することが
あります。

MVS（Multi Volume Support）
VxFS バージョン 6 ディスクレイアウトで有効になる MVS 機能を使うと、複数のボリューム
をボリュームセットと呼ばれる 1 つの論理オブジェクトで表すことができます。vxvset コマ
ンドを使って、Veritas Volume Manager でボリュームセットを作成および管理できます。
VxFS の MVS 機能をボリュームセットで使えます。MVS に関連する VxFS コマンドは、
次の 2 つです。
■ fsapadm

- VxFS 割り当てポリシー管理ユーティリティ

■ fsvoladm

- VxFS デバイス管理ユーティリティ

『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マウント
VxFS ファイルシステムを作成してから、mount コマンドを使ってファイルシステムをマウ
ントします。
デフォルトでは、 コマンドを実行すると Quick I/O の有効化が試みられます。Quick I/O
がインストールされていない場合や Quick I/O の有効なライセンスがない場合でも、明示
的に マウントオプションを指定しない限り、エラーメッセージは表示されません。必要に応
じて、マウント時に Quick I/O オプションをオフにすることも、 オプションを指定してファイ
ルシステムを再マウントすることもできます。
ファイルシステムをマウントする前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

ファイルシステムをマウントするには、root としてログインする必要があり
ます。

使用上のメモ

■

マウントポイントは、絶対パス名（/ で始まる）で指定する必要があります。

マウント設定の詳細については、mount_vxfs（1M）のマニュアルペー
ジを参照してください。
■ 一般的なマウントオプションの詳細については、mount（1M）のマニュア
ルページを参照してください。
■

ファイルシステムをマウントするには
◆

次のように、mount コマンドを使います。
# /usr/sbin/mount -F vxfs [generic_options] [-r] \
[-o specific_options] special /mount_point

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ generic_options
■ -r

は、すべてのファイルシステム共通のオプションです。

は、読み取り専用のファイルシステムとしてマウントします。

■ specific_options
■ special

は、VxFS ファイルシステム固有のオプションです。

は、ブロックの特殊デバイスです。

■ /mount_point

は、ファイルシステムをマウントするディレクトリです。

たとえば、/dev/vx/dsk/PRODdg/db01 ボリューム上に、大容量ファイルをサポート
する /db01 というファイルシステムをマウントするには、次のように入力します。
# mkdir /db01
# /usr/sbin/mount -F vxfs -o largefiles /dev/vx/dsk/PRODdg/db01 \
/db01
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再ブート後自動的に /db01 をマウントさせるには、次のようにそのエントリを
/etc/vfstab に追加します。
/dev/vx/dsk/PRODdg/db01 /db01 vxfs largefiles,qio

0

2

Quick I/O ファイルを使う必要がない場合は、qio オプションではなく noqio オプ
ションを設定します。

ファイルシステムのマウント解除
ファイルシステム内のデータにアクセスする必要がなくなった場合は、umount コマンドを
使ってファイルシステムのマウントを解除できます。
ファイルシステムのマウントを解除する前に、次の条件が満たされていることを確認してく
ださい。
前提条件

■

マウントを解除するファイルシステムは、事前にマウントされている必要
があります。

使用上のメモ

■

使用中のファイルシステムは、マウントを解除できません。
ファイルシステムのマウントの詳細については、umount（1M）のマニュ
アルページを参照してください。

ファイルシステムのマウントを解除するには

1

fuser コマンドを使って、ファイルシステムが使用中でないことを確認します。
# fuser -c /mount_point
-c オプションを指定すると、ファイルシステムのマウントポイントとマウントされている

ファイルシステム内のファイルに関する情報が得られます。
ファイルシステムが使われており、マウントを解除する必要がある場合は、fuser
-ck コマンドを使います。詳細については、fuser（1M）のマニュアルページを参照
してください。

2

次の umount コマンドオプションのいずれかを使って、ファイルシステムのマウントを
解除します。
■ umount special
■ umount /mount_point
■ umount -f /mount_point

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ special

は、ブロックの特殊デバイスです。

■ /mount_point

は、ファイルシステムがマウントされている場所です。
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■ -f

は、強制的にマウントポイントのマウントを解除します。

ファイルシステムのマウント解除の例を次に示します。
ファイルシステム /db01 が使用中でないことを確認し、マウントを解除するには、次
のように入力します。
# fuser -c /db01
/db01:
# umount /db01

断片化について
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、処理効率
を最大限にする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につながります。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。

断片化の制御方法
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用意されています。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
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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。

断片化の監視方法
VxFS では、断片化レベルを記述するレポートを実行することにより、断片化を監視する
ことできます。ディレクトリの断片化およびエクステントの断片化に関するレポートを実行
するには、fsadm コマンドを使います。ファイルシステムの空き領域について報告する df
コマンドを使っても、断片化の監視に有効な情報を得ることができます。
断片化情報についての報告を得るには、次のコマンドを使います。
■ fsadm -D、ディレクトリの断片化について報告します。
■ fsadm -E、エクステントの断片化について報告します。
■ /opt/VRTS/bin/fsadm [-F vxfs] -o s、サイズ別に空きエクステントの数を出力

します。

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、読み取りおよび書き込みアクセス用にマウ
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

次のオプションは、fsadm ユーティリティで使うためのものです。
-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。

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。
-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。
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-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。

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 -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。

メモ: -d および -e オプションとともに -D および -E を両方使うと、断片化
レポートが再編成の前後に生成されます。
-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。

メモ: -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。
-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。

メモ: -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。
-s

各パスの最後に、アクティビティの概略を印刷します。

-r

ファイルレイアウトと断片化を判断するために読み取る 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。

メモ: fsadm コマンドを使ってファイルシステムを再編成するには、スーパーユーザー
（root）権限が必要です。

57

58

第 2 章 データベースの設定
ファイルシステムサイズの変更

ファイルシステムの断片化を解消するには
◆

断片化のタイプと量を指定するオプションを指定して、fsadm コマンドを実行します。
また、このコマンドには、ファイルシステムを指定するマウントポイントまたは RAW デ
バイスを指定します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm [-d] [-D] [-e] [-E] [-s] [-v] \
[-l largesize] [-a days] [-t time] [-p pass_number] \
[-r rawdev_path] mount_point

断片化の解消のスケジュールの手順と詳細については、『Veritas File System 管
理者ガイド』を参照してください。
たとえば、ファイルシステムの断片化を解消するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -d -D /db2data_qiovm
ディレクトリ断片化レポート
（Directory Fragmentation Report）
検索した
合計
直接
直接追加する
DIR
ブロック
DIR
DIR
（Dirs
Total
Immed
Immeds
Searched
Blocks
Dirs
to Add
合計
5
1
4
（total
5
1
4
ディレクトリ断片化レポート
（Directory Fragmentation Report）
検索した
合計
直接
直接追加する
DIR
ブロック
DIR
DIR
（Dirs
Total
Immed
Immeds
Searched
Blocks
Dirs
to Add
合計
5
1
4
（total
5
1
4

縮小する
解放する
DIR
ブロック
Dirs
Blocks
to Reduce to Reduce）
0
0 0
0
0 0）

縮小する
解放する
DIR
ブロック
Dirs
Blocks
to Reduce to Reduce）
0
0 0
0
0 0）

ファイルシステムサイズの変更
VxFS ファイルシステムを拡張または縮小する必要がある場合、fsadm コマンドを使えま
す。
VxFS ファイルシステムでさらに大容量の領域が必要な場合は、この手順を使ってファイ
ルシステムを拡張できます。また、大きすぎる VxFS ファイルシステムの領域を他の用途
に使う必要がある場合も、この手順を使ってファイルシステムを縮小できます。
ファイルシステムを拡張する前に、基盤となるデバイスまたはボリュームのサイズを拡張し
てください。
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『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
ファイルシステムのサイズを変更する前に、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

この作業を行うには、ファイルシステムがマウントされている必要がありま
す。
ファイルシステムを拡張または縮小した後のサイズか、拡張または縮小
する量を認識している必要があります。

使用上のメモ

■

format（1M）のマニュアルページを参照してください。
大容量ファイルの詳細については、fsadm_vxfs（1M）のマニュアル
ページを参照してください。

ファイルシステムをサイズ変更するには
◆

次のように、fsadm コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -F vxfs [-b newsize] \
[-r rawdev] /mount_point

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■

newsize は、ファイルシステムの拡張または縮小後のサイズ（セクタ数）です。

■

rawdev では、/etc/vfstab にエントリがなく、fsadm が RAW デバイスを判別
できない場合に、RAW デバイスの名前を指定します。

■

/mount_point は、ファイルシステムがマウントされている場所です。

たとえば、ファイルシステム /db01 を 2 GB に拡張するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -F vxfs -b 2g /db01

メモ: fsadm を使った一般的なファイルシステム操作の実行方法の詳細については、
『Veritas File System 管理者ガイド』および fsadm_vxfs（1M）のマニュアルペー
ジを参照してください。

ファイルシステムと下位のボリュームのサイズ変更
fsadm コマンドは、ファイルシステムだけをサイズ変更します。fsadm を使ってファイルシ

ステムを下位のボリュームと同じサイズにするか大きくしようとすると、fsadm コマンドは失
敗します。ファイルシステムおよびその下位のボリュームをサイズ変更するには、代わりに
vxresize コマンドを使います。
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警告: FSGEN または RAID5 以外の usetype 属性を付けてボリュームをサイズ変更する
と、データを失う可能性があります。このような操作が必要な場合は、-f オプションを使っ
て、ボリュームのサイズ変更を強制的に行います。
ファイルシステムと下位のボリュームをサイズ変更する前に、次の条件を満たす必要があ
ります。
前提条件

■

ファイルシステムの変更後の新しいサイズを知る必要があります。

使用上のメモ

■

vxresize は、VxFS と UFS ファイルシステムでのみ機能します。

■

ファイルシステムがマウントされていて VxFS の場合は、サイズの拡張ま
たは縮小を行えます。VxFS ファイルシステムがマウントされていない場
合は、サイズの拡張または縮小を行えません。
ファイルシステムがマウントされていて UFS の場合は、サイズの拡張の
みを行えます。ファイルシステムがマウントされていなくて UFS の場合
は、サイズの拡張のみを行えます。
大容量ボリュームをサイズ変更する場合は、vxresize の完了までに
長い時間がかかります。
FSGEN または RAID5 以外の usetype 属性を付けてボリュームをサイ
ズ変更すると、データを失う可能性があります。このような操作が必要な
場合は、-f オプションを使って、ボリュームのサイズ変更を強制的に行
います。
異なるレイアウトタイプのプレックスを含むボリュームのサイズは変更でき
ません。
詳しくは vxresize（1M）のマニュアルページを参照してください。

■

■

■

■

■

ファイルシステムと下位のボリュームをサイズ変更するには
◆

次のように、vxresize コマンドを使います。
# /etc/vx/bin/vxresize -g disk_group -b -F vxfs -t \
homevolresize homevol volume_size disk_name disk_name

たとえば、スペアディスク disk10 および disk11 を使って、VxFS ファイルシステム
が含まれている 1 GB ボリューム homevol を 10 GB に拡張するには、次のように入
力します。
# /etc/vx/bin/vxresize -b -F vxfs -t homevolresize homevol 10g \
disk10 disk11
-b オプションを使うと、この操作がバックグラウンドで実行されるように指定されます。

この操作の進行状況は、vxtask コマンドにタスクタグ homevolresize を指定する
ことによって監視できます。

3
SFDB リポジトリの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFDB リポジトリについて

■

SFDB のランタイム管理タスク

■

HA 設定への新しいシステムの追加

■

VCS のない環境でのオフホストリポジトリへのアクセス

SFDB リポジトリについて
SFDB リポジトリには、SFDB ソフトウェアに必要なメタデータ情報を格納します。この情報
には、ユーザーデータベース、スナップショットデータベース、ストレージ設定、スケジュー
ル設定済みタスク、ストレージ統計などのデータがあります。
以前のリリースの Veritas Storage Foundation for DB2 では、リポジトリは平文ファイル
としてローカルホスト上に格納されており、リポジトリに破損やエラーが起こりやすい状態
でした。また、セカンダリホストからはリポジトリ情報にアクセスできませんでした。
このリリースの Veritas Storage Foundation for DB2 では、リポジトリはリレーショナル
データベースに格納され、軽量な組み込みリレーショナル DBMS-VxDBMS によって管
理されます。VxDBMS は、Sybase ASA（Adaptive Server Anywhere）DBMS の特別な
OEM 版で、シマンテック社から配信、サポートを行います。SFDB リポジトリデータベース
は、データベースファイル dbed_db.db とトランザクションログファイル yymmddxx.log で
構成されます。VxDBMS は、アクセス権と設定が適切なネットワーク上の任意のホストか
らのリモートクライアントによるアクセスをサポートします。
Veritas Storage Foundation for DB2 の初期インストールと設定以外で SFDB に必要
なのは、臨時の操作のみです。
SFDB リポジトリの設定について詳しくは、『Veritas Storage Foundation インストールガ
イド』を参照してください。
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SFDB のランタイム管理タスク
SFDB リポジトリに関する大部分の処理が、SFDB コードによって自動的に処理されます。
管理者が実施できるのは、SFDB バックアップ、アクティビティのリストア、リポジトリのハー
ドディスク容量使用率の監視のみとする必要があります。SFDB リポジトリに使うファイルシ
ステムやボリュームを記録するために、インストール中に設定ファイル
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が生成されます。 rc ファイルでシステムが再起
動した後は、VxDBMS サーバーが自動的に開始されます。

sfua_db_config を使った SFDB リポジトリの開始、停止、確認
SFDB リポジトリの設定に関する詳細については、『Veritas Cluster Server インストール
ガイド』を参照してください。
何らかの理由で VxDBMS の処理が実行されないか、またはその処理に問題が生じてい
る場合は、sfua_db_config コマンドを使って、その処理の開始や停止を行い、データ
ベースリポジトリとそのサーバーのステータスを確認します。

sfua_rept_adm を使った SFDB リポジトリのバックアップとリストア
SFDB リポジトリのバックアップやリストアを管理するには、sfua_rept_adm コマンドを使
います。このコマンドを実行すると、次のことが実現できます。
■

バックアップの形式（完全または増分）、バックアップの開始時間と実行頻度、バック
アップファイルの保存ディレクトリなどを指定することにより、SFDB リポジトリを自動的
にバックアップするスケジュールを作成、設定可能にします。

■

バックアップファイルからリポジトリのリストアを実行します。

■

既存のバックアップスケジュールの有効、無効を切り替えます。

■

リポジトリを含むファイルシステムにおいて空き容量が指定のしきい値に達すると、警
告メッセージを電子メールで送信するように空き容量を監視するスケジュールを作成、
設定します。

■

既存の空き容量監視スケジュールの有効、無効を切り替えます。

メモ: sfua_rept_adm コマンドを使うには、root としてログインする必要があります。
表 3-1

sfua_rept_adm コマンドオプション

オプション

説明

-h

コマンドのヘルプを表示します。
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オプション

説明

-o backup_sched

完全バックアップスケジュールまたは増分バックアップスケ
ジュールを作成します。バックアップの形式は、さらに -t オ
プションを付加します。1 回の実行につき作成できるのは、
完全または増分のいずれかのバックアップスケジュールの
みとなります。2 回目のスケジュール作成では、同じ形式で
現存するいかなるバックアップスケジュールも上書きされま
す。
バックアップスケジュールを作成すると、そのスケジュールは
自動的に有効となります。

-o backup_enable

-t オプションが指定された場合と同様に既存の完全または
増分バックアップスケジュールを再度有効にします。

-o backup_disable

-t オプションが指定された場合と同様に既存の完全または
増分バックアップスケジュールを無効にします。

-o restore

-m オプションで指定したディレクトリ内のバックアップファイ
ルから SFDB リポジトリをリストアします。

-o space_monitor

SFDB リポジトリを含むファイルシステムにおいて空き容量
が、-w オプションで指定したしきい値まで少なくなるか、ま
たはそれを下回ると、警告メッセージを電子メールで送信す
るように空き容量を監視するスケジュールを作成、設定しま
す。

-o space_monitor_enable

バックアップスケジュールがすでに 1 つでも作成されている
と、空き容量を監視するスケジュールが有効となります。

-o space_monitor_disable

バックアップスケジュールがすでに 1 つでも作成されている
と、空き容量を監視するスケジュールが無効となります。

-t full | incr

-o オプションをさらに追加することでバックアップ形式の作
成、または有効や無効を指定します。完全バックアップの場
合は full を、増分バックアップの場合は incr を指定し
ます。増分バックアップにより、SFDB リポジトリのデータベー
ストランザクションログを -m オプションで指定したディレクト
リにコピーします。完全バックアップにより、これらのトランザ
クションログファイルとデータベースファイルをコピーします。
同時に有効にできるバックアップスケジュールは 2 つまでで
す。1 つは増分バックアップで、もう 1 つは完全バックアップ
です。たとえば、同時に異なる増分バックアップスケジュー
ルを作成することはできません。
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オプション

説明

-f backup_freq

-s オプションで指定する開始時間の h（時）、d（日）、w（週）
などのようにスケジュール化されたバックアップのバックアッ
プ頻度を指定します。デフォルトでは、バックアップ頻度の
値が、1 時間単位（h）で割り出されます。

-s start_time

バックアップ処理の開始時間を、hh:mm:ss の書式で指定
します。

-m backup_dest

バックアップファイルを保存するディレクトリを指定します。

-w warn_threshold

バックアップファイルを格納するファイルシステム上の空き容
量をパーセント表記する数字として、空き容量監視スケジュー
ルに使う警告用のしきい値を指定します。空き容量のパー
センテージが、このしきい値まで降下するか、または下回る
と、この空き容量監視スケジュールの他の設定によって、警
告メッセージが電子メールで送信されます。

-e notify_email

リポジトリのファイルシステムにおいて空き容量が、-w オプ
ションで指定したしきい値を下回る場合に発行される警告
メッセージの送信先となる電子メールアドレスを指定します。

-u smtp_sender

リポジトリのファイルシステムにおいて空き容量が、-w オプ
ションで指定したしきい値を下回る場合に送られる警告メッ
セージの SMTP 送信者を指定します。

-s smtp_server

リポジトリのファイルシステムにおいて空き容量が、-w オプ
ションで指定したしきい値を下回る場合に、警告メッセージ
を送信する SMTP 電子メールサーバーを指定します。

SFDB リポジトリのバックアップスケジュールを作成するには
◆

次の sfua_rept_adm -o backup_sched コマンドを使います。
sfua_rept_adm -o backup_sched -t full|incr -f backup_freq \
-s start_time -m backup_dest

バックアップスケジュールを作成すると、そのスケジュールは自動的に有効となりま
す。バックアップスケジュールの形式は、増分（-t incr）と完全（-t full）のうちい
ずれか一方のみを作成することができます。新しいバックアップスケジュールを作成
する場合、現在有効となっているすべてのバックアップスケジュールは自動的に新
しいスケジュールと置き換えられます。現在のバックアップスケジュールは、-o
backup_disable コマンドで無効にすることができます。また、-o backup_enable
コマンドを実行すると、再度有効となります。
HA 環境では、NFS を使ってすべてのノードにバックアップ先のディレクトリをマウン
トします。
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作成したバックアップから SFDB リポジトリをリストアするには
◆

次の sfua_rept_adm -o restore コマンドを使います。
sfua_rept_adm -o restore -m backup_dest

このコマンドでは、-m backup_dest で指定したバックアップディレクトリから、完全
バックアップファイルとすべての増分バックアップファイルを使ってリポジトリをリストア
します。
リポジトリのバックアップが失敗したかどうかを判断するには
◆

次の手法のいずれかを使います。
■

バックアップをスケジュール設定した時点で受信されるエラーメッセージのシステ
ムコンソールを確認します。

■ -m backup_dest オプションで指定したバックアップディレクトリ内に適切なバッ

クアップファイルがあるかどうかを確認します。スケジュール設定するリポジトリの
バックアップ形式から、このバックアップディレクトリ内のファイルを確認します。増
分バックアップの場合は、リポジトリのトランザクションログファイル（yymmddxx.log）
のみが、そのディレクトリ内に作成されます。完全バックアップの場合は、トランザ
クションログファイルとリポジトリのデータベースファイル（dbed_db.db）の両方が
作成されます。

SFDB リポジトリの空き容量の監視
SFDB リポジトリでファイルシステムが占める容量を少なくするには、sfua_rept_adm -o
space_monitor コマンドを使って監視スケジュールを作成します。
表 3-1 は、空き容量の監視スケジュールを作成したり、そのスケジュールを有効または無
効にするオプションをはじめ、sfua_rept_adm コマンドのオプションをすべて示します。
このスケジュールでは、リポジトリのファイルシステムにおける有効な空き容量を監視しま
す。空き容量が、指定のしきい値（パーセント表記）を下回る場合は、警告メッセージが設
定されたユーザーに電子メールで送られます。
メモ: sfua_rept_adm コマンドを使うには、root としてログインする必要があります。
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リポジトリのファイルシステムにおける空き容量を監視するスケジュールを作成するには
◆

次の sfua_rept_adm -o space_monitor コマンドを使います。
sfua_rept_adm -o space_monitor -w warn_threshold -e notify_email \
-u smtp_sender -s smtp_server

空き容量の監視スケジュールを作成すると、そのスケジュールは自動的に有効とな
ります。SFDB リポジトリを含むファイルシステムの空き容量が、-w warn_threshold
で指定したしきい値を下回るときは、-e notify_email で指定した電子メールアド
レスに警告メッセージが送信されます。

HA 設定への新しいシステムの追加
新しいシステムを既存の HA 設定に追加するとき、同じリポジトリデータを共有できるよう
に、システムを既存の SFDB リポジトリにも追加する必要があります。
新しいシステムを SFDB リポジトリに追加するには

1

Veritas Storage Foundation for DB2 をインストールした後、新しいシステムをクラ
スタに追加します。
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

2

hasys コマンドを使ってシステムが動作していることを確認します。
# hasys -state

3

次のコマンドシーケンスを実行して、システムを Sfua_Base グループに追加します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify Sfua_Base SystemList -add new_syssys_id
# hares -modify sfua_ip Device new_sys_NIC -sys new_sys
# haconf -dump -makero

4

rcp、tcp、scp などのリモートファイルコピーユーティリティを使っ

て、/etc/vx/vxdbed/.odbc.ini ファイルを既存のノードから新しいシステムにコ
ピーします。
たとえば、次のように rcp を使います。
# rcp /etc/vx/vxdbed/.odbc.ini new_sys:/etc/vx/vxdbed
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VCS のない環境でのオフホストリポジトリへのアクセス
VCS のない環境でオフホストクローンデータベースを作成するとき、プライマリホストに配
置された SFDB リポジトリにセカンダリホストがアクセスできることを確認する必要がありま
す。このような共有アクセスを確実に実現するためのクラスタファイルシステムがないため、
プライマリホストの .odbc.ini ファイルをセカンダリホストにコピーすることによって、アク
セスを設定する必要があります。
VCS のない環境でオフホスト SFDB リポジトリを共有するには
◆

DSN ファイル /etc/vx/vxdbed/.odbc.ini をプライマリホスト（リポジトリが存在し、
マウントされているホスト）からセカンダリホストの対応する場所にコピーします。rcp、
tcp、scp などのリモートファイルコピーユーティリティを使って、このコピーを実行し
ます。
たとえば、次のようにプライマリホストで rcp を使います。
# rcp /etc/vx/vxdbed/.odbc.ini second_host:/etc/vx/vxdbed
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4
Veritas Quick I/O の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Quick I/O について

■

qiomkfile による Quick I/O ファイルとしてのデータベースコンテナの作成

■

setext コマンドによる Quick I/O ファイル領域の事前割り当て

■

通常の VxFS ファイルへの Quick I/O ファイルとしてのアクセス

■

DB2 コンテナの Quick I/O ファイルへの変換

■

スパースファイルについて

■

Quick I/O の状態とファイル属性の表示

■

Quick I/O ファイルの拡張

■

DB2 による表スペースの空き領域の監視と表スペースコンテナの拡張

■

データベースリストア後の Quick I/O ファイルの再作成

■

Quick I/O の無効化

Quick I/O について
Veritas Quick I/O は、Veritas Storage Foundation for DB2 に含まれる VxFS 機能で
す。この機能によって、アプリケーションは事前に割り当てられた VxFS ファイルを RAW
デバイスとして扱い、そのファイルにアクセスできます。Quick I/O 機能を使うと、ファイル
システムでデータベースを実行するうえで管理上のメリットがあります。通常発生するデー
タベース実行に関連する処理効率の低下はありません。
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Quick I/O の動作
Veritas Quick I/O では、ダイレクト I/O およびカーネル非同期 I/O がサポートされます。
これにより、データベースは、VxFS ファイルシステム上の通常のファイルを RAW キャラ
クタデバイスとしてアクセスできるようになります。
Quick I/O を使う利点は次のとおりです。
■

Quick I/O ファイルを RAW デバイスとして機能させることにより、処理効率と処理ス
ループットが向上します。

■

Quick I/O ファイルを通常のファイルとして管理できます。これにより、コンテナの割り
当て、移動、コピー、サイズ変更およびバックアップなどの管理作業を簡単に行うこと
ができるようになります。

Quick I/O によるデータベース処理効率向上の動作
通常のファイルを RAW デバイスとして扱ってアクセスする Quick I/O の機能により、次
のことが実現され、データベースの処理効率が向上します。
■

カーネルの非同期 I/O のサポート

■

ダイレクト I/O のサポート

■

データベースファイルに対するカーネル書き込みロックの回避

■

二重バッファリングの回避

カーネルの非同期 I/O のサポート
非同期 I/O は、ノンブロッキングのシステムレベルの読み取りと書き込みを実行する I/O
です。システムは、同時に複数の I/O 要求を処理できます。Solaris などのオペレーティ
ングシステムのカーネルは、RAW デバイスでの非同期 I/O をサポートしますが、通常の
ファイルでの非同期 I/O はサポートされません。そのため、データベースサーバーで非
同期 I/O を処理できる場合でも、データベースがファイルシステム上で実行される場合
は、非同期 I/O 要求を出すことができません。非同期 I/O を行うことができないと、処理
効率が大幅に低下します。Quick I/O を使うと、データベースサーバーは、Quick I/O イ
ンターフェースを通してアクセスされるファイルシステムのファイルに対して、カーネルで
サポートされた非同期 I/O を利用できます。

ダイレクト I/O のサポート
read（）および write（）システムコールを使うファイルに対する I/O は、通常、データを

2 回コピーします。1 回目はユーザーとカーネル領域の間で、2 回目はカーネル領域と
ディスクの間で実行されます。これとは異なり、RAW デバイス上の I/O は直接処理され
ます。すなわち、データをユーザー領域とディスクの間で直接コピーして、コピーの手順
を 1 つ省略します。RAW ディスク上の I/O と同様に、Quick I/O でも余分なコピーは実
行しません。
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カーネルの書き込みロックの回避
write () システムコールを使ってデータベース I/O を実行すると、システムコールごとに

カーネル内で書き込みロックが取得および解放されます。このロックによって、同一のファ
イルに対して同時に複数の書き込み操作が行えなくなります。通常、データベースシステ
ムには、ファイルに対する同時アクセスを管理する独自のロック機能が実装されているた
め、ファイルごとの書き込みロックは不要な I/O 操作です。Quick I/O は、ファイルシステ
ムのファイルごとのロックをバイパスし、データベースサーバーがデータアクセスを制御で
きるようにします。

二重バッファリングの回避
多くのデータベースサーバーは独自のバッファキャッシュを備えているため、ファイルシ
ステムのバッファキャッシュは不要です。そのため、ファイルシステムバッファにキャッシュ
されたデータベースデータが重複し、このバッファを管理するために無駄なメモリと余分
なシステム CPU が消費されます。Quick I/O は、ダイレクト I/O をサポートすることにより、
この二重バッファリングを排除します。データが RDBMS キャッシュとディスク間で直接コ
ピーされるため、CPU 使用率が軽減され、メモリが解放されます。解放されたメモリをデー
タベースサーバーのバッファキャッシュで使って、トランザクション処理のスループットをさ
らに向上できます。

Quick I/O の必要条件について
Quick I/O を使うには、次の必要条件が満たされている必要があります。
■

VxFS ファイルシステム上にファイルが事前に割り当てられている。

■

ファイルへのアクセスには、特殊なファイル命名規則を使う。

ファイルの事前割り当て
Quick I/O にデータベースファイルを事前に割り当てると、連続した領域がファイルに割
り当てられます。ファイルシステムの領域予約アルゴリズムは、連続する単一のエクステン
トをファイル全体に対する格納領域として割り当てようとします。ファイルシステム上に連
続した領域が十分になく、このような割り当てを行うことができない場合、ファイルは、ひと
まとまりの直接エクステントとして作成されます。原理的に、同じファイルにアクセスする場
合も、直接エクステントを使う方が、間接エクステントを使った場合より高速です。社内テ
ストでは、間接エクステントによるアクセスでは、OLTP のスループットにおいて処理効率
が低下しました。また、この形式の事前割り当てを行うと、ファイルシステムの断片化も回
避できます。
Quick I/O ファイルは、Quick I/O インターフェースを使った書き込み時には拡張できな
いため、事前に割り当てておく必要があります。これらのファイルの大きさは、最初の作成
時に指定した最大サイズに制限されます。
p.85 の 「Quick I/O ファイルの拡張」 を参照してください。

71

72

第 4 章 Veritas Quick I/O の使用
Quick I/O について

Quick I/O の命名規則について
VxFS では、Quick I/O ファイルを RAW キャラクタデバイスとして認識しアクセスするた
めの特別な命名規則が使われます。VxFS は、ファイル名に次の拡張子を追加した場合
に、ファイルとして認識します。
::cdev:vxfs:

拡張子 ::cdev:vxfs:（cdev はキャラクタデバイスの略語）の付いた既存の VxFS ファ
イルをアプリケーションが開くと、そのファイルは常に RAW デバイスと同様に扱われま
す。たとえば、temp01 という通常の VxFS ファイルがある場合、アプリケーションは、次の
名前で temp01 ファイルをオープンすることにより、RAW キャラクタデバイスとしてアクセ
スできるようになります。
.temp01::cdev:vxfs:

メモ: ::cdev:vxfs: 拡張子は、Quick I/O ファイルにのみ使う拡張子として予約してお
くことをお勧めします。Quick I/O を使わない場合、この拡張子を持つ通常のファイルを
作成することは技術的に可能ですが、後から Quick I/O を有効にしたときに問題が発生
することがあります。

Quick I/O の設定方法
Quick I/O は、Veritas Storage Foundation for DB2 の VxFS パッケージに含まれま
す。VxFS ファイルシステムをマウントすると、Quick I/O はデフォルトで有効になります。
カーネルで Quick I/O を使えないか、Veritas Storage Foundation for DB2 ライセンス
がインストールされていない場合、ファイルシステムはデフォルトで Quick I/O を使わな
い構成でマウントされ、Quick I/O ファイル名は通常のファイルとして扱われます。このと
き、エラーメッセージは表示されません。ただし、-oqio オプションを指定して mount コマ
ンドを使うと、次のエラーメッセージが表示され、ファイルシステムがマウントされないで終
了します。
VxFDD: このプログラムを実行するライセンスがありません
（VxFDD: You don't have a license to run this program）
vxfs マウント: Quick I/O は使えません
（vxfs mount: Quick I/O not available）

新しいデータベースを作成するか、Quick I/O を使うため既存のデータベースを変換す
るかによって、次の操作できます。
新しいデータベースを作成する場合
■ qiomkfile コマンドを使うと、データベースファイルに領域を事前に割り当て、Quick

I/O インターフェースを通したアクセスが可能な状態にすることができます。
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p.73 の 「qiomkfile による Quick I/O ファイルとしてのデータベースコンテナの作成」
を参照してください。
■ setext コマンドを使うと、データベースファイルに領域を事前に割り当て、Quick I/O

ファイルを作成できます。
p.75 の 「setext コマンドによる Quick I/O ファイル領域の事前割り当て」 を参照してく
ださい。
既存のデータベースを変換する場合
■

既存の VxFS ファイルのシンボリックリンクを作成し、これらのシンボリックリンクを使う
と、Quick I/O ファイルとしてファイルにアクセスできます。
p.76 の 「通常の VxFS ファイルへの Quick I/O ファイルとしてのアクセス」 を参照して
ください。
コマンドと qio_convertdbfiles コマンドを使うと、Quick I/O イ
ンターフェースを使うように既存の DB2 データベースファイルを変換できます。
p.78 の 「DB2 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。

■ qio_getdbfiles

qiomkfile による Quick I/O ファイルとしてのデータベー
スコンテナの作成
Quick I/O を使って、「DEVICE」タイプの DMS（Database Managed Space）コンテナを
作成できます。表スペースコンテナに領域を事前に割り当て、Quick I/O インターフェー
スを通してアクセスできるようにするには、qiomkfile を使います。qiomkfile を使うと、
一時表スペースまたは通常の表スペースに Quick I/O ファイルを作成できます。
前提条件

■

Quick I/O ファイルを作成できるのは、VxFS ファイルシステムだけです。

既存のファイルシステム上にコンテナを作成する場合、fsadm（または
同様のユーティリティ）を実行して、断片化のレポートと解消を行ってくだ
さい。
■ DB2 の Quick I/O ファイルを作成するには、作成先のディレクトリに対
する読み取り権限と書き込み権限が必要です。
■

使用上のメモ

■

qiomkfile コマンドにより、事前に割り当てられた連続領域を持つ通
常のファイルと、Quick I/O 用の名前の拡張子を指すシンボリックリンク
であるファイルの 2 つのファイルが作成されます。
■ 詳しくは qiomkfile（1M）のマニュアルページを参照してください。

-a

指定されたファイルの絶対パス名を使ってシンボリックリンクを作成します。
-a オプションは、絶対パス名が必要な場合に使います。ただし、デフォルト
では、相対パス名でシンボリックリンクが作成されます。
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DB2 表スペースのサイズ変更を可能にするため、ファイルを指定量だけ拡
張します。

-e

p.85 の 「Quick I/O ファイルの拡張」 を参照してください。
DB2 表スペースのサイズ変更を可能にするため、ファイルを指定サイズに拡
張します。

-r

p.85 の 「Quick I/O ファイルの拡張」 を参照してください。
ファイルに事前に割り当てる領域を指定します。k、K、m、M、g、G、s、また
は S 接尾辞を追加することで、バイト単位、KB 単位、MB 単位、GB 単位ま
たはセクタ（512 バイト）単位で指定できます。デフォルトでは、バイト単位が
使われます。バイト単位で値を指定する場合は、接尾辞を付加する必要は
ありません。事前に割り当てるファイルのサイズは、ファイルの合計サイズ
（ヘッダーを含む）で、ファイルシステムのブロックサイズの最も近い倍数に
丸めます。

-s

警告: 絶対パス名を使う場合には、十分な注意が必要です。シンボリックリンクを維持す
るために、データベースのバックアップとリストア時に追加手順が必要になることがありま
す。もとのパスと異なるディレクトリにファイルをリストアする場合、データベースを再起動
する前に、新しいパス名を指す絶対パス名を使うようにシンボリックリンクを変更してくださ
い。
qiomkfile を使って Quick I/O ファイルとしてコンテナを作成するには

1

qiomkfile コマンドを使って、Quick I/O 可能なファイルを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile

2

-s file_size /mount_point/filename

次の SQL 文を使うと、このファイルを使う表スペースコンテナを作成できます。
$
$
(
$

db2 connect to database
db2 create tablespace tbsname managed by database using \
DEVICE /mount_point/filename size )
db2 terminate

次は、相対パス名を使って、VxFS ファイルシステム /db01 上に dbfile という Quick I/O
可能な 100 MB のファイルを作成する例です。
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -s 100m /db01/dbfile
$ ls -al
-rw-r--r-1 db2inst1 db2iadm1 104857600 Oct 2 13:42
lrwxrwxrwx
1 db2inst1 db2iadm1
19 Oct 2 13:42
.dbfile::cdev:vxfs:

.dbfile
dbfile -> \
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この例では、qiomkfile によって /db01/.dbfile という通常のファイルが作成され、実
領域が割り当てられています。次に、qiomkfile によって /db01/dbfile というシンボ
リックリンクが作成されます。このシンボリックリンクは、/db01/.dbfile の Quick I/O イン
ターフェースへの相対リンク、すなわち .dbfile::cdev:vxfs: ファイルへの相対リンク
です。このシンボリックリンクにより、任意のデータベースまたはアプリケーションから Quick
I/O インターフェースを使って .dbfile にアクセスできるようになります。
次に、ファイルを DB2 データベース PROD に追加できます。
$
$
(
$

db2 connect to PROD
db2 create tablespace NEWTBS managed by database using \
DEVICE '/db01/dbfile' 100m )
db2 terminate

setext コマンドによる Quick I/O ファイル領域の事前割
り当て
qiomkfile コマンドの他、VxFS のsetext コマンドを使っても、データベースファイルに

領域を事前に割り当てることができます。
setext で領域を事前に割り当てる前に、次の条件が満たされていることを確認してくだ

さい。
前提条件

■

setext コマンドには、スーパーユーザー（root）権限が必要です。

使用上のメモ

■

chown コマンドを使えば、作成したファイルの所有者およびグループの
アクセス権を変更できます。
詳細については、setext（1M）のマニュアルページを参照してくださ
い。

setext を使って Quick I/O データベースファイルを作成するには

1

VxFS のマウントポイントにアクセスし、ファイルを作成します。
# cd /mount_point
# touch .filename

2

setext コマンドを使って、ファイルに領域を事前に割り当てます。
# /opt/VRTS/bin/setext -r size -f noreserve -f chgsize
.filename

\
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3

シンボリックリンクを作成して、データベースまたはアプリケーションから Quick I/O
インターフェースを通してファイルにアクセスできるようにします。
# ln -s .filename::cdev:vxfs: filename

4

ファイルの所有者およびグループのアクセス権を変更します。
# chown db2inst1:db2iadm1 .filename
# chmod 660 .filename

次は、マウントポイント /db01 にアクセスし、コンテナを作成し、領域を事前に割り当
て、アクセス権を変更する例です。
#
#
#
#

cd /db01
touch .dbfile
/opt/VRTS/bin/setext -r 100M -f noreserve -f chgsize .dbfile
ln -s .dbfile::cdev:vxfs: dbfile

# chown db2inst1:db2iadm1 .dbfile
# chmod 660 .dbfile

通常の VxFS ファイルへの Quick I/O ファイルとしてのア
クセス
::cdev:vxfs: 名前拡張子を使うと、通常の VxFS ファイルに Quick I/O ファイルとして

アクセスできます。
シンボリックリンクを使うと、容易にファイルシステムを管理でき、場所を意識しないでデー
タベースファイルにアクセスできます。ただし、データベースのバックアップやリストア時な
どに管理が必要となるファイルが 2 セットになります。
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使用上のメモ

■

通常のファイルに Quick I/O ファイルとしてアクセスするためのシンボリッ
クリンクを作成するときは、可能であれば、絶対パス名ではなく、相対パ
ス名を使ってください。相対パス名を使うと、ディレクトリをコピーした場合
に、シンボリックリンクのコピーから最初のファイルが参照されるのを避け
ることができます。これは、シンボリックリンクを保存するコマンドでバック
アップやデータベースファイルの移動を実行する場合に重要です。
ただし、絶対パス名を必要とするアプリケーションもあります。この場合、
ファイルを別のディレクトリに再配置するときは、新しい絶対パスを使うよ
うにシンボリックリンクを変更する必要があります。または、データディレク
トリとは別のディレクトリに、すべてのシンボリックリンクを格納することもで
きます。たとえば、/database というディレクトリを作成し、このディレク
トリに絶対パス名を指しているすべてのシンボリックリンクを格納できま
す。

VxFS ファイルシステム上の既存の通常ファイルに Quick I/O ファイルとしてアクセスす
るには

1

通常のファイルが保持される VxFS ファイルシステムのマウントポイントにアクセスし
ます。
$ cd /mount_point

2

シンボリックリンクを作成します。
$ mv filename .filename
$ ln -s .filename::cdev:vxfs: filename

これは、VxFS ファイル dbfile に Quick I/O ファイルとしてアクセスする例です。
$ cd /db01
$ mv dbfile .dbfile
$ ln -s .dbfile::cdev:vxfs: dbfile

これは、シンボリックリンクが作成されたことを確認する例です。
$ ls -lo .dbfile dbfile
-rw-r--r--

1 db2inst1 104890368 Oct 2 13:42

lrwxrwxrwx 1 db2inst1
.dbfile::cdev:vxfs:

19

Oct 2 13:42

.dbfile
dbfile ->

77

78

第 4 章 Veritas Quick I/O の使用
DB2 コンテナの Quick I/O ファイルへの変換

DB2 コンテナの Quick I/O ファイルへの変換
/opt/VRTSdb2ed/bin ディレクトリに存在する特殊なコマンドは、Quick I/O を使うように

既存のデータベースを変換するために使います。 qio_getdbfiles コマンドを使うと、
データベースシステムテーブルからファイル名のリストを抽出でき、さらに
qio_convertdbfiles コマンドを使うと、Quick I/O を使うようにこのリストのデータベー
スファイルを変換できます。
メモ: Storage Checkpoint は、Quick I/O に変換する前に作成することをお勧めします。
p.285 の 「db2ed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成」 を参照してください。
Quick I/O ファイルにデータベースを変換する前に、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

DB2 インスタンス所有者（一般的なユーザー ID は db2inst1）でログ
インし、qio_getdbfiles および qio_convertdbfiles コマンド
を実行します。
■ 事前に DB2 環境変数 $DB2DATABASE を定義しておく必要がありま
す。
■ Quick I/O ファイルに変換する前に、SFDB リポジトリが存在している必
要があります。リポジトリを更新または作成するには、db2ed_update
コマンドを実行します。
■ 変換するファイルは、VxFS ファイルシステム上の通常のファイルまたは
通常の VxFS ファイルを指すリンクである必要があります。
■
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使用上のメモ

■

■

■

■

■

既存のデータベースファイルが断片化されている場合は、Quick I/O ファ
イルの変換が最良の結果をもたらさないことがあります。-f オプションを
使って、断片化レベルを判断し、次のいずれかの方法を行ってください。
断片化が進行し、Quick I/O が使う連続したエクステントを十分に確保
できないファイルは除外します。または、qio_convertdbfiles コマ
ンドでファイルを変換しないで、qiomkfile コマンドを使って新しいファ
イルを作成します。
新しいファイルを作成すると、このファイルは連続したファイルになりま
す。次に、DB2 データベースのエクスポート/インポート機能 db2move
または restore redirect を使って、古いファイルのデータを新しい
ファイルに移動し、新しいファイルをデータベースに定義する必要があり
ます。
デフォルトでは qio_getdbfiles は、タイプが SMS（System Managed
Space）のすべての表スペースをスキップします。スキップする理由は、
これらの表スペースがディレクトリ形式に基づいており、変換に適さない
ためです。
qio_getdbfiles コマンドを実行すると、データベースファイルのリス
トを取得して、現在のディレクトリの mkqio.dat という名前のファイルに
保存します。
Quick I/O ファイルに変換する DB2 インスタンスファイルの名前が含ま
れる mkqio.dat ファイルは、qio_getdbfiles コマンドを使わない
で、手動で作成することもできます。
qio_convertdbfiles コマンドは、指定されたデータベースファイル
が VxFS ファイルシステム上に存在しない場合、終了し、エラーメッセー
ジを出力します。この場合、qio_convertdbfiles コマンドを実行す
る前に、mkqio.dat ファイルから VxFS ファイルシステム上に存在しな
いファイルを削除する必要があります。

qio_getdbfiles コマンドでは、次のオプションが使えます。
-T

データベースのタイプを db2 として指定します。このオプションは、データ
ベースのタイプが不明確な環境でのみ指定してください（たとえば、サーバー
上に、$ORACLE_SID、SYBASE、DSQUERY、$DB2INSTANCE など複数の
タイプのデータベース環境変数が存在する場合）。

qio_convertdbfiles コマンドでは、次のオプションが使えます。
-a

絶対パス名を使って、通常のファイルを Quick I/O ファイルに変更します。
このオプションは、シンボリックリンクが絶対パス名を指す必要がある場合（た
とえば、SAP を使うサイト）に使います。
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-f

mkqio.dat ファイルに含まれるデータベースファイルの現在の断片化レベ
ルを報告します。断片化レベルは、断片化していません（not fragmented）、
わずかに断片化しています（slightly fragmented）、断片化しています
（fragmented）、極度に断片化しています（highly fragmented）のいずれ
かで報告されます。

-h

ヘルプメッセージを表示します。

-T

データベースのタイプを db2 として指定します。このオプションは、データ
ベースのタイプが不明確な環境でのみ指定してください（たとえば、サーバー
上に、 $ORACLE_SID、SYBASE、DSQUERY、$DB2INSTANCE など複数
のタイプのデータベース環境変数が存在する場合）。

-u

Quick I/O ファイルを通常のファイルに戻します。このオプションは、前に実
行した qio_convertdbfiles スクリプトによる変更を元に戻すときに使
います。
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変換する DB2 コンテナのリストを抽出するには
◆

データベースインスタンスの実行中に、書き込み権限のあるディレクトリから
qio_getdbfiles コマンドを実行します。
$ cd /extract_directory
$ export DB2DATABASE=database_name
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_getdbfiles
qio_getdbfiles コマンドにより、データベースシステムテーブルからファイル名の

一覧が抽出され、そのファイル名とサイズ（バイト）が mkqio.dat というファイルに格
納されます。
メモ: または、Quick I/O を使うために変換する DB2 データベースコンテナ名を含む
mkqio.dat ファイルを手動で作成することもできます。また、qio_getdbfiles で作
成した mkqio.dat ファイルを手動で編集したり、Quick I/O ファイルに変換しない
ファイルを削除することもできます。

メモ: qio_getdbfiles コマンドを実行するには、データベースへのアクセス権と
/extract_directory への書き込み権限が必要です。
mkqio.dat リストファイルは、次のような形式になります。
file1
file2
file3
file4
file5

-->
-->
-->
-->
-->

.file1::cdev:vxfs:
.file2::cdev:vxfs:
.file3::cdev:vxfs:
.file4::cdev:vxfs:
.file5::cdev:vxfs:
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DB2 データベースファイルを Quick I/O ファイルに変換するには

1

インスタンスを停止するか、ユーザー接続を無効にすることで、データベースを停止
します。
警告: データベースの実行中に qio_convertdbfiles コマンドを実行すると、デー
タの消失や破壊など、重大な問題が発生する可能性があります。

2

mkqio.dat ファイルを含むディレクトリで qio_convertdbfiles コマンドを実行し

ます。
$ cd /extract_directory
$ export DB2DATABASE=database_name
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_convertdbfiles

次のような、mkqio.dat ファイル内のファイルリストが表示されます。次に例を示しま
す。
file1
file2
file3
file4
file5

-->
-->
-->
-->
-->

.file1::cdev:vxfs:
.file2::cdev:vxfs:
.file3::cdev:vxfs:
.file4::cdev:vxfs:
.file5::cdev:vxfs:

qio_convertdbfiles コマンドの実行（オプションの指定なし）により、ファイル名が
filename から .filename に変更され、Quick I/O 固有の拡張子を持つ .filename

へのシンボリックリンクが作成されます。デフォルトでは、シンボリックリンクでは相対
パス名が使われます。
qio_convertdbfiles スクリプトは、指定されたデータベースファイルが VxFS ファ

イルシステム上に存在しない場合、終了し、エラーメッセージを出力します。この場
合、qio_convertdbfiles コマンドを再度実行する前に、mkqio.dat ファイルから
VxFS ファイルシステム上に存在しないすべてのファイルを削除する必要がありま
す。

3

データベースを再起動します。
これで、これらのデータベースファイルには Quick I/O インターフェースを使ってア
クセスできます。
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以前に実行した qio_convertdbfiles を取り消して、Quick I/O ファイルを通常のファイル
に戻すには、次のコマンドを実行します。

1

データベースが実行中の場合、インスタンスを停止するか、ユーザー接続を無効に
することで、データベースを停止します。

2

mkqio.dat ファイルを含むディレクトリで次のコマンドを実行します。
$ cd /extract_directory
$ export DB2DATABASE=database_name
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_convertdbfiles -u

次のような、mkqio.dat ファイル内の Quick I/O ファイルのリストが表示されます。
次に例を示します。
.file1::cdev:vxfs:
.file2::cdev:vxfs:
.file3::cdev:vxfs:
.file4::cdev:vxfs:
.file5::cdev:vxfs:

-->
-->
-->
-->
-->

file1
file2
file3
file4
file5

変換を元に戻すオプション（-u）が指定された qio_convertdbfiles コマンドを使
うと、ファイルの名前は <.filename> から <filename> に変更され、Quick I/O ファ
イルとともに作成された .filename へのシンボリックリンクは元に戻されます。

スパースファイルについて
スパースファイルをサポートすると、アプリケーションが格納した情報（i ノード内部）から、
ゼロだけが保持されるデータブロックを特定できるようになります。これにより、ゼロ以外の
データが保持されるブロックだけをディスク上に割り当てることができます。
たとえば、10 KB のファイルでは、一般に、ディスク上のブロックに 10 KB すべてが展開
されます。ここでたとえば、最初の 9 K を常にゼロにしたいとします。アプリケーションは、
オフセット 9 KB の位置から 1 KB 分のデータを書き込むことができます。割り当てられる
ブロックは書き込まれた 1 KB 分だけですが、ファイルのサイズは 10 KB のままです。
今、このファイルはスパースファイルになっています。このファイルのオフセット 0 から 9
KB まではホールになります。アプリケーションがこの範囲にあるデータを読み取ると、ゼ
ロの文字列が取得されます。
その後、アプリケーションが 1 KB のブロックをオフセット 4 KB から書き込もうとすると、ファ
イルシステムは別のブロックを割り当てます。
これにより、ファイルは次のようになります。
■

0 - 4 KB - ホール
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■

4 - 5 KB - データブロック

■

5 - 9 KB - ホール

■

9 - 10 KB - データブロック

そのため、ゼロだけを含むブロックの数が十分に多ければ、1 TB のファイルシステムで最
大 2 TB 分のファイルを格納できます。Quick I/O ファイルはスパースにできません。指定
されたすべてのブロックが必ず割り当てられます。

Quick I/O の状態とファイル属性の表示
ls コマンドの様々なオプションを使うと、Quick I/O のステータスとファイル属性に関する

情報を取得し、表示できます。
-al

Quick I/O ファイルおよびそのリンクを含むファイルシステム上のすべての
ファイルのリストを表示します。

-1L

Quick I/O が正常にインストールされ、有効にされているかどうかを表示しま
す。

-a1L

Quick I/O ファイル名が RAW デバイスでどのように名前解決されているか
を表示します。

Quick I/O ファイルとそのリンクを含む現在のファイルシステム上のすべてのファイルの
リストを表示するには
◆

ファイル名を指定して、ls -al コマンドを使います。
$ ls -al filename .filename

次の例で、-a オプションを使って、qiomkfile で作成された絶対パス名を表示す
る方法を示します。
$ ls -al d* .d*
-rw-r--r--

1 db2inst1 db2iadm1 104890368

lrwxrwxrwx 1 db2inst1 db2iadm1
.dbfile::cdev:vxfs:

19

Oct 2 13:42
Oct 2 13:42

.dbfile
dbfile ->
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解決された Quick I/O ファイルを表示するには
◆

次のように、ファイル名を指定して ls コマンドを使います。
$ ls -alL filename .filename

次の例で、Quick I/O ファイル名 dbfile を RAW デバイスの名前で解決する方法
を示します。
$ ls -alL d* .d*
crw-r--r--

1 db2inst1 db2iadm1 45,

1

-rw-r--r--

1 db2inst1 db2iadm1 104890368

Oct 2 13:42

dbfile

Oct 2 13:42

.dbfile

Quick I/O ファイルの拡張
Quick I/O ファイルは事前に割り当てられている必要がありますが、そのサイズは事前に
割り当てられたサイズに制限されません。Quick I/O ファイルは、qiomkfile コマンドの
オプションを使うと、指定量だけまたは指定サイズに拡張できます。Quick I/O ファイルの
拡張は、オンライン操作で迅速に行うことができ、RAW デバイスを使うよりはるかに有利
です。
Quick I/O ファイルを拡張する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

使用上のメモ

■

Quick I/O ファイルを拡張するには、ファイルシステム上に十分な容量
が必要です。

fsadm コマンドを使うと、オンラインで VxFS ファイルシステムを拡張で
きます（下位のディスクまたはボリュームが拡張可能な場合）。vxresize
コマンドを使えば、下位のボリュームやファイルシステムを拡張できます。
■ fsadm コマンドを使って VxFS ファイルシステムのサイズを変更するに
は、スーパーユーザー（root）権限が必要です。
■

詳細については、fsadm_vxfs（1M）および qiomkfile（1M）のマ
ニュアルページを参照してください。

qiomkfile コマンドには次のオプションがあります。
-e

DB2 コンテナのサイズ変更を可能にするため、ファイルを指定量だけ拡張
します。

-r

DB2 コンテナのサイズ変更を可能にするため、ファイルを指定サイズに拡張
します。
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Quick I/O ファイルを拡張するには

1

必要に応じて、下位のストレージデバイス上に、大容量の VxFS ファイルシステムを
格納できる十分な容量があることを確認し（詳細については、vxassist（1M）のマ
ニュアルページを参照）、fsadm コマンドを使って VxFS ファイルシステムのサイズを
変更します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -b <newsize> /mount_point

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ -b

2

は、サイズ変更するためのオプションです。

■

<newsize> は、バイト、KB、MB、ブロックまたはセクタ数で指定したファイルシス
テムの新しいサイズです。

■

<mount_point> は、ファイルシステムのマウントポイントです。

qiomkfile コマンドを使って、Quick I/O ファイルを拡張します。
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -e extend_amount /mount_point/filename

または
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -r newsize /mount_point/filename

次の例で、VxFS ファイルシステム /db01 を 500 MB に拡張する方法と、
tbs1_cont001 Quick I/O ファイルを 20 MB だけ拡張する方法を示します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -b 500M /db01
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -e 20M /db01/tbs1_cont001

次の例で、VxFS ファイルシステム /db01 を 500 MB に拡張する方法と、
tbs1_cont001 Quick I/O ファイルを 300 MB にサイズ変更する方法を示します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -b 500M /db01
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -r 300M /db01/tbs1_cont001

DB2 による表スペースの空き領域の監視と表スペース
コンテナの拡張
DB2 は、拡張された DMS ファイルを自動的に利用することはありません。表スペースを
拡張する場合、多くの DB2 コマンドを実行する必要があります。RAW デバイスとは異な
り、データベース管理者は、 Quick I/O ファイルを簡単にオンラインで拡張できます。こ
の方法では、データベース管理者は DB2 表スペース内の使用可能な空き領域を監視
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し、必要に応じて（一般に、ファイルの使用率が約 80 % から 90 % になった場合）
qiomkfile コマンドによってオンラインで Quick I/O ファイルを拡張できます。この方法
では、Quick I/O ファイル用に未使用のディスク容量を確保する必要がありません。ファ
イルシステム上の空き領域は、他のアプリケーションで使えます。
表スペースを拡張する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

DB2 インスタンス所有者としてログオンします。

使用上のメモ

■

Quick I/O ファイル内の使用可能な空き領域を監視し、必要に応じて
qiomkfile コマンドでファイルを拡張します。

fsadm コマンドを使うと、データベース管理者は下位の VxFS ファイル
システムをオンラインで拡張できます（さらに下位のディスクまたはボリュー
ムが拡張可能な場合）。 詳細については、fsadm（1M）のマニュアル
ページを参照してください。
■ DB2 表スペースが不足した場合は、すべてのコンテナを同一量だけ拡
張することをお勧めします。コンテナを表スペースに追加することは可能
です。ただし、これにより、DB2 はデータの再レイアウトを実行して、表ス
ペース内で利用可能なすべてのコンテナ間に領域の使用率を分散させ
ます。
また、ALTER TABLESPACE コマンドについては、『Managing Storage
and the DB2 SQL Reference Guide』の「DB2 管理ガイド」セクションも
参照してください。
■

DB2 表スペース内の使用可能な空き領域を監視するには
◆

次の DB2 コマンドを使います。
$ db2 connect to database
$ db2 list tablespaces show detail
$ db2 terminate

qiomkfile を使って Quick I/O ファイルを拡張するには
◆

qiomkfile コマンドを使って、Quick I/O ファイル を拡張します（コンテナ内の空き

ブロックの割合が低い場合）。
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -e extend_amount filename
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DB2 表スペースを固定量だけ拡張するには
◆

次の DB2 コマンドを使います。
$ db2 connect to database
$ db2 alter tablespace tablespace-name extend (ALL amount)
$ db2 terminate

この例では、データベース PROD 内の表スペースの空き領域を監視する方法を示し
ます。
$ db2 connect to PROD
$ db2 list tablespaces show detail
$ db2 terminate

この例では、qiomkfile コマンドを使って、表スペース EMP が所有する 3 つの DB2
コンテナを 500MB だけ拡張する方法を示します。
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -e 500M tbsEMP_cont001
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -e 500M tbsEMP_cont002
$ /opt/VRTS/bin/qiomkfile -e 500M tbsEMP_cont003

この例では、表スペース EMP 内のすべてのコンテナが 500 MB だけ拡張されたこと
を DB2 に通知する方法を示します。
$ db2 connect to PROD
$ db2 alter tablespace EMP extend (ALL 500M)
$ db2 terminate

この例では、データベース PROD 内の表スペース EMP に新しく割り当てられた領域
を確認する方法を示します。
$ db2 connect to PROD
$ db2 list tablespaces show detail
$ db2 terminate
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データベースリストア後の Quick I/O ファイルの再作成
Quick I/O を使っており、データベースのリストアが必要になった場合は、qio_recreate
コマンドを使うと、データベースの完全なリカバリを実行した後で Quick I/O ファイルを自
動的に再作成できます。qio_recreate コマンドは、mkqio.dat ファイルを使います。こ
のファイルには、データベースによって使われる Quick I/O ファイルとファイルサイズのリ
ストが含まれています。
データベースのリカバリの詳細については、ご使用のデータベースソフトウェアに付属す
るマニュアルを参照してください。
qio_recreate コマンドを使って Quick I/O を再作成する前に、次の条件が満たされて

いることを確認してください。
前提条件

Quick I/O ファイルの再作成を試みる前にデータベースをリカバリしま
す。
■ DB2 インスタンスの所有者（一般的なユーザー ID は db2inst1）でログ
インし、qio_recreate コマンドを実行します。
■

qio_recreate コマンドを実行するディレクトリに既存の mkqio.dat
ファイルが存在する必要があります。
■ DB2DATABASE 環境変数を設定する必要があります。
p.78 の 「DB2 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。
■

使用上のメモ

qio_recreate コマンドは、従来の Quick I/O ファイルだけをサポー
トします。
■ 詳細については、qio_recreate（1M）のマニュアルページを参照し
てください。
■

データベースのリカバリ後に Quick I/O ファイルを再作成するには
◆

次のように、qio_recreate コマンドを使います。
# /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_recreate

コマンドが成功した場合は、何も出力されません。
qio_recreate コマンドを実行すると、次の処理が行われます。

状態...

処理内容...

Quick I/O ファイルが存在しない

Quick I/O ファイルが再作成されます。

通常の VxFS ファイルから Quick I/O ファイルへ シンボリックリンクが再作成されます。
のシンボリックリンクが見つからない
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状態...

処理内容...

シンボリックリンクとそれに関連する Quick I/O
ファイルが存在しない

シンボリックリンクと Quick I/O ファイルがともに
再作成されます。

Quick I/O ファイルが存在せず、それとシンボリッ Quick I/O ファイルが再作成されず、警告メッ
クリンクでリンクされている通常の VxFS ファイル セージが表示されます。
がもとの VxFS ファイルではない
Quick I/O ファイルのサイズが mkqio.dat ファ Quick I/O ファイルが再作成されず、警告メッ
セージが表示されます。
イルにリストされているサイズより小さい

Quick I/O の無効化
Quick I/O 機能を無効にする必要がある場合は、最初にすべての Quick I/O ファイルを
通常の VxFS ファイルに戻す必要があります。次に、特別なマウントオプションを使って、
VxFS ファイルシステムを再マウントします。
Quick I/O を無効にする前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

再マウントするファイルシステムは、/etc/filesystems ファイルに入力
しておく必要があります。
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Quick I/O を無効にするには

1

データベースが実行中の場合、インスタンスを停止するか、ユーザー接続を無効に
することで、データベースを停止します。

2

Quick I/O ファイルを通常の VxFS ファイルに戻すには、mkqio.dat リストを含む
ディレクトリで、次のコマンドを実行します。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_convertdbfiles -u

次のような、mkqio.dat ファイル内の Quick I/O ファイルのリストが表示されます。
次に例を示します。
.file1::cdev:vxfs:
.file2::cdev:vxfs:
.file3::cdev:vxfs:
.file4::cdev:vxfs:
.file5::cdev:vxfs:

-->
-->
-->
-->
-->

file1
file2
file3
file4
file5

qio_convertdbfiles コマンドに、変換をもとに戻すオプション（-u）を指定すると、

ファイルの名前は .filename から filename に変更され、Quick I/O ファイルとともに
作成された .filename へのシンボリックリンクは削除されます。

3

Quick I/O を無効にしてファイルシステムを再マウントするには、次のように、mount
-o noqio コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/mount -F vxfs -o remount,noqio /mount_point
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5
Veritas Cached Quick I/O の
使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Cached Quick I/O について

■

ファイルシステム上での Cached Quick I/O の有効化

■

Cached Quick I/O 対象ファイルの判断

■

個々のファイルに対する Cached Quick I/O の有効化と無効化

Cached Quick I/O について
Veritas Cached Quick I/O を使うと、大容量の未使用システムメモリを選択的なバッファ
リング機構で効率よく利用することによって、Veritas Quick I/O が持つデータベース処
理効率のメリットを維持および拡張できます。Cached Quick I/O では、ファイルシステム
の先読みなど、バッファリング動作をサポートする機能もサポートされています。

Cached Quick I/O の動作
Cached Quick I/O は、DB2 表スペースデータのキャッシングに利用でき、動的なメモリ
割り当て変更に適した特殊な外部キャッシング機構です。Cached Quick I/O は、DB2
バッファプール予約が不十分なために物理ディスク I/O が不適切な量となっているコン
テナに対して、選択的に適用できます。Cached Quick I/O は、オペレーティングシステ
ムの必要とするメモリが確保され、DB2 バッファプールが通常動作の可能な容量にサイ
ジングされた後、残っている利用可能な物理メモリを利用する機能です。この有効利用さ
れるメモリは、ファイルデータを格納するためのキャッシュの代わりとなり、バッファプール
を補助する 2 次レベルキャッシュとして効果的に機能します。
たとえば、システムが 12 GB の物理メモリで設定されており、オペレーティングシステムが
1 GB を使い、DB2 バッファプール合計サイズが 3.5 GB である場合を考えてみます。シ
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ステム上で他のアプリケーションを動作させない場合、メモリの残り 7.5 GB は未使用で
す。Cached Quick I/O を有効にすると、この残りの 7.5 GB がデータベースファイルの
キャッシュとして利用可能になります。
メモ: 利用可能なメモリの中から特定の量だけを Cached Quick I/O に割り当てることは
できません。有効に設定された Cached Quick I/O は、利用可能なメモリを使います。
ただし、Cached Quick I/O はデータベース内のすべてのコンテナに対して効果を発揮
するわけではありません。すべてのデータベースコンテナのキャッシングをオンにすると、
追加メモリ管理のオーバーヘッド（二重バッファコピー）によって処理効率が低下する場
合があります。ファイル I/O 統計を使って、キャッシングによる個々のデータベースコンテ
ナの有効性を判別してから、個々のコンテナに対して Cached Quick I/O を有効または
無効に設定する必要があります。
データベースに負荷を与えるアプリケーションと、その負荷が 1 日の全時間帯でどのよう
に変わるかについて理解すると、Cached Quick I/O を使って最大限の処理効率を得る
ことができます。1 日の様々な時間帯でコンテナごとに Cached Quick I/O を有効または
無効に設定することにより、Cached Quick I/O を使って動的にデータベースの処理効率
をチューニングできます。
たとえば、履歴データを格納するファイルは、一般に、トランザクション処理環境では通常
の業務時間帯に使われません。この履歴データを利用するレポートは、通常、対話型の
データベースが最も使われない、オフピーク時間帯に実行されます。通常の業務時間帯
では、その他のユーザーアプリケーションが利用可能なメモリを最大限に使うため、履歴
データを格納するデータベースファイルに対して Cached Quick I/O を無効に設定しま
す。また、オフピーク時間帯では、レポート作成に使われる同じデータベースファイルに
対して Cached Quick I/O を有効に設定します。これで、データベース設定パラメータを
変更しないで、追加メモリリソースをデータベースサーバーに提供できます。このように
ファイルシステムの先読みを有効に設定し、読み取りデータをバッファリングすることによ
り、大容量の順次スキャンにおいて、特に大きな処理効率上の効果が得られる場合があ
ります。
スクリプトを使うことによって、コンテナごとの Cached Quick I/O の有効および無効化を
自動的に設定できます。また、レポートを作成する同じジョブでも、ファイルシステムの動
作をチューニングしたり、システムリソースを最大限に利用できます。異なるジョブに対し
て別のコンテナセットを指定して、ファイルシステムおよびデータベースの処理効率を最
大限に引き出すことができます。
メモ: Cached Quick I/O 設定を変更した場合は、データベースレベルを変更する必要は
ありません。したがって、既存データベースのグローバルメモリや バッファプールの設定
の変更とは異なり、Cached Quick I/O では、データベースを再起動して変更を反映する
必要はありません。
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Cached Quick I/O によるデータベース処理効率向上の動作
適切な Quick I/O ファイルに対して Cached Quick I/O を有効に設定すると、データの
格納にファイルシステムのバッファキャッシュが使われ、データベースの処理効率が向上
します。このデータストレージは、情報の検索時にシステムバッファキャッシュにアクセス
し、ディスク I/O を回避することにより、システムの読み取り速度を向上させます。
データをキャッシュレベルで保持していると、次のようにデータベース処理効率が向上し
ます。
■

読み取り操作の場合、Cached Quick I/O にはシステムバッファキャッシュ内のデータ
ベースブロックがキャッシングされます。これにより、物理 I/O 操作数が低減できるた
め、読み取りの処理効率が向上します。

■

書き込み操作の場合、Cached Quick I/O は、「直接書き込みおよび遅延コピー技
術」を使って、データのバッファキャッシュコピーを更新しています。ダイレクト I/O が
スケジュールしてから I/O の完了を待機している間に、書き込まれる変更データが反
映されるようにファイルシステムがバッファを更新します。オンライントランザクション処
理の場合、Cached Quick I/O は、大容量の物理メモリを搭載した大規模プラットフォー
ム上での RAW デバイスよりも、データベースのスループットにおいて優れた処理効
率を実現します。

■

順次テーブルスキャンの場合、Cached Quick I/O は、Veritas File System で使わ
れる先読みアルゴリズムにより、クエリー応答時間を大幅に短縮できます。ユーザー
がファイル内の同じ領域を読み取る場合、データがキャッシュ内に残っていると、シス
テムはディスク上のデータのスキャンを行わないで、キャッシュ内でヒットしたデータを
ただちに返すことができます。

Cached Quick I/O の設定方法
Cached Quick I/O を設定して使うには、次の処理を次の順番どおりに行う必要がありま
す。
■

データベースに使われる下位のファイルシステム上で Cached Quick I/O を有効に
設定します。

■

ファイル I/O 統計を作成するために、システムを本番環境で稼動させます。

■

ファイルを使用中の環境で、ファイル I/O 統計情報を取得します。

■

Cached Quick I/O による効果が得られるファイルを判断するために、ファイル I/O 統
計を分析します。

■

キャッシングによる効果がないファイルの Cached Quick I/O を無効にします。
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ファイルシステム上での Cached Quick I/O の有効化
Cached Quick I/O では、正しく機能するため、下位のシステム拡張機能として稼動して
いる Veritas Quick I/O に依存しています。次の手順に従い、Cached Quick I/O を有
効に適用できるように、必ず正しいセットアップを行ってください。
前提条件

■

vxtunefs コマンドを使って、Cached Quick I/O を有効または無効に
するには、ファイルシステムの動作を変更する権限が必要です。デフォ
ルトでは、vxtunefs コマンドを実行するにはスーパーユーザー（root）
権限が必要ですが、それ以外のシステムユーザーには必要ありません。
スーパーユーザー（root）は、次のようにして、データベース管理者に
このコマンドの使用許可を与える必要があります。
# chown root:db2iadm1 /opt/VRTS/bin/vxtunefs
# chmod 4550 /opt/VRTS/bin/vxtunefs

ここでは、db2iadm1 グループに属するユーザーに vxtunefs コマン
ドの実行許可が与えられています。強力なコマンドへのアクセス権を与
える際は、さらに厳密にユーザーを選択する安全性のより高い方法を採
用することをお勧めします。
■ ファイルシステム上で Quick I/O を有効に設定する必要があります。
Quick I/O は、ファイルシステムのマウント時に自動的に有効に設定され
ます。
システム上で Quick I/O が正しく有効に設定されている場合、次のように
Cached Quick I/O を有効に設定できます。
ファイルシステムに Cached Quick I/O フラグを設定し、ファイルシステ
ム内のすべてのファイルに対して Cached Quick I/O を有効に設定しま
す。
■ ファイルシステムに Cached Quick I/O フラグを設定することにより、ファ
イルシステム内のすべてのファイルに対するキャッシングが有効に設定
されます。不要なメモリの消費を回避するため、キャッシングが効果的で
ない個々の Quick I/O ファイルに対して Cached Quick I/O を無効に設
定する必要があります。この最後のタスクは、有効化プロセスの最後に
発生します。
■

qio_cache_enable フラグの有効化および無効化
スーパーユーザー（root）として、ファイルシステムのマウント後に vxtunefs コマンドを
使って、qio_cache_enable フラグを設定します。
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ファイルシステムの qio_cache_enable フラグを有効にするには
◆

次のように、vxtunefs コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs -s -o qio_cache_enable=1 /mount_point

次に例を示します。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs -s -o qio_cache_enable=1 /db02
/db02 は、Quick I/O ファイルが格納されている VxFS ファイルシステムであり、
qio_cache_enable フラグを 1 に設定することにより、Cached Quick I/O が有効に

なります。このコマンドを使うと、このファイルシステム上のすべての Quick I/O ファイ
ルのキャッシュが有効になります。
ファイルシステムの qio_cache_enable フラグを無効するには
◆

次のように、vxtunefs コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs -s -o qio_cache_enable=0 /mount_point

次に例を示します。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs -s -o qio_cache_enable=0 /db02
/db02 は、Quick I/O ファイルが格納されている VxFS ファイルシステムであり、
qio_cache_enable フラグを 0 に設定することにより、Cached Quick I/O が無効に

なります。このコマンドを使うと、このファイルシステム上のすべての Quick I/O ファイ
ルのキャッシュが無効になります。

Cached Quick I/O 設定の永続化
/etc/vx/tunefstab ファイルにファイルシステムエントリを追加することにより、再ブート

およびマウント後も、Cached Quick I/O システム設定を残すことができます。
メモ: tunefstab ファイルは、ユーザーによって作成されたファイルです。ファイルの作成
およびチューニングパラメータの追加の詳細については、tunefstab（4）のマニュアル
ページを参照してください。
ファイルシステムの Cached Quick I/O を永続的に有効にするには
◆

ファイルシステムを /etc/vx/tunefstab ファイルに格納し、フラグエントリを設定し
ます。
/dev/vx/dsk/dgname/volname qio_cache_enable=1

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
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■ /dev/vx/dsk/dgname/volname は、ブロックデバイスの名前です。
■ dgname

は、ディスクグループの名前です。

■ volname

は、ボリュームの名前です。

次に例を示します。
/dev/vx/dsk/PRODdg/db01 qio_cache_enable=1
/dev/vx/dsk/PRODdg/db02 qio_cache_enable=1
/dev/vx/dsk/PRODdg/db01 は、ファイルシステムが常駐しているブロックデバイス

です。
tunefstab（4）のマニュアルページに、チューニングパラメータの追加方法が説明

されています。
tunefstab（4）マニュアルページを参照してください。

メモ: vxtunefs では、マウントポイントまたはブロックデバイスを指定します。
tunefstab では、必ずブロックデバイスを指定します。

vxtunefs によるチューニング情報の取得
vxtunefs コマンドを使って、各ファイルシステムに対する qio_cache_enable フラグの

設定を確認します。
qio_cache_enable フラグ設定に関する情報を取得するには
◆

grep コマンドと vxtunefs を組み合わせて使います。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs /mount_point | grep qio_cache_enable

次に例を示します。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs /db01 | grep qio_cache_enable
/db01 は、ファイルシステムの名前です。このコマンドにより、次のように
qio_cache_enable 設定だけが表示されます。
qio_cache_enable = 0

また、vxtunefs コマンドを使って、I/O 特性やチューニング統計の詳細リストを取得
することもできます。
vxtunefs（1）マニュアルページを参照してください。
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すべての vxtunefs システムパラメータの情報を取得するには
◆

grep コマンドを使わず、vxtunefs コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs /mount_point

次に例を示します。
# /opt/VRTS/bin/vxtunefs /db01
vxtunefs コマンドにより、次のような出力が表示されます。
/db01 のファイルシステム I/O パラメータ
（Filesystem i/o parameters for /db01）
read_pref_io = 65536
read_nstream = 1
read_unit_io = 65536
write_pref_io = 65536
write_nstream = 1
write_unit_io = 65536
pref_strength = 10
buf_breakup_size = 1048576
discovered_direct_iosz = 262144
max_direct_iosz = 1048576
default_indir_size = 8192
qio_cache_enable = 1
write_throttle = 0
max_diskq = 1048576
initial_extent_size = 8
max_seqio_extent_size = 2048
max_buf_data_size = 8192
hsm_write_prealloc = 0
read_ahead = 1
inode_aging_size = 0
inode_aging_count = 0
fcl_maxalloc = 130150400
fcl_keeptime = 0
fcl_winterval = 3600
vxtunefs（1）マニュアルページに、vxtunefs パラメータの詳細とチューニング手順が

説明されています。
vxtunefs（1）マニュアルページを参照してください。
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Cached Quick I/O 対象ファイルの判断
Cached Quick I/O による効果を得ることができるファイルを判断する方法はアプリケー
ションによって異なるため、アプリケーション別に評価する必要があります。したがって、
Cached Quick I/O を使うのに適したファイルの候補を決定するために、次の手順を 2 回
以上実行する必要がある場合もあります。
Quick I/O に適したファイルの候補を判断する前に、次の条件が満たされていることを確
認してください。
前提条件

■

ファイルシステムで Cached Quick I/O を有効にする必要があります。
p.96 の 「ファイルシステム上での Cached Quick I/O の有効化」 を参照し
てください。

使用上のメモ

■

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

I/O 統計情報の収集
ファイルシステムで Cached Quick I/O を有効にしたら、統計情報を収集し、Cached
Quick I/O のメリットを最大限に利用できるファイルを判断して指定する必要があります。
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ファイルに Cached Quick I/O のメリットがあるかどうかの判別に必要な統計情報を収集
するには
次のコマンドを入力することにより、qiostat カウンタをリセットします。

1

$ /opt/VRTS/bin/qiostat -r /mount_point/filenames

2

通常の負荷のもとでデータベースを 1 回の完全なサイクル（多くの場合、24 時間か
ら 48 時間）にわたって実行し、1 日の中の時間帯ごとに異なる用途（OLTP、レポー
ト、バックアップなど）におけるシステム I/O のパターンとデータベーストラフィックを
採集します。

3

データベースの実行中に qiostat -l を実行して、次のようにキャッシング統計を
取得します。
$ /opt/VRTS/bin/qiostat -l /mount_point/filenames

または、-i オプションを使って、統計情報を指定間隔で取得します。
$ /opt/VRTS/bin/qiostat -i n /mount_point/filenames

ここで、n は秒単位です。
次に例を示します。
ファイルシステム /db01 上のすべてのデータベースコンテナから I/O 統計情報を取
得するには、次のコマンドを入力します。
$ /opt/VRTS/bin/qiostat -l /db01/*

I/O 統計について
qiostat コマンドの出力は、特定のファイル上で Cached Quick I/O を有効または無効

にするかを決定する際に使う主要な情報源です。統計情報は、オブジェクトごとに 2 行
ずつ出力されます。
情報の 2 行目は次のように定義されています。
は、VxFS キャッシュからの読み取り回数（または、キャッシュアドバイザリが有
効になっている Quick I/O ファイルの読み取り総数）です。

■ CREAD

■ PREAD は、キャッシュアドバイザリが有効になっている Quick I/O ファイルの読み取り

回数です。
■ HIT RATIO は割合（%）で表示され、CREAD の数から PREAD の数を引いて 100 を掛

け、さらに CREAD の総数で割った値です。数式は次のようになります。
(CREADs - PREADs) * 100/ CREADs
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qiostat -l コマンドにより、次のような出力が表示されます。
/db01/tbs1_cont001
6
6
0.0

6

1

21

4

10.0

0.0

/db01/tbs2_cont001 62552 38498 250213 153992
62567 49060
21.6

21.9

0.4

/db01/tbs2_cont002 62552 38498 250213 153992
62567 49060
21.6

21.9

0.4

出力を分析して、キャッシュのヒット率が一定のしきい値を超える条件を検出します。特定
のアプリケーションのファイルでキャッシュのヒット率が 20 % を超える場合は、そのファイ
ルに対して Cached Quick I/O を使うことが有効である可能性があります。より負荷の大
きいシステムの場合は、必要に応じてこの比率を 30 % 以上にします。キャッシュのヒット
率のしきい値は、データベースの特性および負荷によって異なります。
前述のサンプル出力を例にすると、ファイル /db01/tbs1_cont001 では、キャッシュの
ヒット率が 0 のため、キャッシングが有効であると判別できません。さらに、このファイルで
は、サンプリング所要時間内でほとんど I/O が行われていません。
ただし、ファイル/db01/tbs2_* では、21.6 % のキャッシュのヒット率が計測されていま
す。システムと負荷を前提に考慮して、前述のキャッシュのヒット率が許容しきい値を超え
ると判断した場合は、データベースでキャッシングが有効であると考えられます。また、読
み取りおよび書き込み操作に関して報告された数値も検討します。/db01/tbs2_* ファ
イルに対する読み取りおよび書き込み I/O 数を比較すると、読み取り数が書き込み数の
ほぼ 2 倍となっていることがわかります。Cached Quick I/O を使うと、書き込み操作より
読み取り操作が多いファイルの場合に、処理効率を最大まで高めることができます。
この 2 つの要素を考慮すると、/db01/tbs2_cont001 と /db01/tbs2_cont002 は、
Cached Quick I/O を適用する有力な候補になります。
p.103 の 「個々のファイルに対する Cached Quick I/O の有効化と無効化」 を参照してくだ
さい。

I/O 統計値上での先読みの影響
qiostat 出力内の CREAD 数は、Cached Quick I/O を含む呼び出されたすべての読み

取り回数で、PREAD 数は、物理的な読み取り回数です。CREAD と PREAD（CREADS - PREADS）
の違いは、ファイルシステムキャッシュ内のデータにヒットした読み取り数です。したがっ
て、PREAD 数は常に、CREAD 数と同じかそれより少ないと考えられます。
ただし、PREAD カウンタは、ファイルシステムで先読みが実行された場合にも増加します。
このような先読みは、ファイルシステムでシーケンシャルな読み取りが検出されると発生し
ます。キャッシュにほとんどヒットしないほどサンプル時間が少ないような特殊な場合、
qiostat による出力で、CREAD 数が PREAD 数より少なく表示される場合があります。この
場合の CREAD および PREAD 値に対して計算されたキャッシュのヒット率は、Cached Quick
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I/O を有効化または無効化のどちらにするかの判断に使うと誤解を招く可能性がありま
す。
このような場合は、複数のデータポイントセットを収集することで、複数の統計値に基づく
より正確な判断を行うことができます。したがって、表スペースのうちの 1 つだけでコンテ
ナが高いキャッシュのヒット率が示された場合でも、指定されたデータベースが使う複数
の表スペースにわたる特殊なテーブルを含むコンテナファイルのすべてに対して Cached
Quick I/O を有効にすると効果的な場合があります。一般に、表スペース内のすべての
コンテナがほぼ同一のキャッシュのヒット率を示すことが期待されています。

その他の分析ツール
特定のファイルに対して Cached Quick I/O を有効にするかどうかを決定する際に使う主
要な情報源は qiostat コマンドの出力ですが、qiostat と組み合わせて他のツールを
使うこともお勧めします。たとえば、データベースのスループットを計測するソフトウェアの
ベンチマークテストなども便利です。特定のデータファイルセットに対して Cached Quick
I/O を有効に設定した状態で、ベンチマークテストの結果が処理効率の向上を示した場
合、この結果に基づいて Cached Quick I/O を有効にすることも考えられます。

個々のファイルに対する Cached Quick I/O の有効化と
無効化
qiostat またはその他の分析ツールを使って、Cached Quick I/O に適したファイルを決

定した後、ファイルシステム内のキャッシングのメリットがないファイルに対して、qioadmin
コマンドを使って、Cached Quick I/O を無効にする必要があります。
前提条件

■

使用上のメモ

■

特定のファイルレベルで Cached Quick I/O を有効または無効にする前
に、そのファイルが存在するファイルシステムに対して Cached Quick
I/O を有効に設定します。

データベースがオンラインであっても、特定のファイルに対して Cached
Quick I/O を有効または無効にできます。
■ qiostat を使ってファイルを定期的に監視し、キャッシュのヒット率の変
化がファイルに対する Cached Quick I/O の有効化または無効化を再
検討するほどではないことを確認します。
■ 同一ファイルシステム上の特定のファイルに対する Cached Quick I/O
の有効化または無効化は、キャッシュアドバイザリを ON または OFF に
して設定します。
■ qioadmin（1）マニュアルページを参照してください。
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特定のファイルに対するキャッシュアドバイザリの設定
個々のファイルに対するキャッシュアドバイザリの設定を変更することで、Cached Quick
I/O をファイルごとに有効または無効にできます。
個々のファイルに対する Cached Quick I/O を無効にするには
◆

qioadmin コマンドを使って、次のようにキャッシュアドバイザリを OFF に設定します。
$ /opt/VRTS/bin/qioadmin -S filename=OFF /mount_point

たとえば、ファイル /db01/dbfile に対して Cached Quick I/O を無効にするには、
キャッシュアドバイザリを OFF に設定します。
$ /opt/VRTS/bin/qioadmin -S dbfile=OFF /db01

個々のファイルに対する Cached Quick I/O を有効にするには
◆

qioadmin コマンドを使って、次のようにキャッシュアドバイザリを ON に設定します。
$ /opt/VRTS/bin/qioadmin -S filename=ON /mount_point

たとえば、qiostat を実行した結果、ファイル /db01/dbfile のキャッシュのヒット
率からキャッシングにメリットがあると判別されたとします。ファイル /db01/dbfile に
対して Cached Quick I/O を有効にするには、キャッシュアドバイザリを ON に設定し
ます。
$ /opt/VRTS/bin/qioadmin -S dbfile=ON /db01

個々のファイルの Cached Quick I/O 設定の永続化
/etc/vx/qioadmin ファイルにキャッシュアドバイザリエントリを追加すれば、再ブートや

再マウントのときでも、個々のファイルに対する Cached Quick I/O 設定の有効化または
無効化を永続させることができます。
qioadmin コマンドを使って設定されたキャッシュアドバイザリは、i ノード上に格納される

ファイルの拡張属性として保存されます。この設定は、ファイルシステムの再マウントやシ
ステムの再ブート後も持続しますが、この属性は、通常のバックアップ方法ではバックアッ
プされないため、リストアできません。したがって、各ファイルリストア後は、常にキャッシュ
アドバイザリを再設定してください。Quick I/O ファイルに対するキャッシュアドバイザリを
/etc/vx/qioadmin ファイルに保持している場合は、その必要はありません。
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再ブートまたはマウント後に、個々のファイルの Cached Quick I/O 設定を自動的に有
効または無効にするには
◆

次のように、キャッシュアドバイザリエントリを /etc/vx/qioadmin ファイルに追加し
ます。
device=/dev/vx/dsk/<diskgroup>/<volume>
filename,OFF
filename,OFF
filename,OFF
filename,ON

たとえば、/db01 ファイルシステム内の個々のファイルに対する Cached Quick I/O
設定を永続化するには、/etc/vx/qioadmin ファイルを次のように編集します。
#
# /db01 ファイルシステムでキャッシュするファイルのリスト
#
device=/dev/vx/dsk/PRODdg/db01
dbfile01,OFF
dbfile02,OFF
dbfile03,ON

qioadmin による個々のファイルの Cached Quick I/O 設定の判定
qioadmin コマンドを使ってファイルのキャッシュアドバイザリ設定を表示することにより、

特定のファイルに対して Cached Quick I/O が有効または無効であるかどうかを確認で
きます。
メモ: Cached Quick I/O の設定を確認するには、各ファイルに対するキャッシュアドバイ
ザリの設定に加えて、vxtunefs を使ってフラグ qio_cache_enable の設定を確認する
必要があります。
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ファイルに対する現在のキャッシュアドバイザリ設定を表示するには
◆

次のように、-P オプションを指定して qioadmin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/qioadmin -P filename /mount_point

たとえば、/db01 ファイルシステム内のファイル dbfile に対する現在のキャッシュ
アドバイザリ設定を表示するには、次を入力します。
$ /opt/VRTS/bin/qioadmin -P dbfile /db01
dbfile,OFF

6
Veritas 同時 I/O の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

同時 I/O について

■

同時 I/O の有効化と無効化

同時 I/O について
Veritas 同時 I/O により、名前空間を拡張してファイルをデバイスとして表示する必要が
なくなるため、VxFS ファイルシステム上の通常のファイルの処理効率が向上します。これ
により、管理作業が簡素化されるとともに、シーケンシャルな読み取りや書き込みを行う必
要のないデータベースが、ファイルに同時にアクセスできるようになります。この章では、
同時 I/O 機能の使用方法について説明します。
DB2 8.2.2 以上の場合は、Veritas 同時 I/O 機能を使って、FILE コンテナを含む DMS
表スペースに対するデータの書き込み処理効率を向上させることができます。また、同時
I/O を使うと、大多数の SMS 表スペースに対するデータの書き込み処理効率も向上させ
ることができます。
Quick I/O は、今もなお DMS 表スペースの代替ソリューションです。
p.69 の 「Quick I/O について」 を参照してください。
場合によっては（システムに余分なメモリがある場合など）、Cached Quick I/O により処理
効率がさらに向上することもあります。
p.93 の 「Cached Quick I/O について」 を参照してください。

同時 I/O の機能
従来より、UNIX のセマンティクスでは、ファイルへの読み取りおよび書き込み操作は逐
次順番に実行する必要があります。そのため、ファイルシステムでは、読み取りおよび書
き込み操作の重複に対して厳密な順序付けを実施することが必要になります。ただし、
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通常、データベースにはこのレベルの制御は必要なく、同時実行制御が内部的に実装
されており、ファイルシステムを使って順序付けを実施することはありません。
Veritas 同時 I/O 機能によって、シリアル化を必要としないデータベースやその他のアプ
リケーションでの読み取りおよび書き込み操作から、こうしたセマンティクスが解消されま
す。
同時 I/O を使う利点は次のとおりです。
■

単一のライターと複数のリーダーの間の同時実行。

■

複数のライター間の同時実行。

■

書き込み拡張のためのシリアル化の最小化。

■

すべての I/O が直接実行され、ファイルシステムキャッシュを使わない。

■

I/O 要求がファイルシステムに直接送信される。

■

i ノードのロックが回避される。
メモ: 同時 I/O は、システム一時表スペースやシステムカタログ表スペースにはお勧
めできません。

同時 I/O の有効化と無効化
同時 I/O は、デフォルトでは有効になっていないため、手動で有効にする必要がありま
す。また、将来同時 I/O を使わないことを選択した場合も、手動で無効にする必要があり
ます。

同時 I/O の有効化
通常のファイルに関しては、名前空間を拡張してファイルをデバイスとして表示する必要
がないため、同時 I/O を有効にすることができます。
警告: mount コマンドに -o cio オプションを指定してプライマリデータベースのファイル
システムをマウントすると、Database FlashSnap コマンドや コマンドを使うときに、同時
I/O の設定は保存されません。
同時 I/O を有効にする前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
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前提条件

■

使用上のメモ

■
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同時 I/O 機能を使うには、ファイルシステムが VxFS ファイルシステムで
ある必要があります。
■ ファイルシステムをマウントする予定のマウントポイントがあることを確認
してください。
■ DBA がマウントポイントにアクセスできることを確認してください。
同時 I/O オプションを使ってファイルシステムをマウントする場合、Quick
I/O を有効にしないでください。DB2 が Quick I/O ファイルを開けなくな
り、インスタンスの起動が失敗します。
■ データベースが同時 I/O を使っている場合は、Quick I/O ツールを使わ
ないでください。
■ マウント設定の詳細については、（1M）のマニュアルページを参照してく
ださい。

-o cio オプションを指定したマウントコマンドを使って、ファイルシステムで同時 I/O を有
効にするには
◆

次のように mount コマンドを使って、ファイルシステムをマウントします。
# /usr/sbin/mount -F vxfs -o cio special /mount_point

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ special
■

は、ブロックの特殊デバイスです。

/mount_point は、ファイルシステムをマウントするディレクトリです。

たとえば、/db2data というマウントポイントに、/datavol というファイルシステムをマウン
トするには、次のように入力します。
# /usr/sbin/mount -F vxfs -o cio /dev/vx/dsk/db2dg/datavol \
/db2data

表スペースを作成するときに DB2 表スペースで同時 I/O を有効にするには

1

no file system caching オプションを指定した db2 -v "create regular
tablespace..." コマンドを使います。

2

他のパラメータはすべて、システムの必要条件に応じて設定します。

既存の DB2 表スペースで同時 I/O を有効にするには
◆

次のように、DB2 の no file system caching オプションを使います。
# db2 -v "alter tablespace tablespace_name no file system caching"

ここで、tablespace_name は、同時 I/O を有効にする表スペースの名前です。
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特定の DB2 表スペースで同時 I/O が設定されていることを確認するには

1

DB2 の get snapshot オプションを使って、同時 I/O を確認します。
# db2 -v "get snapshot for tablespaces on dbname"

ここで、dbname はデータベース名です。

2

確認する表スペースを見つけ、File system caching 属性を調べます。File
system caching = No であれば、同時 I/O は有効になっています。

同時 I/O の無効化
同時 I/O を無効にする必要がある場合、VxFS ファイルシステムのマウントを一旦解除し、
マウントオプションを指定せずに再度マウントします。
マウントコマンドを使ってファイルシステムの同時 I/O を無効にするには

1

DB2 インスタンスを停止します。

2

次のように umount コマンドを使って、ファイルシステムのマウントを解除します。

3

-o cio オプションを指定せずに mount コマンドを使って、ファイルシステムを再度

マウントします。
DB2 表スペースで同時 I/O を無効にするには
◆

次のように、DB2 の no file system caching オプションを使います。
# db2 -v "alter tablespace tablespace_name file system caching"

ここで、tablespace_name は、同時 I/O を無効にする表スペースの名前です。

7
Storage Mapping の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Mapping について

■

Veritas Storage Mapping の設定の確認

■

vxstorage_stats コマンドの使用

■

Storage Mapping と統計情報のアレイについて

Storage Mapping について
Storage Mapping は、Veritas Storage Foundation for DB2 Enterprise Edition に付
属しています。
Storage Mapping では、DB2 データベース管理者は DB2 コンテナに対してストレージ
層のトポロジー情報を日付付きで表示できます。データベース管理者は、表スペース内
のすべてのコンテナのレイアウトを表示して、問題が発生しそうな場所を事前に特定する
ことができます。vxstorage_stats コマンドまたは Veritas Storage Foundation for
DB2 の GUI を使って、詳細なストレージトポロジー情報を取得し、表示することができま
す。
マッピング情報へのアクセスは重要です。I/O 処理効率を効率的に評価するために不可
欠な、ファイルが常駐している先のストレージ階層の詳細を把握できるからです。
データファイルが RAW デバイス上で直接作成された場合は、下位のデバイスへのファ
イルのマッピングは簡単です。しかし、RAID 機能を備えたホストベースのボリューム管理
とインテリジェントストレージサブシステムが導入されたことで、物理デバイスへのファイル
のマッピングは難しくなりました。
Veritas Storage Foundation for DB2 の Storage Mapping オプションを使うと、コンテ
ナを物理デバイスにマッピングできます。Veritas の Storage Mapping は、Veritas
Mapping Service（VxMS）に依存しています。このライブラリは、ディスク上のファイルや
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ボリュームの物理的な場所に関する情報を共有する必要のある分散 SAN アプリケーショ
ンの開発を支援するものです。
Veritas Storage Foundation for DB2Storage Mapping オプションは幅広いストレージ
デバイスをサポートしているので、EMC、日立、IBM の Enterprise Storage Server
（Shark）アレイへの「ディープマッピング」が可能です。ディープマッピング情報は、各
LUN から構成される物理ディスクと、その LUN のハードウェア RAID 情報を識別します。
次の方法を用いて、Storage Mapping トポロジー情報と I/O 統計情報を確認できます。
■ vxstorage_stats コマンド。このコマンドを実行すると、論理ボリュームのような中間

層から実際の物理デバイスまでの特定のコンテナの完全な I/O トポロジーマッピング
を表示できます。
■

Veritas Storage Foundation for DB2 GUIVeritas Storage Foundation for DB2
では、ファイルマッピングが実行され、Storage Mapping トポロジー情報と I/O 統計
情報の両方が表示されます。

メモ: Solaris ユーザーで、Veritas FlashSnap Agent for Symmetrix を使っている場
合、非 Symmetrix アレイ用のマッピング機能は使うことはできません。

Veritas Storage Mapping の設定の確認
Veritas Storage Mapping オプションを使う前に、機能が正しく設定されていることを確
認する必要があります。
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システムが Veritas Storage Mapping オプションを使っているかどうかを確認するには

1

Storage Mapping オプションのライセンスキーがあるかどうかを次のようにして確認
します。
# /opt/VRTS/bin/vxlictest -n "Veritas Mapping Services" -f \
"Found_Edi_map"
Found_Edi_map 機能はライセンス供与を受けています。
（Found_Edi_map feature is licensed）

2

VRTSvxmsa 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。
# pkginfo -l VRTSvxmsa

次のような出力が表示されます。
PKGINST: VRTSvxmsa
NAME: VxMS - Veritas Mapping Service, Application Libraries.
CATEGORY: system,utilities
ARCH: sparc
VERSION: 4.2.1-REV=build218_2004.10.29
BASEDIR: /opt
PSTAMP: oigpsol0920041029112628
INSTDATE: Nov 02 2004 15:22
STATUS: completely installed
FILES: 33 installed pathnames 8 shared pathnames 14 directories
15 executables
2931 blocks used (approx)

vxstorage_stats コマンドの使用
vxstorage_stats コマンドを実行すると、個々の VxFS ファイルに関する Storage

Mapping の詳細情報と I/O 統計情報が表示されます。マッピング情報と I/O 統計情報
は、VxFS ファイルと VxVM ボリュームについてのみ記録されます。
vxstorage_stats コマンド出力には、最初に I/O トポロジー情報が表示され、続いて各

オブジェクトの統計情報の概略が表示されます。
このコマンドの構文は次のとおりです。
/opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats [-m] [-s] [-i interval \
-c count] -f filename
前提条件

■

インスタンスの所有者または root としてログインする必要があります。
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使用上のメモ

■

-s オプションは、指定されたファイルのファイル統計情報を表示します。

■

-c count オプションは、-iinterval によって指定される間隔で統
計情報を表示する回数を指定します。
-iinterval オプションは、更新された I/O 統計情報を表示する間隔
を指定します。
-f filename オプションは、I/O マッピングと統計情報を表示するファ
イルを指定します。
詳細については、vxstorage_stats（1M）のオンラインマニュアル
ページを参照してください。
-m オプションは、指定されたファイルの I/O トポロジーを表示します。

■

■

■

■

DB2 UDB のコンテナ情報の検索
現時点では、DB2 UDB には、テーブルまたはインデックス内のデータベースページを特
定コンテナのオフセットにリンクするためのインターフェースがありません。ただし、
vxstorage_stats コマンドまたは Veritas Storage Foundation for DB2 グラフィカル
ユーザーインターフェースを使って I/O トポロジーを表示することができます。トポロジー
の表示には、特別な設定は必要ありません。
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表スペース内のテーブルを検索するには

1

データベース PROD にインスタンス所有者として接続します。
$ db2 connect to PROD
Database Connection Information
Database server
SQL authorization ID
Local database alias

2

= DB2/SUN64 7.2.5
= INST1
= PROD

次のクエリーを入力して、テーブル TABLE01 内のすべての表スペースを表示しま
す。この例では、TBSPACE はすべてのテーブルデータのプライマリ表スペースです。
INDEX_TBSPACE にはインデックスが含まれています（必要な場合）。LONG_TBSPACE
は LONG 列を格納するための表スペースです。
$ db2 "select tbspace, index_tbspace, long_tbspace from \
syscat.tables where tabname='TABLE01'"

TBSPACE
INDEX_TBSPACE
LONG_TBSPACE
------------------ ------------------ -----------------USER1
1 record(s) selected.
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3

表スペース名を検索したら、次のコマンドを入力してコンテナのパス名を探します。

$ db2 list tablespaces

...
Tablespace ID
= 3
Name
= USER1
Type
= Database managed space
Contents
= Any data
State
= 0x0000
Detailed explanation:
Normal
...

この出力は、Tablespace ID が 3 であり、コンテナのパス名が USER1 であることを示
しています。
$ db2 list tablespace containers for 3
Tablespace Containers for Tablespace 3
Container ID = 0
Name = /data/system01.dbf
Type = Disk

表スペース USER1 にはコンテナが 1 つだけ含まれています。
/data/system01.dbf

DB2 コンテナの Storage Mapping 情報の表示
コンテナ情報が決定すると、Storage Mapping 情報が表示されます。
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Storage Mapping 情報を表示するには
◆

-m オプションを指定した vxstorage_stats コマンドを使います。
$/opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats -m -f file_name

次に例を示します。
$/opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats -m -f \
/data/system01.dbf

次のような出力が表示されます。
TY NAME

NSUB

DESCRIPTION

TY NAME
v /dev/vx/rdsk/testdg/stripevol
pl vxvm:testdg/stripevol-01
rd /dev/vx/rdmp/c1t3d0s2
sd /dev/rdsk/c1t3d0s2
da c1t3d0
rd /dev/vx/rdmp/c1t4d0s2
sd /dev/rdsk/c1t4d0s2
da c1t4d0
rd /dev/vx/rdmp/c1t5d0s2
sd /dev/rdsk/c1t5d0s2
da c1t5d0

NSUB
1
3
1
1
0
1
1
0
1
1
0

DESCRIPTION
MIRROR
STRIPE
PARTITION
PARTITION
DISK
PARTITION
PARTITION
DISK
PARTITION
PARTITION
DISK

SIZE
(sectors)
SIZE
204800
205056
68352
71127180
71127180
68352
71127180
71127180
68352
71127180
71127180

OFFSET
PROPERTIES
(sectors)
OFFSET
PROPERTIES
0
0 Stripe_size:128
0
0
0
0
0
0
0
0
0

メモ: ファイルタイプ（fi）の場合、SIZE 列はバイト数を表します。ボリューム（v）、プ
レックス（pl）、サブディスク（sd）、物理ディスク（da）の場合、SIZE 列は 512 バイト単
位のブロック数を表します。ストライプサイズは、セクタ単位です。

I/O 統計情報の表示
I/O 統計情報を表示するには
◆

vxstorage_stats コマンドを -s オプション付きで実行すると、I/O 統計情報が表

示されます。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats -s -f file_name

次に例を示します。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats -s -f \
/PRODqio/PRODqiotbs
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次のような出力が表示されます。
I/O OPERATIONS

I/O BLOCKS(512 byte)

AVG TIME(ms)

OBJECT

WRITE

AVG_RD

READ

/data/system01.dbf

B_READ
2

2479

/dev/vx/rdsk/mydb/myindex
101

/dev/rdsk/c3t1d3s3

131

c3t1d3

2096

1656

8

101

vxvm:mydb/myindex-01

131

B_WRITE

5068810
2497

2497

1656

2096

1689696

0.00

1592

1592

5069056

1689696

14.43

231019

275952

EMC000184502242:31:0c:02

3244

232131

54808

c3t1d15

0

1652

0

1652

0

1689606

1689606

0.00

EMC000184502242:01:0c:02

23824

1188997

EMC000184502242:32:0c:02

5085

/dev/rdsk/c3t1d2s4
c3t1d2

14

14

1668

852384

1668

200

200

1689834

12.18
14.43

23296162

0.00

1038336
135672

18.57

EMC000184502242:17:0c:02

3290

269281

55432

32407727

18.57

OBJECT

WRITE

AVG_RD

/dev/vx/rdsk/mydb/myindex
vxvm:mydb/myindex-01

101
101

/dev/rdsk/c3t1d3s3

131

c3t1d3

2096

131

1656

EMC000184502242:02:0c:02

5068810
2497

2497

1656

2096

1689696

8480

231019

-

-

5069056

1689696

-

-

53.28

5069056

14.43

-

AVG_WR

0.00

1592

1592

-

34.19

23304619

AVG TIME(ms)

B_WRITE

-

23463948

I/O BLOCKS(512 byte)

8

-

46.47

I/O OPERATIONS

2479

-

-

34.19

121368

2

-

29956179

1689834

271155

/data/system01.dbf

52.76

46.47

4406

B_READ

52.78

39.09

23451325

EMC000184502242:16:0c:02

READ

12.18

39.09

8480

0

53.28

5069056

EMC000184502242:02:0c:02

/dev/rdsk/c3t1d15s4

AVG_WR

12.18

12.18
14.43

52.76

39.09

39.09

275952

23296162

52.78

-

-
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EMC000184502242:31:0c:02

3244

/dev/rdsk/c3t1d15s4
c3t1d15

0

1652

0
0

232131

1652

0

54808

1689606

1689606

0.00

EMC000184502242:01:0c:02

23824

1188997

EMC000184502242:32:0c:02

5085

/dev/rdsk/c3t1d2s4
c3t1d2

14

1668

14
200

1668

852384
200

1689834

23451325
0.00

-
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-

46.47

46.47
1038336
135672

1689834

18.57

32407727

29956179
18.57

-

-

34.19

34.19

EMC000184502242:16:0c:02

4406

271155

121368

EMC000184502242:17:0c:02

3290

269281

55432

23463948
23304619

-

-

-
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Storage Mapping 情報と I/O 統計情報を一定間隔で繰り返し表示するには
◆

vxstorage_stats コマンドを -i interval オプションと -c count オプション付き

で実行すると、Storage Mapping 情報と I/O 統計情報が一定間隔で繰り返し表示
されます。-iinterval オプションは、更新された I/O 統計情報を表示する間隔を
指定し、-ccount オプションは統計情報を表示する回数を指定します。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats [-m] [-s] \
[-i interval -c count ] -f file_name

たとえば、2 秒間隔で統計情報を 2 度表示するには、次のように入力します。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats -s -i2 -c2 \
-f /prodqio/PRODqiotbs

次のような出力が表示されます。
OPERATIONS
OBJECT

FILE BLOCKS(512 byte)

READ

WRITE

/data/system01.dbf

B_READ
0

0

0

/dev/vx/rdsk/mapdg/data_vol
vxvm:mapdg/data_vol-01
/dev/rdsk/c1t10d0s2
c1t10d0

0

1

0
0

2

/dev/rdsk/c1t13d0s2
c1t13d0

0

1

0
0

2

1

1

0

0.00

vxvm:mapdg/data_vol-03

B_WRITE
0
0

0

0

1

1

0

0.00

AVG TIME(ms)
AVG_RD

0.00
1

0

0
2

2

AVG_WR

0.00
2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

2

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Storage Mapping と統計情報のアレイについて
Veritas Storage Foundation for DB2 は、サポートするストレージアレイのディープマッ
ピング情報と処理効率統計情報を提供します。ディープマッピング情報には、各 LUN を
構成する物理ディスクの識別情報と LUN のハードウェア RAID 情報が含まれます。
Veritas Array Integration Layer（VAIL）ソフトウェアは、サードパーティのハードウェア
ストレージアレイと Veritas ストレージソフトウェアとのインターフェースになります。VAIL
プロバイダは、Veritas アプリケーションでサードパーティのストレージアレイを検出、クエ
リーおよび管理するためのソフトウェアモジュールです。
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Solaris では、次の VAIL プロバイダがこれらのサードパーティのストレージアレイをサ
ポートしています。
■ vx_hicommand

プロバイダは日立製アレイを管理します。

■ vx_emc_symmetrix

プロバイダは EMC 製 Symmetrix アレイを管理します。

アレイのサポートに関する最新情報については、次の Veritas テクニカルサポート Web
ページで、該当するハードウェア互換性リスト（HCL）を参照してください。
http://support.veritas.com
VAIL プロバイダを介してアクセスできるストレージアレイ情報を使う場合は、VAIL をイン
ストールし、ストレージアレイと VAIL プロバイダに必要な設定を行います。サポートされ
ているストレージアレイのディープマッピングサービスと処理効率統計情報を使うには、
VAIL と Veritas Mapping Services（VxMS）の両方をインストールする必要があります。
ただし、VAIL をインストールする前に、VAIL をインストールする予定のホストに必要な
サードパーティ製アレイの CLI と API をインストールしておく必要があります。VAIL をイ
ンストールしてから必要な CLI または API をインストールする場合は、アレイを再スキャン
して、Veritas Storage Foundation for DB2 がアレイを認識できるようにします。
サポートされるアレイモデルの詳細については、『Veritas Array Integration Layer
Configuration Guide』を参照してください。
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8
既存のデータベース設定の
VxFS への移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ネーティブファイルシステムから VxFS への Quick I/O を使った変換

■

旧 VxFS バージョンレイアウトからのアップグレード

■

RAW デバイスからの変換

ネーティブファイルシステムから VxFS への Quick I/O を
使った変換
現在、オペレーティングシステムのネーティブファイルシステムを使っている場合は、次の
手順により、データベースが使う各ファイルシステムを、Quick I/O によって VxFS ファイ
ルシステムにアップグレードします。
ネーティブファイルシステムを Quick I/O を使った VxFS に変換するには

1

データベースを停止するか、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

UFS ファイルシステムのバックアップを作成します。

3

UFS ファイルシステムのマウントを解除します。

4

/etc/vfstab ディレクトリから UFS ファイルシステムのエントリを削除します。

5

UFS ファイルシステムがマウントされていたマウントポイントを使って、もとの UFS ファ
イルシステムと同じか、それより大きいサイズの VxFS ファイルシステムを作成します。
p.50 の 「VxFS ファイルシステムの作成 」 を参照してください。
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6

qiomkfile を使って、Quick I/O ファイルを事前に割り当てます。

p.73 の 「qiomkfile による Quick I/O ファイルとしてのデータベースコンテナの作成」
を参照してください。

7

以前に作成したバックアップを新規 VxFS ファイルシステム内の Quick I/O ファイル
にリストアします。

8

DB2 データベースを再起動します。

旧 VxFS バージョンレイアウトからのアップグレード
アップグレード処理を開始する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

新しいディスクレイアウトにアップグレードする前に、ファイルシステムの
完全なバックアップを行ってください。

使用上のメモ

■

vxupgrade コマンドにより、ファイルシステムがマウントされている間、
VxFS ファイルシステムディスクレイアウトをアップグレードできます。詳し
くは vxupgrade（1M）のマニュアルページを参照してください。

■

VxFS では、バージョン 4、5、6、7 の 4 つのファイルシステムのディスク
レイアウトがサポートされています。新しいファイルシステムは、Veritas
Storage Foundation for DB2 の最新バージョンがシステムにインストー
ルされている場合、デフォルトで、ディスクレイアウトバージョン 6（大容量
ファイルシステム用）を使って作成されます。Storage Rollback または
Veritas NetBackup BLI バックアップ機能を使う場合、少なくともファイ
ルシステムディスクレイアウトバージョン 4 にアップグレードする必要があ
ります。

既存の VxFS ファイルシステムをファイルシステムディスクレイアウトの新しいバージョン
にアップグレードするには
◆

vxupgrade コマンドを使って、ディスクレイアウトバージョン 4、5、6、または 7 にアッ

プグレードします。
# /opt/VRTS/bin/upgrade -n new_versionnew_version/mount_point

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■

new_version は、アップグレード後のファイルシステムのディスクレイアウトバー
ジョンです。

■ /mount_point

は、ファイルシステムがマウントされている場所です。

次に示したのは、ディスクレイアウトバージョン 7 にアップグレードする例です。
# /opt/VRTS/bin/vxupgrade -n 7 /db01
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ファイルシステムをバージョン 4、5、6、または 7 のディスクレイアウトにアップグレードし
た後で Quick I/O を使うには

1

データベースを停止するか、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

各データファイルを Quick I/O ファイルとしてアクセスできるようにします。
p.76 の 「通常の VxFS ファイルへの Quick I/O ファイルとしてのアクセス」 を参照し
てください。

3

DB2 データベースを再起動します。

RAW デバイスからの変換
現在、データベースが RAW ディスクまたは RAW ボリュームを使っている場合、DB2 の
リダイレクトリストアを使って変換を実行できます。DB2 のリダイレクトリストアでは、リストア
時にデータを新しい表スペースコンテナに再定義またはリダイレクトできます。次の手順
では、Quick I/O 機能を持つ VxFS を使います。DB2 のバックアップとリストアの詳細に
ついては、『DB2 管理ガイド』および『DB2 コマンドリファレンス』で該当する章を参照して
ください。
『DB2 管理ガイド』を参照してください。
『DB2 コマンドリファレンス』を参照してください。
警告: ここで説明する手順は、アップグレード後に単一ファイルシステム上で稼動するデー
タベースを想定しています。
RAW デバイスを Quick I/O 機能を備えた VxFS に変換するには

1

もとのデータベースまたは RAW デバイスの合計サイズより 10 % 程度、大きいサイ
ズを使って、VxFS ファイルシステムを作成します。処理効率および可用性の必要条
件に基づいて、複数のファイルシステムを作成できます。
p.50 の 「VxFS ファイルシステムの作成 」 を参照してください。

2

データベースがロールフォワードリカバリを実行できることを確認します。これを実行
するには、データベースパラメータ LOGRETAIN または USEREXIT を有効にする
必要があります。次に例を示します。
$ db2 get db cfg for DATABASE | egrep "LOGRET|USEREXIT"
$ db2 update db cfg for DATABASE USING LOGRETAIN ON
$ db2 update db cfg for DATABASE USING USEREXIT ON
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3

qiomkfile を使って、Quick I/O ファイルを事前に割り当てます。

p.73 の 「qiomkfile による Quick I/O ファイルとしてのデータベースコンテナの作成」
を参照してください。

4

既存のデータベースをバックアップします。
例では、DB2 backup database コマンドを使ってすべてのデータをダンプ出力し
ます。
$ db2 backup database DATABASE to /dumpdir

5

DB2 インスタンスを一度停止してから再起動します。
次に例を示します。
$ db2stop force
$ db2start

6

データベースを新規に定義した Quick I/O ファイルにリストアします。
$ db2 restore db DATABASE from /dumpdir taken at TIME \
replace existing redirect

7

データベースが使うストレージを再定義します。
$ db2 set tablespace containers for TBS_ID using \
(device '/qio_file_path' TBS_SIZE)

8

リストアプロセスを続行します。
$ db2 restore db DATABASE continue
$ db2 rollforward db DATABASE to end of logs
$ db2 rollforward db DATABASE complete

これはリストアのリダイレクトの実行例です。
■

VM グループ PRODdg 上に（root として）VM ボリュームを作成します。
# vxassist -g PRODdg make newdata1 500m

■

新しい VxFS ファイルシステムを作成し、（root として）マウントします。
#
#
#
#

mkdir /newdata1
mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/PRODdg/newdata1
mount -F vxfs /dev/vx/rdsk/PRODdg/newdata1 /newdata1
chown -R db2inst1:db2iadm /newdata1
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■
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必要な設定を確認し、新しいコンテナを準備します。
# su - db2inst1
$
$
$
$
$

db2
db2
db2
db2
db2

connect to PROD
list tablespaces
update db cfg for PROD USING LOGRETAIN ON
update db cfg for PROD USING USEREXIT ON
terminate

$ cd /newdata1
$ /opt/VRTSvxfs/sbin/qiomkfile -s 200m data_container_001
■

データベースをバックアップし、新しい DMS デバイス（Quick I/O ファイル）にリ
ダイレクトリストアします。
$ db2 backup database PROD to /dump_device
timestamp: 20010828121254
$ db2stop force
$ db2start
$ db2 restore db PROD from /dump_device taken at 20010828121254
replace existing redirect

■

表スペースの状態（リストアの保留、ストレージ定義の必要性や可能性）を確認し
ます。
$ db2 connect to PROD
$ db2 list tablespaces show detail

■

コンテナを再定義する必要がある各表スペースに対して SET TABLESPACE
CONTAINERS コマンドを発行します。
この set tablespace containers コマンドで、1 つの表スペースコンテナが
変換されます。必要に応じて別の表スペースにも set tablespace containers
の手順を繰り返してください。
たとえば、次のように実行すると、表スペースコンテナ 5 は /newdata1 ディレク
トリ下の DMS デバイス data_container_001 にリダイレクトされます。
$ db2 set tablespace containers for 5 using \
(device '/newdata1/data_container_001' 50000)
$ db2 restore db PROD continue
$ db2 rollforward db PROD to end of logs
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$ db2 rollforward db PROD complete
$ db2 connect to PROD
■

変換を確認します。
$ db2 list tablespace containers for 5

別の移行方法では、db2move コマンドを使ってデータベース内の特定のテーブ
ルをエクスポートまたはインポートします。このコマンドは次のように使います。
たとえば、テーブル cust を db2move コマンドで移行するには、次のように実行
します。
$ db2move PROD export -tn cust
$ db2 connect to PROD
$ db2 drop table cust
$ db2 create table cust (cust_no char(6) not null, \
cust_name char(20) not null) in new_tablespace
$ db2 terminate
$ db2move PROD load -l /data1

9
Storage Checkpoint と
Storage Rollback の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Checkpoint と Storage Rollback について

■

Storage Checkpoint の使用領域

■

Storage Checkpoint の処理効率

■

Storage Checkpoint 割り当てポリシー

■

パーティションデータベースと Version Checkpoint

■

Storage Checkpoint によるデータベースのバックアップとリカバリ

■

db2ed_clonedb を使った DB2 データベースのクローン作成

■

DB2 リカバリのガイドライン

■

GUI を使った Storage Checkpoint 関連の操作の実行

Storage Checkpoint と Storage Rollback について
Veritas Storage Checkpoint 機能は Veritas File System パッケージの一部として
Enterprise Edition とともに使え、DB2 データベース（SMP 環境のパーティションデータ
ベースを含む）の効率的なバックアップおよびリカバリに使われます。また、Storage
Checkpoint をマウントすることによって、通常のファイルシステム操作を実行できるように
なります。この章では、Storage Checkpoint と Storage Rollback の概要および Veritas
Storage Foundation でこのテクノロジがどのように使われているのかを説明します。
Storage Checkpoint 機能は、機能的にはスナップショットファイルシステムと似ています
が、システムの再ブート後にも削除されない特性を持っています。Storage Checkpoint
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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。Storage Checkpoint イメージ
は、GUI または Veritas Storage Foundation コマンドラインインターフェース（CLI）で使
用および管理できます。
『Veritas Storage Foundation for DB2 グラフィカルユーザーインターフェースガイド』を
参照してください。
直接 Storage Checkpoint 機能を実行するアプリケーションが、Storage Rollback です。
各 Storage Checkpoint はファイルシステムの一貫したポイントインタイムイメージである
ため、このオンディスクバックアップに対するリストア機能を実装したアプリケーションが
Storage Rollback です。Storage Rollback は、Storage Checkpoint に含まれている変
更済みのブロックをプライマリファイルシステムにロールバックすることにより、データベー
スのリストアを高速化します。
Storage Checkpoint と Storage Rollback の詳細については、『Veritas File System
管理者ガイド』を参照してください。

Storage Checkpoint と Storage Rollback の動作
Storage Checkpoint は、マウントされているファイルシステム（プライマリファイルシステ
ム）の「クローン」を作成するための効率のよいディスクおよび I/O スナップショットテクノロ
ジです。スナップショットファイルシステムと同様に、Storage Checkpoint は、Storage
Checkpoint の作成時点におけるスナップショットの作成元ファイルシステムの正確なイ
メージとなります。ただし、別のディスク領域を使うスナップショットファイルシステムとは異
なり、Storage Checkpoint では、Storage Checkpoint 割り当てポリシーが割り当てられ
ていなければ、プライマリファイルシステムが存在するディスクの空き領域が共有されま
す。また、Storage Checkpoint を読み取り専用モードまたは、読み取りおよび書き込み
モードとしてマウントすることによって、通常のファイルシステムと同様に Storage
Checkpoint ファイルにアクセスできるようになります。Storage Checkpoint は
db2ed_ckptcreate コマンドまたは GUI を使って作成します。
Storage Checkpoint の作成時には、i ノード一覧とプライマリファイルセットのブロックマッ
プ以外、データが格納されていません。このブロックマップは、プライマリファイルシステム
の実データを指します。Storage Checkpoint には i ノード一覧とブロックマップだけが必
要で、データはコピーされないため数秒で作成でき、領域もほとんど必要ありません。
Storage Checkpoint 実行時は、読み取り要求をプライマリファイルシステム上のデータ
の検索、該当するブロックマップのバッファへの読み取り、データ要求プロセスへの返答
をひとまとまりの処理として実行します。書き込み操作によって、プライマリファイルシステ
ム上のデータブロック「n」への更新が要求されると、書き込み要求を処理する前に古い
データを Storage Checkpoint にコピーし、その後、プライマリファイルシステムが新しい
データで書き込み要求を実行します。このため、Storage Checkpoint には、Storage
Checkpoint の作成時点のプライマリファイルシステムの正確なビューが保持されます。
古いデータは、一度保存するだけで済むため、プライマリファイルシステム上のブロック
「n」に対する書き込みがさらに行われても、Storage Checkpoint にコピーされることはあ
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りません。プライマリファイルシステム上のデータブロックが変更されると、Storage
Checkpoint には、プライマリファイルシステムからコピーされたデータが順次書き込まれ、
Storage Checkpoint のブロックマップとプライマリファイルシステム上のブロックは次第
に対応しなくなります。
すべての空き領域がチェックポイントで消費されることのないように、クォータを設定して、
ファイルシステムがすべての Storage Checkpoint に割り当てる領域を制限することがで
きます。詳細については、コマンド db2ed_ckptquota を参照してください。
Storage Rollback は、プライマリファイルシステム内のデータベースを Storage
Checkpoint で作成されたポイントインタイムイメージにリストアします。Storage Rollback
は、該当する Storage Checkpoint のビフォアイメージをプライマリファイルシステムにコ
ピーすることによって行われます。Storage Checkpoint と同様に、Storage Rollback で
は、ファイルレベルではなく、ブロックレベルでリストア処理が実行されます。Storage
Rollback は、db2ed_ckptrollback コマンドを使って実行します。
メモ: データベースの構造を（たとえば、コンテナを追加または削除することで）変更する
場合は、常に db2ed_update を実行する必要があります。また、db2ed_update でリポ
ジトリを更新しないでデータベース、ボリュームまたはファイルシステムを削除し、その後、
同じ名前を持つ新しいデータベースを作成した場合は、db2ed_ckptdisplay_all コマ
ンドによって以前のチェックポイントが表示されることにも注意してください。
読み取りおよび書き込みモードでマウントされた Storage Checkpoint は、バックアップ、
データ保全調査、アップグレードまたはデータベースの修正、データ複製ソリューション
など、様々なアプリケーションソリューションに使えます。
Storage Checkpoint を読み取りおよび書き込みモードとしてマウントすると、
db2ed_ckptrollback コマンドと GUI は、この Storage Checkpoint へのロールバック
が行うことをできないようにします。Veritas Storage Foundation は、この時点では Storage
Checkpoint データが正確な PIT イメージを表すことを保証できません。この Storage
Checkpoint から引き続いてロールバックを実行すると、データベースが破壊される可能
性があります。Storage Checkpoint が読み取りおよび書き込みモードとしてマウントされ
ている場合、db2ed_ckptmount コマンドを実行すると、シャドー Storage Checkpoint
が作成され、これが読み取りおよび書き込みモードとしてマウントされます。これにより、
データベースをもとの Storage Checkpoint にロールバックすることができるようになりま
す。

Storage Checkpoint の使用領域
Storage Rollback をサポートするには、ファイルシステムに、Storage Checkpoint を格
納するためのディスク領域を事前に確保する必要があります。必要となる追加領域は、
Storage Checkpoint の使用方法によって異なります。ブロック変更の追跡に使われる
Storage Checkpoint には、ファイルシステムのブロックマップのみが格納されるため、必
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要となる追加領域は小さくて済みます（ファイルシステムサイズの 1 % 未満）。Veritas
Storage Foundation for DB2 には、特定のファイルシステムのすべてのチェックポイン
トに対する領域制限を設定するためのクォータコマンド（db2ed_ckptquota）が用意され
ています。
Storage Checkpoint と Storage Rollback をサポートするために、VxFS は、Storage
Checkpoint が作成された最初の時点でのブロック内容を追跡する必要があります。必
要となる追加領域は、Storage Checkpoint の作成以降に変更されたブロック数に比例
します。変更されたブロック数は、変更回数と異なる場合があります。たとえば、1 つの
データブロックが何回も変更された場合、もとのブロック内容を格納するために新規ブロッ
クの割り当てが必要となるのは、最初の変更時だけです。同じブロックに対する 2 回目以
降の変更では、オーバーヘッドもブロックの割り当ても必要ありません。
Storage Checkpoint が保持されているファイルシステムの領域が不足した場合やクォー
タ限度に達した場合、VxFS はデフォルトで、DB2 データベースの失敗の原因となる
ENOSPC エラーコード（UNIX errno 28- No space left on device）を返すことなく、最も古
い Storage Checkpoint を自動的に削除します。Storage Checkpoint を自動的に削除
することによって、期待される I/O セマンティクスは確保されますが、同時に Storage
Checkpoint によるリカバリ機能が失われます。Storage Checkpoint は、作成時に削除
不可能として設定できます。この場合は、ENOSPC が DB2 に返されます。DBA は、問題
を回避するために VxFS ファイルシステムサイズを拡張する必要があります。
データがいっぱいになった Storage Checkpoint があるファイルシステムをテープまたは
他のオフラインのメディアからリストアする際、ファイルシステムには追加の空き領域が必
要です。追加領域は、Storage Checkpoint の一貫したイメージの保存に必要なコピー
オンライトアルゴリズムに対応するために必要です。必要とされる空き領域の量は、リスト
アのサイズとファイルシステム上の Storage Checkpoint 数によって異なります。
ファイルシステム全体をリストアする場合、一般に、既存の Storage Checkpoint は必要
なくなります。mkfs コマンドを使って、ファイルシステムを再作成するだけで、テープなど
のオフラインメディアからファイルシステムをリストアできます。
ファイルシステム上の一部のファイルをリストアする場合、最初に、不要になったデータが
飽和した Storage Checkpoint を削除する必要があります。ファイルシステムの空き領域
が残り少ない場合にリストアを成功させるには、データが満杯のすべての Storage
Checkpoint を削除することが必要な場合があります。
ボリュームやファイルシステムの拡張に備え、ディスクの空き領域は常に確保してくださ
い。また、ファイルシステムを最初に作成するときに、各ファイルシステムに十分な領域を
事前に割り当てることも、ファイルシステム、ファイルシステムが常駐している論理ボリュー
ムを手動で拡張することもできます。
詳細については、vxassist（1）および fsadm_vxfs（1）の各マニュアルページを参照し
てください。
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Storage Checkpoint の処理効率
Veritas ファイルシステムは、Storage Checkipoint およびプライマリファイルシステムの
読み取りおよび書き込みアクセスの処理効率が最適化されます。一般に Storage
Checkpoint からの読み取りは、通常の VxFS ファイルシステムから読み取る場合と同程
度のスループットで実行されるため、バックアップを VxFS ファイルシステムの速度の上限
で実行できます。
データブロックへの最初の書き込み時には、古いデータが読み取られ、そのデータが
Storage Checkpoint に書き込まれてから、最後に新しいデータがプライマリファイルシス
テムに書き込まれます。そのため一般に、プライマリファイルシステムへの書き込みは、
Storage Checkpoint の影響を受けます。ただし、同じファイルシステム上に複数の
Storage Checkpoint が作成されていても、書き込みは遅くなりません。ブロックへの最初
の書き込み時にのみこの影響を受けます。最初の書き込み後に行われるインテントログ
への書き込みや i ノードの更新などの操作は、通常の速度で実行されます。
Storage Checkpoint によるデータベース処理効率への影響は、データベースファイル
がダイレクト I/O ファイルの場合は少なくなります。変更された情報だけを Storage
Checkpoint で追跡する通常の OLTP 作業負荷では、スループットにおける処理効率の
低下が 5 % 未満であることが実測されています。Storage Checkpoint が Storage
Rollback に使われる場合の OLTP 作業負荷では、これより大きく処理効率が低下しまし
た（約 10 - 20 %）。多くの意思決定支援システムまたはデータウェアハウジング環境で
は、処理効率の低下を抑える必要があります。
Storage Checkpoint に対する読み取り速度は、プライマリファイルシステムに関するす
べてのディスク I/O によって低下するため、プライマリファイルシステムがビジーの場合は
Storage Checkpoint からの読み取りが影響を受けます。したがって、データベースバッ
クアップは、データベースがあまりアクティブではないときに行うことをお勧めします。

Storage Checkpoint 割り当てポリシー
Veritas File System を Veritas Volume Manager のボリュームセット機能と組み合わ
せて使うことにより、MVS ファイルシステム（MVS）を使えます。ボリュームセットとは、複数
の異なるボリュームのコンテナのことです。MVS を使うと、1 つのファイルシステムを複数
のボリュームにまたがって作成し、各ボリュームに独自のプロパティを設定できます。これ
は、管理者がどのデータをどのボリュームに格納するかを指定する際に役に立ちます。
MVS の詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してくださ
い。MVS 操作のためのストレージ構成の設定にはスーパーユーザー（root）権限が必
要で、システム管理者が行います。
MVS ファイルシステムによって、データベース管理者がチェックポイント管理インター
フェースを介して Storage Checkpoint の割り当てポリシーを作成するための機能が提
供されます。
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Storage Checkpoint 割り当てポリシーは、ボリュームの一覧と割り当ての順序を指定し
ます。データベース管理者は定義済みの割り当てポリシーを使って、次のことを実行でき
ます。
■

Storage Checkpoint を作成する場所を制御します。これにより、Storage Checkpoint
のメタデータとデータを別々のボリュームに分離できるようになります。

■

Storage Checkpoint を分離します。これにより、Storage Checkpoint に割り当てら
れたデータをプライマリファイルシステムから切り離すことができます。こうすることで、
Storage Checkpoint が使う領域を制御することができるようになり、Storage
Checkpoint がプライマリファイルセットの領域を断片化することを防ぐことができます。

Storage Checkpoint にポリシーを割り当てる場合、データベース管理者はメタデータと
ファイルデータの両方に割り当てポリシーのマッピングを指定する必要があります。Storage
Checkpoint にポリシーを指定していない場合、データはプライマリファイルシステムにラ
ンダムに配置されます。Storage Checkpoint のデータとメタデータには、異なるポリシー
を割り当てることも、同じポリシーを割り当てることもできます。複数の Checkpoint に同じ
Checkpoint 割り当てポリシーを割り当てることが可能です。また、部分ポリシーを割り当
てることもできます。部分的ポリシーとは、データベースで使われる一部のファイルシステ
ムだけに存在するポリシーのことです。
ポリシーが Checkpoint に割り当てられると、ポリシー内の各デバイスからの要求の処理
は、割り当て機構により、デバイスが定義された順に試行されます。この要求をポリシー
内のいずれかのデバイスで処理できない場合、ファイルシステム内に空き領域がある他
のデバイスが存在していたとしても、その要求は失敗します。ポリシーに記載されている
割り当てを実行できるのは、ポリシー内のデバイスだけです。この実装は、ポリシー内で
指定されていない他のデバイスによって領域が使われることを割り当て要求によって防止
するための機構です。Storage Checkpoint ポリシーに定義するボリュームに十分な領域
を割り当てるか、追加のボリュームを含めるようにポリシーを更新することをお勧めします。
これは、古い Storage Checkpoint を保持するためにも役立ちます。
割り当てられているポリシーを削除すると、以降の Storage Checkpoint の要求に対する
メタデータとファイルデータの割り当ては、割り当てポリシーがない状態に戻ります。
VxFS ファイルシステムディスクレイアウトのバージョン 7 では、VxFS MVS ファイルシステ
ム上のボリュームは、dataonly または metadataok のいずれかのタイプです。チェック
ポイントメタデータの格納には、metadataok ボリュームのみを使えます。デフォルトでは、
VxVM ボリュームセットに追加される最初のボリュームのみが metadataok ボリュームと
なります。これはつまり、VxVm ボリュームセットに追加される最初のボリュームのみが、
デフォルトで ckpt_metadata_policy で指定可能ということです。デフォルト設定を変
更するには、次のファイルシステムコマンドを使います。VxFS MVS ファイルシステムの
各ボリュームのフラグを確認するには、root として次のファイルシステムコマンドを実行し
ます。
/opt/VRTS/bin/fsvoladm queryflags mountpoint
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dataonly ボリュームを metadataok ボリュームに変更するには、root として次のファイ

ルシステムコマンドを実行します。
/opt/VRTS/bin/fsvoladm clearflags dataonly mountpointvol-name

次は、Storage Checkpoint の割り当てポリシーに関する使用上のメモです。
使用上のメモ

Storage Checkpoint の割り当てポリシー機能は MVS ファイルシステム
に関連付けられているため、ディスクレイアウトバージョン 6 を使っている
ファイルシステムだけで使えます。
■ Storage Checkpoint 割り当てポリシーでは、VxVM ボリュームセットと
VxFS MVS ファイルシステム機能を有効にする必要があります。これら
の機能は、Storage Foundation の Enterprise Edition に組み込まれ
ています。
データベースデータファイルで使われるプライマリファイルシステムのボ
リュームセットと MVS ファイルシステムの作成方法については、『Veritas
File System 管理者ガイド』の MVS ファイルシステムに関する章を参照
してください。
■ データの割り当ては、ボリュームによって、ポリシーで割り当てられた順
に実行されます。
■ Storage Checkpoint 割り当てポリシー名の最大長は 64 文字です。
■

Storage Checkpoint 割り当てポリシーの使用
db2ed_ckptpolicy コマンドを使って、Storage Checkpoint 割り当てポリシーを管理で

きます。
p.294 の 「db2ed_ckptpolicy を使った Storage Checkpoint 割り当てポリシーの作成およ
び使用」 を参照してください。
メモ: GUI から Storage Checkpoint 割り当てポリシーを管理することはできません。
次は、db2ed_ckptpolicy と db2ed_ckptcreate の 2 つのコマンドに関する使用上の
メモです。
使用上のメモ

■

詳細については、db2ed_ckptpolicy（1M）および
db2ed_ckptcreate（1M）の各マニュアルページを参照してください。

■

db2ed_ckptpolicy コマンドは、DB2 データベース管理者が実行さ
せる必要があります。

次の例では、データベースデータファイルのファイルシステムが次のように設定されてい
ます。
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■

データベースデータファイルに、/mvsfs/v1 および /mvsfs/v2 の 2 つの MVS ファ
イルシステムが使われています。

■

ファイルシステム /mvsfs/v1 が、ボリュームセット mvsvset1 上に作成されています。

■

ファイルシステム /mvsfs/v2 が、ボリュームセット mvsvset2 上に作成されています。

■

ボリュームセット mvsvset1 には、ボリューム mvsv1、mvsv2、および mvsv3 が含まれ
ています。

■

ボリュームセット mvsvset2 には、ボリューム mvsv4 および mvsv5 が含まれています。

db2ed_ckptpolicy コマンドは次のオプションと組み合わせて使います。
$ db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE
[-h] options

[ -I DB2INSTANCE ] [-n] \

options には、次のパラメータのいずれかを指定します。
-o create|update|remove -p ckpt_sample
-o display [-c ckpt_name | -p ckpt_sample]
-o assign -c ckpt_name -p \
ckpt_data_policy[,ckpt_metadata_policy]

Storage Checkpoint 割り当てポリシーの作成
db2ed_ckptpolicy で -o create オプションを使って Storage Checkpoint 割り当て

ポリシーを作成します。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを作成するには
◆

db2ed_ckptpolicy コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE \
-o create -p ckpt_policy

メモ: 部分的なポリシーは、Storage Checkpoint 割り当てポリシーに、データベース
で使われるすべてのファイルシステムが含まれるわけではないことを示します。
この例では、PROD という名前のデータベース ckpt_sample を使って Storage
Checkpoint 割り当てポリシーを作成する方法を示しています。
$ db2ed_ckptpolicy -D PROD -o create -p ckpt_sample

次のような出力が表示されます。
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ファイルシステム: /mvsfs/v2（MVS ボリューム: mvsv4,mvsv5）
（File System: /mvsfs/v2（MVS volumes: mvsv4,mvsv5））
割り当てられたデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
（Assigned Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
割り当てられたメタデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
（Assigned Meta Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
ポリシー ckpt_sample のボリューム名をスペースで区切って
入力してください [skip,quit]
（Please enter the volume name（s）, separated by space,
for the policy ckpt_sample [skip,quit]）: mvsv5
ファイルシステム: /mvsfs/v1（MVS ボリューム: mvsv1,mvsv2,mvsv3）
（File System: /mvsfs/v1（MVS volumes: mvsv1,mvsv2,mvsv3））
割り当てられたデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
（Assigned Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
割り当てられたメタデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
（Assigned Meta Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
ポリシー ckpt_sample のボリューム名をスペースで区切って
入力してください [skip,quit]
（Please enter the volume name（s）, separated by space,
for the policy ckpt_sample [skip,quit]）: mvsv2
次の情報がポリシー ckpt_sample の作成に使われます
（The following information will be used to create policy ckpt_sample）
ckpt_sample

/mvsfs/v2

mvsv4

ckpt_sample

/mvsfs/v1

mvsv2

Storage Checkpoint 割り当てポリシーの割り当て
Storage Checkpoint に割り当てポリシーを割り当てるには、次の方法のいずれかを使え
ます。
■

既存の Storage Checkpoint に割り当てポリシーを割り当てるには、
db2ed_ckptpolicy コマンドを使います。
コマンドの実行時にポリシーを指定するには、-p
ckpt_data_policy[,ckpt_metadata_policy] オプションを使います。

■ db2ed_ckptcreate
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メモ: db2ed_ckptcreate コマンドを実行すると、Storage Checkpoint の作成時に
ポリシーが自動的に割り当てられます。
次の手順で、db2ed_ckptpolicy コマンドを使って、既存の Storage Checkpoint に割
り当てポリシーを割り当てます。この例では、データベース名として PROD、Storage
Checkpoint のサンプルとして Checkpoint_1096060202 を使います。
既存の Storage Checkpoint に割り当てポリシーを割り当てるには

1

データベース PROD のオンライン Storage Checkpoint を作成します。
$ db2ed_ckptcreate -D PROD -o online

その結果として、Checkpoint_1096060202 が作成されます。

2

Storage Checkpoint ポリシーを Checkpoint_1096060202 に割り当てます。
$ db2ed_ckptpolicy -D PROD -n -o assign \
-c Checkpoint_1096060202 -p ckpt_data,ckpt_metadata

3

Checkpoint_109606020 に割り当てた Storage Checkpoint 割り当てポリシーの詳
細を表示します。
$ db2ed_ckptpolicy -D PROD -n -o display \
-c Checkpoint_1096060202

次のような出力が表示されます。
Storage Checkpoint
File System
---------------------------Checkpoint_1096060202 /mvsfs/v2
Checkpoint_1096060202 /mvsfs/v1

Data Policy
----------ckpt_data
ckpt_data

Meta Data Policy
---------------ckpt_metadata
ckpt_metadata
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新規 Storage Checkpoint に割り当てポリシーを割り当てるには

1

新規 Storage Checkpoint に割り当てポリシーを割り当てるには、db2ed_ckpcreate
コマンドを使います。
$ db2ed_ckptcreate -D PROD -o online -p ckpt_data,ckpt_metadata

この結果、Storage Checkpoint 割り当てポリシーが新しい Storage Checkpoint で
ある Checkpoint_1096060122 に割り当てられます。

2

チェックポイント 1096060122 に割り当てた Storage Checkpoint 割り当てポリシー
の詳細を表示します。
$ db2ed_ckptpolicy -D PROD -n -o display \
-c Checkpoint_1096060122

次のような出力が表示されます。
Storage Checkpoint
File System
---------------------------Checkpoint_1096060122 /mvsfs/v2
Checkpoint_1096060122 /mvsfs/v1

Data Policy
----------ckpt_data
ckpt_data

Meta Data Policy
---------------ckpt_metadata
ckpt_metadata

Storage Checkpoint 割り当てポリシーの表示
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを確認するために、そのポリシーを表示すること
ができます。
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Storage Checkpoint 割り当てポリシーを表示するには
◆

データベースが使うファイルシステムに含まれるすべての Storage Checkpoint 割
り当てポリシーを一覧表示するには、-o display オプションを使います。
$ db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE -n -o display

次のような出力が表示されます。
Policy Name

File System Coverage

------------------

--------------------

ckpt

Complete

ckpt_data

Complete

ckpt_metadata

Complete

new_ckpt

Partial

ckpt_sample

Complete

メモ: File System Coverage 列の Partial は、その Storage Checkpoint 割り当
てポリシーがデータベースの使うファイルシステムの 1 つ以上に含まれていないこと
を示しています。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーの情報を表示するには
◆

特定の Storage Checkpoint 割り当てポリシーに関する情報を表示するには、-o
display -p checkpointpolicy_name オプションを使います。
$ db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE -n -o display \
-p checkpointpolicy_name

次のような出力が表示されます。
Policy Name

File System

MVS volumes

------------

-----------

-----------

ckpt_sample

/mvsfs/v2

mvsv4

ckpt_sample

/mvsfs/v1

mvsv2
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Storage Checkpoint に割り当てられた割り当てポリシーを表示するには
◆

Storage Checkpoint に割り当てられた割り当てポリシーを表示するには、-o
display -c checkpoint_xxxxxxxxx オプションを使います。
$ db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE -n -o display \
-c checkpoint_xxxxxxxxxx

次のような出力が表示されます。
Storage Checkpoint

File System

Data Policy

Meta Data Policy

------------------

--------------

-----------

---------------

Checkpoint_1095125037

/mvsfs/v2

ckpt_data

ckpt_metadata

Checkpoint_1095125037

/mvsfs/v1

ckpt_data

ckpt_metadata

Storage Checkpoint 割り当てポリシーの更新
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを作成すると、そのポリシーを変更できるようにな
ります。
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Storage Checkpoint 割り当てポリシーを更新するには
◆

割り当てポリシーを更新するには、-o update -p checkpoint_policy_name オ
プションを使います。
この例では、ckpt_sample という名前の Storage Checkpoint 割り当てポリシーの
更新方法を示しています。
$ db2ed_ckptpolicy -D PROD DB2DATABASE -o update -p ckpt_sample

次のような出力が表示されます。
ファイルシステム: /mvsfs/v2（MVS ボリューム: mvsv4,mvsv5）
（File System: /mvsfs/v2（MVS volumes: mvsv4,mvsv5））
ポリシー: ckpt_sample（MVS ボリューム: mvsv4）
（Policy: ckpt_sample（MVS volumes: mvsv4））
ポリシー ckpt_sample のボリューム名をスペースで区切って
入力してください [skip,quit]
（Please enter the volume name（s）, separated by space,
for the policy ckpt_sample [skip,quit]）: mvsv5
ファイルシステム: /mvsfs/v1（MVS ボリューム: mvsv1,mvsv2,mvsv3）
（File System: /mvsfs/v1（MVS volumes: mvsv1,mvsv2,mvsv3））
ポリシー: ckpt_sample（MVS ボリューム: mvsv2）
（Policy: ckpt_sample（MVS volumes: mvsv2））
ポリシー ckpt_sample のボリューム名をスペースで区切って
入力してください [skip,quit]
（Please enter the volume name（s）, separated by space,
for the policy ckpt_sample [skip,quit]）: mvsv2,mvsv3
次の情報がポリシー ckpt_sample の作成に使われます
（The following information will be used to create policy ckpt_sample）
ckpt_sample

/mvsfs/v2

mvsv5

ckpt_sample

/mvsfs/v1

mvsv2,mvsv3

mvsv4 が現在割り当てポリシーを使っているボリュームです。
（where mvsv4 is the volume currently using the allocation policy.）

出力に、Storage Checkpoint 割り当てポリシーに現在割り当てられているボリュー
ムが表示されます。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを割り当てる新しいボリュームを入力する必
要があります。
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Storage Checkpoint 割り当てポリシーの削除
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを必要としなくなった場合、そのポリシーを削除す
ることができます。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを削除するには
◆

Storage Checkpoint 割り当てポリシーを削除するには、次のコマンドを使います。
$ db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE -n -o remove \
-p checkpointpolicy_name

通常の VxFS ファイルシステムから MVS への変換
次に、通常の VxFS ファイルシステムを MVS ファイルシステムに変換し、オプションとし
て新しいボリュームを追加する手順について説明します。通常の VxFS を MVS に変換
するには、スーパーユーザー（root）権限が必要です。
VxFS ボリュームセットおよび VxFS MVS ファイルシステムの作成および管理の詳細に
ついては、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』および『Veritas File System 管
理者ガイド』を参照してください。
通常の VxFS ファイルシステムから MVS に変換するには

1

MVS 以外のファイルシステムを選択して MVS に変換し、マウントを解除します。
# umount /mnt1

2

ボリュームセットを作成します。
# vxvset -g dgname make myvset old_vol

3

ボリュームセットをマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dgname/myvset /mnt1

4

ボリュームセットのファイルシステムをバージョン 6 ディスクレイアウトにアップグレー
ドします。
# vxupgrade -n 6 /mnt1

VxFS ディスクレイアウトをアップグレードする方法については、『Veritas File System
インストールガイド』と、vxfsconvert（1M） および vxupgrade（1M） の各マニュアル
ページを参照してください。

5

新しいボリュームをボリュームセットに追加します。
# vxvset -g dgname addvol myvset new_vol
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6

新しいボリュームをファイルシステムに追加します。ボリュームのサイズを指定する必
要があります。
# fsvoladm add /mnt1 new_vol 2g

ここで、new_vol は新しく追加するボリュームであり、2g はボリュームのサイズです。

7

ファイルシステム内の新しいボリュームを確認します。
# fsvoladm list /mnt1

パーティションデータベースと Version Checkpoint
Veritas Storage Foundation for DB2 は、DB2 Universal Database（UDB）パーティ
ションデータベース環境と Enterprise Edition（EE）環境で、Storage Checkpoint を作
成および使うためのコマンドを提供しています。
DB2 UDB Enterprise Server Edition（ESE）は、Data Partition Feature（DPF）と呼ば
れる機能を備えた複数の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。DB2 ESE は、複数のパーティションを使って 1 つのシステムにインストール
することも、複数のシステムに分散することもできます。
パーティションデータベース環境では、SMP 環境の複数のパーティションに適用される
Storage Checkpoint は「Version Checkpoint」と呼ばれます。Veritas Storage
Foundation for DB2 では SMP 環境がサポートされています。MPP 環境はサポートさ
れていません。
複数のパーティションに適用される Veritas Storage Foundation for DB2 コマンドには、
最後に _all が付きます。たとえば、db2ed_ckptcreate_all は、各データベースパー
ティションで db2ed_ckptcreate を呼び出すことで、パーティション DB2 データベース
の Version Checkpoint を作成します。

Storage Checkpoint によるデータベースのバックアップ
とリカバリ
Storage Checkpoint は、オンラインまたはオフラインのいずれかのオプションを指定して
作成できます。オンラインオプションを指定して Storage Checkpoint を作成するには、
インスタンスがオンラインであり、LOGRETAIN、USEREXIT、または LOGARCHMETH1 データ
ベース設定パラメータのいずれかまたはすべてを有効にすることが必要です。オフライン
オプションでは、データベースをオフラインにする必要があります。
Storage Checkpoint の作成中、データベースは一時停止モードになります。データベー
ス全体をオンラインまたはオフラインの Storage Checkpoint にロールバックできます。オ
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ンラインの Storage Checkpoint を使っていた場合は、ロールバックが完了した後、デー
タベースをロールフォワードしてリストアできます。
できる限りリカバリを簡単に実行できるようにするには、Storage Checkpoint の作成時に
データベースがオンラインでもオフラインでも、常に LOGRETAIN または USEREXIT デー
タベース設定パラメータの一方または両方を有効にしてください。

コマンドラインを使った Storage Checkpoint の確認
Storage Checkpoint を作成した後、この Storage Checkpoint を使ってデータベースを
バックアップまたはリストアする前に、Storage Checkpoint にエラーがないことを確認で
きます。
次は、Storage Checkpoint の確認に関する使用上のメモです。
使用上のメモ

詳細については、db2ed_ckptcreate（1M）と db2ed_ckptmount
（1M）のマニュアルページを参照してください。
■ SMP 環境に複数のパーティションを持つデータベース環境の詳細につ
いては、db2ed_ckptcreate_all（1M）と db2ed_ckptmount_all
（1M）のマニュアルページを参照してください。
■
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コマンドラインを使って Storage Checkpoint にエラーがないかどうかを確認するには

1

Storage Checkpoint を作成し、マウントします。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -I db2inst -D PROD -o online
online Storage Checkpoint をデータベース PROD に作成しています
（Creating online Storage Checkpoint of database PROD.）
Storage Checkpoint Checkpoint_903937870 が作成されました。
（Storage Checkpoint Checkpoint_903937870 created.）
$ mkdir /tmp/ckpt_ro
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptmount -I db2inst -D PROD \
-c Checkpoint_903937870 -m /tmp/ckpt_ro

指定されたマウントポイントディレクトリが存在しない場合、Storage Checkpoint の
マウント前に db2ed_ckptmount コマンドを実行すると、このディレクトリが作成され
ます。ただし、DB2 インスタンス所有者が作成する権限を持っている場合に限りま
す。

2

Storage Checkpoint の内容を検査します。
$ ls -l /tmp/ckpt_ro/db2vol_82/db2inst1
drwxr-xr-x 3 db2inst1 dba 1024
Nov 11 2000 .
drwxr-xr-x 3 db2inst1 dba 512
Nov 16 11:00 ..
-rw-r--r-- 1 db2inst1 dba 209747968
Nov 16 10:58 .tstmp
-rw-r--r-- 1 db2inst1 dba 209747968
Nov 16 10:58 .tstab
lrwxrwxrwx 1 db2inst1 dba 18 Nov 11 2000 tstmp -> .tstmp::cdev:vxfs:
lrwxrwxrwx 1 db2inst1 dba 18 Nov 11 2000 tstab -> .tstab::cdev:vxfs:

Storage Checkpoint を使えるのは、論理エラー（人為的エラーなど）からリストアする場
合に限られます。すべてのデータブロックは同一物理デバイス上にあるため、メディア障
害が原因で行われるファイルのリストアの場合、Storage Checkpoint は使えません。メ
ディア障害が発生した場合は、テープのバックアップや別のメディアに保存されている
データベースファイルのコピーから、データベースをリストアする必要があります。物理的
なメディア障害と論理エラーの両方から重要なデータを保護するには、データの冗長性
（ミラー化されたディスク）と Storage Checkpoint を組み合わせて使うことをお勧めしま
す。

Storage Checkpoint によるバックアップ
データベースのバックアップを作成するには、db2ed_ckptcreate コマンドを使って
Storage Checkpoint を作成し、db2ed_ckptmount コマンドを使ってその Storage
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Checkpoint を読み取り専用でマウントした後、tar や cpio などのツールを使ってデー
タベースをバックアップします。
DB2 ESE SMP 環境では、db2ed_ckptcreate_all を使ってパーティション DB2 デー
タベースのチェックポイントを作成できます。また、db2ed_ckptmount_all を使って、
パーティション DB2 データベースのチェックポイントに対するすべての Storage
Checkpoint をマウントできます。
次は、db2ed_ckptcreate コマンドを使ったデータベースのバックアップに関する使用
上のメモです。
使用上のメモ

■

詳細については、db2ed_ckptcreate（1M）、db2ed_ckptmount
（1M）、tar（1）、cpio（1）の各マニュアルページを参照してください。

■

SMP 環境に複数のパーティションを持つデータベースの詳細について
は、db2ed_ckptcreate_all（1M）と db2ed_ckptmount_all
（1M）のマニュアルページを参照してください。

コマンドラインを使ってフリーズしたデータベースイメージをバックアップするには

1

次の例では、すべてのデータベースデータファイルは、/db01 という名前の VxFS
ファイルシステムに存在しているものとし、Storage Checkpoint は
db2ed_ckptcreate コマンドを使って作成します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -I db2inst -D PROD -o online
online Storage Checkpoint をデータベース PROD に作成しています
（Creating online Storage Checkpoint of database PROD.）
Storage Checkpoint Checkpoint_903937870 が作成されました。
（Storage Checkpoint Checkpoint_903937870 created.）

2

db2ed_ckptmount コマンドを使って、Storage Checkpoint をマウントします。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptmount -I db2inst -D PROD \
-c Checkpoint_903937870 -m /tmp/ckpt_ro

指定されたマウントポイントディレクトリが存在しない場合、Storage Checkpoint の
マウント前に db2ed_ckptmount コマンドを実行すると、このディレクトリが作成され
ます。ただし、DB2 インスタンス所有者が作成する権限を持っている場合に限りま
す。

3

tar を使って、Storage Checkpoint をバックアップします。
$ cd /tmp/ckpt_ro
$ ls
db01
$ tar cvf /tmp/PROD_db01_903937870.tar ./db01
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Storage Checkpoint によるデータベースのリカバリ
Storage Checkpoint では、ブロックの変更前のビフォアイメージが記録されるため、それ
らのイメージを使ってファイルシステムベースの Storage Rollback を実行すると、Storage
Checkpoint を作成した正確な時点の状態にロールバックできます。Storage Checkpoint
はオンライン状態のバックアップと考えることができ、バックアップからデータベース全体
をロールバックできます。Storage Checkpoint を使ったロールバックやリストアは、変更
されたデータブロックのみをリストアする処理であるため一般的に短時間で済みます。
ユーザーが午後 4 時すぎに誤ってテーブルを削除し、データベースを誤操作直前の状
態にリカバリする必要がある場合について考えます。Storage Checkpoint
（Checkpoint_903937870）はデータベースが稼動していた午前 11 時に作成されてい
ます。また、LOGRETAIN と USEREXIT データベース設定パラメータの一方または両方が
有効になっています。
Storage Checkpoint を使ってデータベースをリカバリするには

1

影響を受けたデータベースがオフラインであることを確認し、Storage Rollback を
使って、午前 11 時に作成された Storage Checkpoint からデータベースをロール
バックします。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptrollback -I db2inst1 -D PROD \
-c Checkpoint_903937870

DB2 UDB EEE または ESE 環境では、db2ed_ckptrollback_all を使って、パー
ティション DB2 データベースをチェックポイントにロールバックできます。
db2ed_ckptrollback_all コマンドは db2ed_ckptrollback を呼び出し、各パー
ティションで実行します。

2

インスタンスが停止している場合は、それを起動します。
$ db2start

3

テーブルが削除される前の時点にアーカイブログを再適用して、データベースを午
後 4 時の時点にリカバリするには、次のように入力します。
$ db2 rollforward database PROD to isotime

ここで、ISOTIME は、コミットされたすべてのトランザクションがロールフォワードされ
る時点を指します。時間は、現地時間または世界協定時刻（UTC）で表す必要があ
ります。UTC の形式は、yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn（年、月、日、時、分、秒、
マイクロ秒）です。

4

ロールフォワードを完了するには、次のように入力します。
$ db2 rollforward database PROD complete
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db2ed_clonedb を使った DB2 データベースのクローン
作成
db2ed_clonedb コマンドを使って、Storage Checkpoint を使った DB2 データベースの

クローン作成を実行できます。
Storage Checkpoint を使って既存のデータベースのクローンを作成する場合、同一ホ
スト上に作成する必要があります。
また db2ed_clonedb コマンドの使用時に、データベースを手動または自動でリカバリす
ることもできます。
■

クローンインスタンスの手動（対話型）リカバリ（-i オプションを指定する必要がありま
す）では、再生するアーカイブログファイルを指定することでリカバリのレベルを制御
できます。

■

このコマンドのデフォルト使用である自動（非対話型）リカバリでは、データベース全
体をリカバリし、すべてのアーカイブログを適用します。アーカイブログの名前を入力
する必要はありません。

DB2 データベースのクローンを作成する前に、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

まず、Storage Checkpoint を作成する必要があります。
p.285 の 「db2ed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成」 を
参照してください。
■ db2ed_clonedb を使って、同じインスタンス内、または複数インスタン
スにまたがりデータベースのクローンを作成する前は、使っているロケー
ルがデータベースロケールと同じであること、またそのロケールが複数イ
ンスタンスにまたがり同じであることを確認してください。ロケールの設定
がわからない場合は、ファイル
/opt/VRTSdb2ed/lib/DB2CODPAGE.tbl を参照して、ロケールと
データベース Code Page 間のマッピングを調べてみてください。
■ クローンインスタンスの作成に必要な十分な領域とシステムリソースがシ
ステムにあることを確認してください。
■ クローンデータベースは、プライマリデータベースと同量のメモリとマシン
リソースを消費します。
■
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使用上のメモ

■

■

■

■

■

db2ed_clonedb コマンドは、データベースのコピーを作成し、すべて
の既存データベースファイルのクローンを新しい場所に作成する場合に
使います。
db2ed_clonedb コマンドは、インスタンスが起動している場合にのみ
使えます。
ユーザーが、データベースのリカバリ手順に関した基本知識を身に付け
ていることを前提とします。
db2ed_clonedb を使ってデータベースのクローンを作成する場合、
クローンの作成元となるソースデータベースと同じ名前を持つターゲット
インスタンス内のデータベースは、一時的にアンカタログされ、使えなく
なります。同じインスタンス内にソースデータベースのクローンを作成す
る場合、db2ed_clonedb の実行中、ソースデータベースは一時的に
アンカタログされます。db2ed_clonedb の実行が完了すると、データ
ベースは再カタログされます。
詳細については、db2ed_clonedb（1M）のマニュアルページを参照
してください。

db2ed_clonedb コマンドのオプションは次のとおりです。

表 9-1

db2ed_clonedb コマンドオプション

オプション

説明

-I SOURCE_INSTANCE

コピー元の DB2 データベースを指定します。インスタンスが指定
されていない場合は、現在のユーザーがもとのインスタンスの所
有者になります。

-S SOURCE_DATABASE

ソース DB2 データベースの名前を指定します。

-T TARGET_DATABASE

作成される新しい DB2 データベースの名前を指定します。

-c CKPT_NAME

新しいデータベースの作成に使う Storage Checkpoint の名前
を指定します。Storage Checkpoint は、クローンの作成中に自
動的にマウントされます。

-m MOUNT_POINT

マウントするデータベースコンテナの場所を指定します。

-l

このオプションには、引数
TARGET_DATABASE_REDOLOG_DIRECTORY が必要です。対
象となるデータベースの REDO ログファイルを指定します。

-i

システムによるプロンプトに応答する必要がある対話形式モード
で、コマンドを実行します。デフォルトモードは、非対話形式で
す。（オプション）
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オプション

説明

-a

このオプションには、引数 RECOVERY_LOG_LOCATION が必要
です。このオプションを指定した場合は、クローンの作成後に、最
小のデータベースリカバリが自動的に行われます（オプション）

-o umount

クローンデータベースを停止し、Storage Checkpoint ファイルシ
ステムのマウントを解除します。

-o restartdb

Storage Checkpoint ファイルシステムをマウントし、クローンデー
タベースを起動します。-o restartdb オプションを指定する
と、クローンデータベースのリカバリは試行されません。

-d

-o umount オプションと組み合わせて使います。-d オプション
を指定した場合、クローンデータベースの作成に使われた
Storage Checkpoint がクローンデータベースと一緒に削除され
ます。
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DB2 データベースのクローンを作成するには（同時に手動 DB2 リカバリを行う場合）
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -S source_db -T target_db1 \
-c Checkpoint_1049927758 -m /db2clone/target_db1
データベースのクローン作成に成功しました。
（Clone database succeeded.）

DB2 データベースのクローンを作成するには（同時に自動 DB2 リカバリを行う場合）
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -S source_db -T target_db2 \
-c Checkpoint_1049927758 -m /db2clone/target_db2 -a \
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
データベースのクローン作成に成功しました。
（Clone database succeeded.）
データベースは 2003-04-09-22.36.02.0000 にロールフォワードされます。
（The database will be rolled forward to 2003-04-09-22.36.02.0000.）
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
がリカバリの間にアーカイブログの検索に使われます。
（will be used to be searched for archived logs during recovery.）
Rollforward Status
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Input database alias

= TARGET_DB2

Number of nodes have returned status = 1
Node number

= 0

Rollforward Status

= DB

Next log file to be read
Log files processed

working
= S0000002.LOG

=

-

Last committed transaction
DB20000I

= 2003-04-08-20.32.53.000000

The ROLLFORWARD command completed successfully.

Rollforward Status
Input database alias

= TARGET_DB2

Number of nodes have returned status = 1
Node number

= 0

Rollforward Status
Next log file to be read
Log files processed
Last committed transaction
DB20000I

= not pending
=
= S0000002.LOG - S0000002.LOG
= 2003-04-08-20.32.53.000000

The ROLLFORWARD command completed successfully.

DB2 データベースのクローンを作成するには（同時に対話型 DB2 リカバリを行う場合）
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -S source_db -T target_db3 \
-c Checkpoint_1049927758 -m /db2clone/target_db3 -i
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
がリカバリの間にアーカイブログの検索に使われます。
（/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
will be used to be searched for archived logs during recovery.）
[Return] キーを押して続行するか、
（Press <Return> to continue）
<r> を押して再試行するか、
（Or <r> to retry）
<q> を押して終了してください。
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（Or <q> to quit:）
データベースは 2003-04-09-22.36.02.0000 にロールフォワードされます。
アーカイブログは /db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/ から
取得されます。推定最小ログは S0000002.LOG-S0000002.LOG です。
（The database will be rolled forward to 2003-04-09-22.36.02.0000.
The archived logs will be retrieved from
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/.
The estimated minimum logs are S0000002.LOG-S0000002.LOG.）
別のセッションから
cp /db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/*.LOG/db2clone/\
target_db3/REDOLOG
を実行することで、すべてのログファイルを取得できます。
（You can retrieve all log files by executing
cp /db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/*.LOGdb2clone/\
target_db3/REDOLOG
from another session and then）
次に、q を押して続行するか、
（Press q to continue）
Return キーを押して最小ログを取得します。
（Or Press Enter to retrieve the minimum logs.）
必要なログが足りない場合、リカバリ処理は停止します。
（The recovery process will stop if more logs is required.）
続行するには [Return] キーを押してください...
（Press <Return> to continue ...）
または、スキップするには [q] を押してください
（or <q> to skip ...）
Rollforward Status
Input database alias
= TARGET_DB3
Number of nodes have returned status = 1
Node number
= 0
Rollforward Status
= DB working
Next log file to be read
= S0000002.LOG
Log files processed
= Last committed transaction
= 2003-04-08-20.32.53.000000
DB20000I

The ROLLFORWARD command completed successfully.

154

第 9 章 Storage Checkpoint と Storage Rollback の使用
DB2 リカバリのガイドライン

Rollforward Status
Input database alias
= TARGET_DB3
Number of nodes have returned status = 1
Node number
= 0
Rollforward Status
= not pending
Next log file to be read
=
Log files processed
= S0000002.LOG - S0000002.LOG
Last committed transaction
= 2003-04-08-20.32.53.000000
DB20000I

The ROLLFORWARD command completed successfully.

クローンデータベースを停止し、Storage Checkpoint のマウントを解除するには
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -T target_db3 -o umount

Storage Checkpoint ファイルシステムをマウントし、クローンデータベースを起動するに
は
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -T target_db3 -o restartdb

クローンデータベースとクローンデータベースの作成に使った Storage Checkpoint を削
除するには
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -T target_db3 -o umount -d

DB2 リカバリのガイドライン
最適な DB2 リカバリを実行するには、次のガイドラインに従ってください。
■ LOGRETAIN および USEREXIT データベース設定パラメータの一方または両方が有効

かどうかを確認します。このパラメータを有効にすると、次のロールフォワードリカバリ
技術を使えるようになります。
■ ROLLFORWARD DATABASE
■ BACKUP

コマンドを使った特定時点でのリカバリ

コマンドと RESTORE DATABASE コマンドのオンライン処理
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LOGRETAIN が有効な場合は、システムが停止してもログファイルは上書きされま

せん。USEREXIT が有効な場合は、ログファイルがアーカイブできる状態になると、
DB2 はユーザー終了プログラムを呼び出します。
■ ROLLFORWARD DATABASE

コマンドを使うには、SYSADM、SYSCTRL または SYSMAINT

権限が必要です。
■

ロールフォワードするには、データベースが（RESTORE コマンドを使って）正常にリスト
アされている必要があります。

■

Storage Rollback の実行後、DB2 リカバリを実行し、アーカイブ REDO ログの一部
または全部を適用します。

完全なリカバリを実行するには、次のコマンドを使います。
◆

db2rollforward database database_name to end of logs

特定時点でのリカバリを実行するには、次のコマンドを使います。
◆

db2rollforward database database_name to PIT

ここで、PIT は、ロールフォワードする時点です。これは、UTC または現地時間で指
定する必要があります。
次は、現地時間を使った db2rollforward コマンドの使用例です。
db2rollforward database db to \
yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn using local time

リカバリを完了するには、次のコマンドを使います。
◆

db2rollforward database database_name complete

リカバリの詳細については、DB2 のマニュアルを参照してください。

GUI を使った Storage Checkpoint 関連の操作の実行
GUI を使って Storage Checkpoint を作成し、作成済みのいずれかの Storage
Checkpoint を使ってデータベース全体をロールバックできます。
『Veritas Storage Foundation for DB2 グラフィカルユーザーインターフェースガイド』を
参照してください。
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10
データベース DST（Dynamic
Storage Tiering）の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）について

■

データベース DST の設定

■

DST ポリシーの管理

■

ファイル統計の使い方

■

データベース DST レポートの実行

■

データベース環境での負荷分散

■

DB2 のデータベース DST（Dynamic Storage Tiering）の使用例

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）について
維持するデータは日々増加しています。その結果、一部のデータは、頻繁に使われるこ
とがなくなっているのに、依然としてディスク領域を大きく占めていることがあります。デー
タベース DST（Dynamic Storage Tiering）では、データがデータベース管理者（DBA）
により定義された必要条件をもとに再度配置されるように、そのデータ使用に対応した必
要条件でデータストレージの一致処理を行います。またこの機能では、使用頻度の低い
データを低速で安価なディスクに移動させるといった管理を行うことができ、アクセス頻度
が高いデータをクイック検索に使う高速のディスクに格納できます。特定の層を構成する
ディスクを指定するには、ストレージクラスを使います。
ストレージクラスの定義方法には、一般的に 2 つの方法があります。
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■

処理効率またはストレージが要求されるクラス: 最も使用頻度が高いクラスは、高速で
高価なディスクとなります。必要なくなったデータは定期的に、低速で安価なディスク
で構成される別のクラスに移動させることができます。

■

耐障害性を備えたクラス: 各クラスは、非ミラーボリューム、ミラーボリューム、n-way 型
ミラーボリュームで構成されています。
たとえば、通常データベースはデータ、インデックス、ログで構成されます。データは
重要であるため、3 方向のミラーで設定できます。インデックスは重要であるため、2
方向のミラーで設定できますが、再作成が可能です。ログは毎日必要ではなく、ミラー
化なしで設定できます。

DST ポリシーでは、初期のファイルの場所と、既存ファイルが再配置される環境を制御し
ます。これらのポリシーをファイルに適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特
定のサブセット（配置クラスと呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイ
ルは、指定した名前、タイミング、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致する
と、他の配置クラス内のボリュームに再配置されます。
事前設定ポリシーに加え、ファイルは、必要に応じて高速または低速のストレージに手動
で移動できます。また、有効なポリシーの一覧表示、ファイル状態の表示、ボリュームの
使用状況の表示、ファイルの統計情報の表示などを行うレポートを実行できます。

データベース DST の基本要素
データベース DST を使うには、次の機能でストレージを管理している必要があります。
■

VxFS MVS ファイルシステム

■

VxVM ボリュームセット

■

ボリュームタグ

■

DST ポリシー

VxFS MVS ファイルシステムについて
MVS ファイルシステムは、2 つ以上の仮想ボリュームを占有するファイルシステムです。
ボリュームの集合はボリュームセットと呼ばれ、1 つの Veritas Volume Manager（VxVM）
ディスクグループに属するディスクまたはディスクアレイ LUN で構成されます。MVS ファ
イルシステムは、単一の名前空間を示し、これによって複数のボリュームの存在がユー
ザーとアプリケーションに透過的になります。各ボリュームは管理者用に個別の ID 情報
を維持し、これによって各ファイルが配置される場所を制御できます。この機能は、ディス
クレイアウトバージョン 6 以降でのみ使用可能です。
p.164 の 「VxFS ファイルシステムから VxFS MVS ファイルシステムへの変換」 を参照して
ください。
fsvoladm（1M）のマニュアルページを参照してください。
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VxVM ボリュームセットについて
ボリュームセット - 複数のボリュームを 1 つの論理オブジェクトで表すことができます。ボ
リュームセットを空にすることはできません。下位のボリュームとの間のすべての I/O 処理
は、ボリュームセットの I/O インターフェースを経由して実行されます。ボリュームセット機
能は、Veritas File System（VxFS）のマルチボリューム拡張機能をサポートします。この
機能により、ファイルシステムで、下位のボリュームの処理効率や可用性などの様々な特
性を最大限に活用することができます。たとえば、ファイルシステムメタデータをより冗長
性の高いボリュームに格納したり、ユーザーデータをより処理効率の高いボリュームに格
納したりできます。

ボリュームタグについて
ボリュームタグをボリュームに関連付けることによって、配置クラスの VxVM ボリューム部
分を作成します。ファイルを配置する目的で、VxFS は配置クラスのボリュームをすべて
同等に扱い、ボリューム間に領域割り当てを分散します。ボリュームには、2 つ以上のタ
グを関連付けることができます。ボリュームに複数のタグを関連付けた場合、そのボリュー
ムは複数の配置クラスに属し、いずれかの配置クラスに関連する割り当てポリシーと再配
置ポリシーの影響を受けます。複数のタグ付けは慎重に行ってください。
配置クラスは、MVS ファイルシステムのボリュームセットに存在する特定のボリュームの
DST（Dynamic Storage Tiering）属性です。この属性は文字列で、ボリュームタグと呼
ばれます。

DST ポリシーについて
DST（Dynamic Storage Tiering）では、 VxFS MVS ファイルシステムの管理者は、初期
ファイルの場所と既存ファイルが再配置される環境を制御する配置ポリシーを定義するこ
とによって、ボリュームセットの個々のボリューム上でファイルの配置を管理できます。これ
らの配置ポリシーをファイルに適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特定の
サブセット（配置クラスと呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイルは、
指定した名前、タイミング、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致すると、他
の配置クラス内のボリュームに再配置されます。

高可用性（HA）環境での データベース DST
Veritas Cluster Server には、ボリュームセット用の付属エージェントが用意されていま
せん。ボリュームまたはボリュームセットに問題が起きた場合、その問題は DiskGroup リ
ソースと Mount リソースレベルでのみ検出できます。
DiskGroup エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）ディスクグループをオ
ンライン状態またはオフライン状態にしたり、監視したりします。このエージェントでは
VxVM コマンドを使います。StartVolumes 属性と StopVolumes 属性の値が両方とも
1 の場合、DiskGroup エージェントは、ディスクグループのインポート操作とデポート操
作中、ボリュームをオンライン状態にしたり、オフライン状態にしたりします。ボリュームセッ
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トを使っている場合、そのボリュームセットを含んでいる DiskGroup リソースの
StartVolumes 属性と StopVolumes 属性の値を 1 に設定します。そのボリュームセット
にファイルシステムを作成する場合、Mount リソースを使ってボリュームセットをマウントし
ます。
Mount エージェントは、ファイルシステムまたは NFS クライアントのマウントポイントをオン
ライン状態またはオフライン状態にしたり、監視したりします。
高可用性（HA）環境でデータベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドを使って
いる場合、クラスタの各システムの時刻を同期する必要があります。同期しない場合、サー
ビスグループのフェールオーバー後、スケジュール設定されたタスクが設定時刻に実行
されないことがあります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してくださ
い。

データベース DST の設定
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を使うには、次を実行する必要がありま
す。
■

データベース DST コマンドの必要条件を確認する。

■

データベースパラメータを定義する。

■

ストレージクラスを設定する。

■

データベース DST で使うために既存の VxFS データベースファイルシステムを VxFS
MVS ファイルシステムに変換する。

■

ボリュームを分類し、タグが下位のディスクの品質を示すようにボリュームにタグを付
ける。

■

各クラスの空き領域を表示する。

■

必要に応じてボリュームを追加または削除する。

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドの必要条件
データベースのパラメータを定義するには、事前に次のコマンドの必要条件を確認しま
す。
■

DB2 データベースが起動し、すでに稼働している必要があります。

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドは、DB2 インスタンス所有
者のみが実行することができます。

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドを実行するには、事前に必
ず db2ed_update コマンドを実行しておく必要があります。データベースファイルを
変更する場合もこの db2ed_update コマンドを実行します。
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データベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドでは、リポジトリからデータ
ベースの情報を取得するため、リポジトリは最新の情報に維持しておく必要がありま
す。
■

次のように、LD_LIBRARY_PATH 環境変数を定義します。
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/VRTSdbms3/lib; \
export LD_LIBRARY_PATH

■

適切なタグを使って Veritas Storage Foundation for DB2 のメッセージを表示する
には、次のように SFUA_DB2 環境変数を定義します。
SFUA_DB2=DB2; export SFUA_DB2

■

高可用性（HA）環境でデータベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドを使
う場合は、クラスタ内の各システムの時刻を同期させる必要があります。

■

ファイルシステムボリュームと同じディスクグループの MVS ファイルシステムに追加す
るボリュームを作成します。root ユーザーで次のコマンドを使って各ボリュームの所
有者を変更します。
# /opt/VRTS/bin/vxedit -g disk_group \
set user=DB2INSTANCE volume

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を DB2 インスタンス所有者に割り当
てるマウントポイントにおいて、その所有者を変更します。

データベースパラメータの定義
データベース全体のパラメータを定義するには、dbdst_admin コマンドを実行します。こ
のコマンドを少なくとも 1 回実行して、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
のデータベースパラメータを定義する必要があります。PRIMARY、SECONDARY、
BALANCE の 3 つの事前定義済みストレージクラスが作成されます。パラメータ値は、
SFDB リポジトリに格納されます。
maxclass、minclass、statinterval、sweeptime、sweepinterval、purgetime、
purgeinterval でパラメータを少なくとも 1 つ設定して、デフォルト値を有効にしてくだ

さい。少なくとも 1 つのクラスを追加してデフォルトクラスを有効にします。
表 10-1 に、dbdst_admin コマンドのオプションを一覧表示します。
表 10-1

dbdst_admin コマンドオプション

オプション

説明

-D DB2DATABASE

DB2 データベースの名前を指定します。
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オプション

説明

-I DB2INSTANCE

オプションのパラメータで、DB2 インスタンスの名前を指定しま
す。

list

データベースのすべての データベース DST パラメータ（クラス
名、説明など）を一覧表示します。このオプションは、他のオプショ
ンと一緒に使わないでください。

maxclass=

データベースに許可されるストレージクラスの最大数を指定しま
す。デフォルト値は 4 です。

minclass=

データベースに許可されるストレージクラスの最小数を指定しま
す。デフォルト値は 2 です。

sweepinterval=

ファイルを再配置するためにファイルを一掃する間隔を指定しま
す。デフォルト値は 1 です。この場合、1 日に 1 回実行されます。
この値を 0 に設定した場合、すべてのスケジュール設定済み一
掃タスクのスケジュールは解除されます。

sweeptime=

ファイルの一掃を 1 日に 1 度実行する時刻を指定します。この
値は、24 時間単位で入力し、時間、分の順で指定してください。
たとえば、午前 8 時 30 分の場合、8：30、午後 10 時の場合、
22:00 と入力します。デフォルト値は 22:00 です。

statinterval=

ファイル統計を収集する間隔（分）を指定します。デフォルト値は
30 です。この場合、30 分間隔で実行されます。この値を 0 に設
定した場合、すべてのスケジュール設定済みタスクのスケジュー
ルは解除されます。

purgeinterval=

リポジトリのファイル統計が集計され、パージﾞされるまでの日数を
指定します。デフォルト値は 30 です。パージ間隔を早めに設定
することをお勧めします。デフォルト値の場合、最初の 30 日間が
過ぎるまで統計を表示することができません。

purgetime=

ファイルのパージを 1 日に 1 度実行する時刻を指定します。この
値は、24 時間単位で入力し、時間、分の順で指定してください。
たとえば、午前 8 時 30 分の場合、8：30、午後 8 時の場合、20:00
と入力します。デフォルト値は 20:00 です。

addclass=

このパラメータを使うと、クラスをデータベースに追加できます。情
報は、class:"description" の形で入力してください。
class にクラス名、description に、クラスを説明するための
最大 64 文字の文字列（二重引用符で囲む）を入力します。

rmclass=

このパラメータを使うと、クラスをデータベースから削除できます。
データベースに表示されるとおりにクラス名を入力します。
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メモ: 特定のデフォルト値を変更しない場合、dbdst_admin コマンドを実行するときに変
更しないパラメータを省略できます。入力する必要があるパラメータは、値を変更するパ
ラメータのみです。
データベースパラメータを定義する前に、次の情報を確認してください。
データベースパラメータを定義するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D DB2DATABASE [-I DB2INSTANCE] -o list,\
maxclass=number,minclass=number,sweepinterval=interval,\
sweeptime=hh:mm,statinterval=interval,purgeinterval=interval,\
purgetime=hh:mm,addclass=class:"description",rmclass=class

たとえば、tier1 というクラスをデータベース PROD に追加し、そのパージ間隔を 1（つま
り、1 日分のファイル統計が収集され、その後集計、パージされる）に設定するには、
dbdst_admin コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=tier1:"Fast Storage",\
purgeinterval=1

ストレージクラスの設定
データベースパラメータを定義すると、3 つの事前定義済みストレージクラスが作成され
ます。ユーザーの必要条件に合わせてストレージクラスを追加または削除する必要があ
ります。

ストレージクラスの追加
デフォルトのストレージクラス以外に、ストレージクラスを追加してデータの管理を向上す
ることができます。
ストレージクラスを追加する前に、次の情報を確認してください。
ストレージクラスを追加するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D DB2DATABASE -o addclass=class:\
"description"

たとえば、「FAST」というストレージクラスを EMC アレイに作成する場合、次のように
dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D DB2DATABASE -o addclass=FAST:\
"fast EMC array"
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ストレージクラスの削除
特定のストレージクラスが不要になった場合、そのクラスを削除できます。事前定義済み
ストレージクラス（PRIMARY、SECONDARY、BALANCE）は削除できません。
ストレージクラスを削除する前に、次の情報を確認してください。
ストレージクラスを削除するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D DB2DATABASE rmclass=class

たとえば、「SLOW」というストレージクラスを削除する場合、次のように dbdst_admin コマ
ンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D DB2DATABASE rmclass=SLOW

ストレージクラスの表示
dbdst_admin コマンドを使って、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）プロパ

ティとストレージクラスのリストを表示できます。
ストレージクラスを表示する前に、次の情報を確認してください。
既存のストレージクラスとプロパティを表示するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D DB2DATABASE -o list

VxFS ファイルシステムから VxFS MVS ファイルシステムへの変換
既存の VxFS ファイルシステム を VxFS MVS ファイルシステムに変換するには、単一ボ
リュームをボリュームセットに変換する必要があります。

単一ボリュームのボリュームセットへの変換
dbdst_convert コマンドを使ってボリュームセットに変換するとき、もとのボリュームの名

前は、新しいボリューム名に変更されます。マウントデバイス名は、新しいボリュームセット
名になります。マウントデバイス名を使って新しいボリュームセット名を作成することによっ
て、複数の場所でマウントデバイスの名前を変更する必要がなくなります。
ボリュームセットに変換する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

DB2 データベースが停止している必要があります。

■

少なくとも 1 つの追加ボリュームを作成してください。
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使用上のメモ

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を実装する単一ボリュー
ムのファイルシステムを変換する必要があります。
■ dbdst_convert コマンドの実行時にファイルシステムをマウントまた
はマウント解除できます。
■ ファイルシステムに n 個のボリュームがある場合、1 から n-1 のボリュー
ムはストレージクラス「PRIMARY」に配置され、ボリューム n はストレージ
クラス「SECONDARY」に配置されます。
■ 変換実行時に指定したボリュームは、マウントデバイスと同じディスクグ
ループに属している必要があります。
■

単一ボリュームデバイスからのマウントデバイスをボリュームセットに変換するには

1

次のように、dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -D DB2DATABASE [-I DB2INSTANCE] \
-M mount_device -v volume_name,volume_name

2

データベースオブジェクトをオンライン状態にします。

たとえば、ボリュームベースの db2data ファイルシステムをマウントデバイス
/dev/vx/dsk/db2dg/db2data 上で データベース DST 対応のボリュームセットファイル
システムに変換する場合、次のように dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -D DB2DATABASE \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2data -v new_vol1,new_vol2

変換すると、3 つのボリューム（db2data_b4vset、new_vol1、new_vol2）を含む db2data
というボリュームセットが生成されます。ファイルシステムには、PRIMARY と SECONDARY
という 2 つのストレージクラスが生成されます。ボリュームは次のように割り当てられます。
■

PRIMARY ストレージクラスには、ボリューム db2data_b4vset と new_vol1 が配置さ
れます。

■

SECONDARY ストレージクラスには、new_vol2 が配置されます。

ボリュームのストレージクラスへの分類
DST ポリシーを作成する前、またはデータを手動で移動する前に、クラスをボリュームに
割り当てます。
クラスをボリュームに割り当てる前に、次の情報を確認してください。
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使用上のメモ

VxFS ファイルシステムを MVS ファイルシステムに変換しておく必要が
あります。
■ クラスをボリュームに割り当てる前に、dbdst_admin コマンドを使って
ストレージクラスを登録する必要があります。
■ データベースはオンラインとオフラインのどちらの状態でもかまいません。
■

ボリュームを分類するには
◆

次のように、dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D DB2DATABASE -M mount_device \
-v volume_name:class[,volume_name:class]

たとえば、「FAST」というクラスをボリューム new_vol1 に割り当てる場合、次のように
dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D DB2DATABASE -M \
/dev/vx/dsk/db2dg/db2data -v new_vol1:FAST

ストレージクラスの空き領域の表示
ストレージクラスの空き領域、クラス情報、ボリューム情報を確認するには、dbdst_show_fs
コマンドを使います。
p.166 の 表 10-2 に、dbdst_show_fs コマンドのオプションを示します。
表 10-2

dbdst_show_fs コマンドオプション

オプション

説明

-D DB2DATABASE

DB2 データベースの名前を指定します。

-I DB2INSTANCE

オプションのパラメータで、DB2 インスタンスの名前を指定しま
す。

-o volume

各クラスのボリューム上の空き領域を表示します。

-m

マウントポイントを指定します。

ストレージクラスの空き領域を表示する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

■

ファイルシステムがマウントされていることを確認します。

使用上のメモ

■

dbdst_show_fs（1M）のマニュアルページを参照してください。
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ストレージクラスの空き領域を表示するには
◆

次のように、dbdst_show_fs コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_show_fs -D DB2DATABASE [-I DB2INSTANCE] \
-o volume -m mount_point

ストレージクラスへの新しいボリュームの追加
dbdst_addvol コマンドを使って、ボリュームをボリュームセットに追加できます。

ボリュームを追加する前に、次の情報を確認してください。
使用上のメモ

■

ボリュームをストレージクラスに追加するとき、データベースは停止してい
る必要があります。

ボリュームセットにボリュームを追加するには
◆

次のように、dbdst_addvol コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_addvol -D DB2DATABASE [-I DB2INSTANCE] \
-M mount_device -v volume_name:class[,volume_name:class]

ストレージクラスからのボリュームの削除
必要に応じて、ボリュームセットからボリュームを削除できます。ボリュームを削除するに
は、dbdst_rmvol コマンドを使います。
ボリュームを削除する前に、次の情報を確認してください。
使用上のメモ

ストレージクラスからボリュームを削除するとき、データベースは停止して
いる必要があります。
■ ファイルシステムのデータを含んでいないボリュームのみを削除できま
す。
■

ボリュームセットからボリュームを削除するには
◆

次のように、dbdst_rmvol コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_rmvol -D DB2DATABASE [-I DB2INSTANCE] \
-M mount_device -v volume_name[,volume_name]
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DST ポリシーの管理
手動でファイルまたは表スペースを再配置するか、事前設定された DST（Dynamic
Storage Tiering）ポリシーを使うことができます。

ファイルの再配置
ファイルを使う頻度が少なくなった場合、アーカイブログ、データファイル、外部ファイル
を再配置できます。たとえば、季節限定のデータを管理している場合、別の季節になっ
たときにファイルを移動できます。
p.168 の 表 10-3 に、dbdst_file_move コマンドのオプションを示します。
表 10-3

dbdst_file_move コマンドオプション

オプション

説明

-o external |
datafile

外部ファイルまたはデータファイルを移動するかどうかを指定しま
す。このオプションは -f オプションとともに使います。

-o archive1 |
archive2

移動するアーカイブログを指定します。このオプションと -f オプ
ションを同時に使わないでください。これは、DB2 8.2 以降でサ
ポートされています。

-f listfile

移動するファイルまたはディレクトリのリストを含んでいるリストファ
イルを指定します。

-c class[:days]

ファイルの移動先ストレージクラスを指定します。days オプション
を使った場合、指定した日数の間にアクセスされなかったファイル
がそのクラスに移動します。-o datafile オプションを使ってい
る場合、days を指定しないでください。

-R

指定したオブジェクトのポリシーを削除します。

ファイルを再配置する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

■

このコマンドを実行するとき、データベースは起動している必要がありま
す。

使用上のメモ

■

複数のパーティションが同じ表スペースに存在することはできません。

ファイルを再配置するには
◆

次のように、dbdst_file_move コマンドを使います。
/opt/VRTS/bin/dbdst_file_move -D DB2DATABASE -o datafile \
-f listfile -c storage_class:days [-c storage_class:days]

第 10 章 データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の使用
DST ポリシーの管理

表スペースの再配置
dbdst_tbs_move コマンドを使って、表スペースを目的のストレージクラスに移動します。

このコマンドは、SFDB リポジトリで表スペースファイル名をクエリーし、ユーザーの当面の
必要条件に基づいて 1 回のみ移動を実行します。
表スペースを再配置するには
◆

次のように、dbdst_tbs_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_tbs_move -D DB2DATABASE [-I DB2INSTANCE] \
-t tablespace -c class

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ tablespace
■ class

には移動する表スペースを指定します。

には、表スペースの移動先クラスを指定します。

事前設定ポリシーの使用
dbdst_preset_policy コマンドを使って、ファイルを作成する前にファイル名のパター

ンに基づいてポリシーを設定します。
p.169 の 表 10-4 に、dbdst_preset_policy コマンドのオプションを示します。
表 10-4

dbdst_preset_policy コマンドオプション

オプション

説明

-d directory

配置ポリシーを適用するディレクトリを指定します。

-o sms | ats

SMS 表スペースまたは DB2 自動ストレージパスのファイル配置
を指定します。

-s

DB2 SMS 表スペースまたは DB2 自動ストレージパスで最も一般
的に使われているファイル名のパターンを表示します。このオプ
ションは -o sms | ats オプションとともに使います。

-t tablespace

-o sms オプションを使うときに SMS 表スペースを指定します。

-e

指定したディレクトリのファイルシステムを実施します。このオプ
ションは、前の実施で起きたエラーが訂正され、再び実施される
必要がある場合に使います。

-R

このディレクトリに関連するパターンに基づく配置ポリシーをすべ
て削除します。

-l

指定したディレクトリに設定されている既存のファイル配置を一覧
表示します。
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オプション

説明

-P pattern_spec

ファイルパターンとクラス割り当てを指定します。このオプションを
指定した場合、ファイルは作成されるとすぐに、目的のクラスに自
動的に配置されます。既存のファイルと新しく作成されたファイル
はすぐに指定したクラスに移動します。

-f pattern_file

特定のクラスとパターンを含むファイルを指定します。このパター
ンを含む新しいファイルは、そのクラスにすぐに配置されます。既
存のファイルも同様に配置されます。

-E

dbdst_admin コマンドで sweeptime を指定することによって、
後でスケジュール設定する 1 回のみの移動で、既存のファイル
を指定したクラスに移動することを指定します。

事前設定ポリシーを作成するには
◆

次のように、dbdst_preset_policy コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_preset_policy -D DB2DATABASE -d directory \
-P pattern_spec

SMS 表スペースまたは自動ストレージパスの事前設定ポリシーを作成するには
◆

次のように、dbdst_preset_policy コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_preset_policy -D DB2DATABASE -o sms|ats \
-t tablespace -P pattern_spec

SMS 表スペースまたは自動ストレージパスで最も一般的に使われているファイル名の
パターンを表示するには
◆

次のように、dbdst_preset_policy コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_preset_policy -D DB2DATABASE -s -o sms|ats

ファイル統計の使い方
データベースの 1 つ以上のデータファイルに関する統計を収集することができます。統
計を収集することによって、高速または低速のストレージにファイルを移動するタイミング
を決定できます。デフォルトでは、統計は 30 分ごとに収集されます。

統計収集の設定
ファイルに対する統計収集を設定するには、dbdst_fstat コマンドを使います。
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SMS 表スペースの場合、-t tablespace オプションを指定したときに統計を収集できる
のは、拡張子が *.DAT、*.INX、*.LB のファイルのみです。
p.171 の 表 10-5 に、dbdst_fstat コマンドのオプションを示します。
表 10-5

dbdst_fstat コマンドオプション

オプション

説明

-o start | stop

ファイルの統計収集を開始または停止します。

-o stopall

すべての統計収集を停止します。

-o list

統計を収集するファイルを一覧表示します。

-f listfile

統計を収集するファイルのリストを含んでいるユーザー定義のファ
イルを指定します。

filename

統計を収集するファイルを指定します。

-t tablespace

統計を収集する表スペースを指定します。

ファイルの統計収集を開始するには
◆

次のように、dbdst_fstat コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_fstat -D DB2DATABASE -o start
-f listfile

\

ファイル統計の表示
統計収集を設定した後で、GUI を使って統計を表示できます。データベースパラメータ
を定義したとき、別の値を指定していない限り、パージ間隔のデフォルト値は 30 です。こ
の場合、最初の 30 日後に統計が収集され、集計されます。これよりも早く統計を表示す
るには、小さい値を設定します。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation for DB2 グラフィカルユーザーインターフェー
スガイド』または Java GUI のヘルプを参照してください。
GUI でファイル統計を表示するには

1

［DBEDAgent］、［DB2 インスタンス（DB2 Instance）］の順に選択し、特定のインス
タンスをクリックします。

2

特定のデータベースを右クリックし、［Database Dynamic Statistics Chart］を選択
します。
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3

レポートパラメータを入力し、［次へ（Next）］をクリックします。次のような情報が表示
されます。

4

統計の傾向を表示するには、［統計傾向の表示（Show Statistic Trend）］をクリック
します。［統計傾向の表示（Show Statistic Trend）］の折れ線グラフが表示されま
す。

5

グラフページを閉じて終了するには、［閉じる（Close）］をクリックします。
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データベース DST レポートの実行
更新された割り当てポリシーを一覧表示するレポートを作成したり、ポリシーを実行した結
果として特定の日付範囲に起こった最近の再配置変更を一覧表示する監査レポートを
表示したりすることができます。

修正された割り当てポリシーの表示
修正された割り当てポリシーのリストを作成するには、dbdst_report コマンドで policy
オプションを指定します。
割り当てポリシーのリストを表示するには
◆

次のように、dbdst_report コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -D DB2DATABASE -o policy

たとえば、修正された割り当てポリシーのリストを表示するには、次のように dbdst_report
コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -D DB2DATABASE -o policy

監査レポートの表示
監査レポートには、特定の日付範囲で起きた最近のファイル再配置変更が一覧表示さ
れます。このレポートを表示するには、dbdst_report コマンドで audit オプションを指
定します。
監査レポートを表示するには
◆

次のように、dbdst_report コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -D DB2DATABASE -o audit \
startdate=yyyy-mm-dd,enddate=yyyy-mm-dd

たとえば、2006 年 1 月 1 日から 2006 年 3 月 1 日までの間の変更を監査レポートに表
示するには、次のように dbdst_report コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -D DB2DATABASE -o audit \
startdate=2006-01-01,enddate=2006-03-01

データベース環境での負荷分散
データベース環境で処理効率を向上するには、通常、複数のディスクにストライプ化され
たボリュームを使います。ファイルシステムに格納されるデータの量は徐々に増加するた
め、新しいディスクの形で別の領域を追加する必要があります。
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領域を増加する場合、vxrelayout コマンドを実行してボリュームの再レイアウトを実行
できます。ただし、大容量ボリュームを 4 台にストライプ化されたボリュームから 6 台にス
トライプ化されたボリュームに変更する場合、古いブロック情報を一時領域に移動し、そ
のブロックを一時領域から新しいボリュームに書き込む必要があります。これには、時間
がかかります。この問題を解決するために、Veritas Storage Foundation for DB2 に、
Load Balanced File System（LBFS）という新しい機能が用意されています。
LBFS は、個々のボリュームが個々のディスクにストライプ化されていない MVS ファイル
システムに作成します。データの可用性を高めるために、この個々のボリュームをミラー
化できます。LBFS 上のファイルシステムには、分散ポリシーと呼ばれる特別な配置ポリ
シーがあります。分散ポリシーが適用されると、すべてのファイルが小さい「チャンク」に分
割され、隣接するチャンクが別のボリューム上に配置されるようにチャンクがボリュームに
配置されます。デフォルトのチャンクサイズは 1 MB ですが、この値は変更可能です。各
ファイルには利用可能なすべてのボリューム上のチャンクが入っているため、LBFS とボ
リュームセットを構成する個々のボリュームは、サイズとアクセスプロパティが同じである必
要があります。この方法でファイルシステムを設定することによって、ボリュームをストライ
プ化するときと同じメリットが得られます。LBFS ファイルシステムを作成するには、
dbdst_makelbfs コマンドを使います。既存のファイルシステムを LBFS ファイルシステ
ムに変換することはできません。

負荷分散ファイルシステム
ユーザーは、割り当てポリシーに対して、順次割り当てやファイルまたはファイルシステム
の「チャンク」サイズへの分割を行って負荷が分散されるように定義できますが、これは分
散負荷と呼ばれています。チャンクサイズは、この割り当てポリシーによってファイルまた
はファイルシステムに包含可能な任意のエクステントの最大サイズです。チャンクサイズ
は、負荷分散順序を持つ割り当てポリシーに対してのみ指定できます。
負荷分散ポリシーは、負荷割り当て順序とゼロ以外のチャンクサイズを指定します。負荷
分散の順序により、ポリシーで指定された割り当てがボリューム内で無作為に行われ、各
割り当ての最大サイズが指定のチャンクサイズと同じサイズに制限されます。
負荷分散は、ポリシーの各ボリュームができるだけ均等に使われるようにエクステント割り
当てを再分散するなど、ポリシーの実行方法にも拡大適用されます。次のような場合にポ
リシーが実行されます。
■

ポリシーに新規ボリュームを追加したときに、ファイルに関連付けられているエクステ
ントで、新規ボリュームを含むすべてのボリュームを通じたファイルの再分散が必要な
場合。

■

ボリュームセットまたはポリシーからボリュームを削除したときに、削除されたボリュー
ムに常駐するファイルのエクステントをポリシーの他のボリュームに移動させる必要が
ある場合。

■

負荷分散ポリシーがファイルに割り当てられていて、ポリシーに定義されているチャン
クサイズ要件を満たすたために、そのエクステントを再編成する必要がある場合。
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負荷分散ポリシーは、ポリシーに定義されているボリューム内のファイルに属するデータ
エクステントの分散を図るためのものです。ただし、メタデータについては、負荷分散ポリ
シーの割り当てで課される制約はありません。
メモ: 固定エクステントサイズがチャンクサイズ未満の場合、そのエクステントサイズは固定
エクステントサイズを乗算した最大サイズが上限とされ、これはチャンクサイズ未満です。
固定エクステントサイズがチャンクサイズより大きい場合、そのエクステントサイズは固定
エクステントサイズになります。

負荷分散ファイルシステム（Load Balancing File System）の作成
dbdst_makelbfs コマンドを使って、負荷分散ファイルシステム（LBFS）を作成します。

LBFS では、ファイルエクステントが各ボリュームに分散されます。
LBFS を作成する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

■

dbdst_makelbfs コマンドを実行する前に db2ed_update コマンド
を実行し、リポジトリが更新されていることを確認する必要があります。
■ LBFS をマウントするマウントポイントが存在し、ユーザーが所有している
必要があります。

使用上のメモ

■

dbdst_makelbfs コマンドは、データベースがオンライン状態のときに
実行できます。
■ 既存のファイルシステムを LBFS に変換することはできません。
ディスクアレイ内または Veritas Volume Manager で、ボリュームをミ
ラー化することをお勧めします。
■ 詳しくは、dbdst_makelbfs（1M）のマニュアルページを参照してくだ
さい。
■

p.175 の 表 10-6 に、dbdst_makelbfs コマンドのオプションを示します。
表 10-6

dbdst_makelbfs コマンドオプション

オプション

説明

-D DB2DATABASE

情報が取り込まれる DB2 データベースの名前を指定します。

[-I DB2INSTANCE]

DB2 インスタンスの名前を指定します。これはオプションです。

-m mount_point

新しく作成した LBFS をマウントする必要があるマウントポイントを
指定します。このマウントポイントは存在し、ユーザーが所有して
いる必要があります。

-g disk_group

ボリュームが存在するディスクグループを指定します。
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オプション

説明

-C chunk_size

各ファイルエクステントのサイズを MB 単位で指定します。デフォ
ルトサイズは 1 MB です。

-v volume_name

ボリュームセットと LBFS の作成に使うボリュームまたはボリューム
のリストを指定します。リストに指定されたすべてのボリュームは、
コマンドを実行しているユーザーが所有している必要があります。
ボリュームはカンマで区切り、スペースを入れないでください。

負荷分散ファイルシステム（Load Balancing File System）を作成するには
◆

次のように、dbdst_makelbfs コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_makelbfs -D DB2DATABASE -m mount_point \
-g disk_group -C chunk_size -v volume_name,volume_name

たとえば、ボリューム vol1、vol2、vol3、vol4 を使って PROD データベース上に LBFS
を作成するには、次のように dbdst_makelbfs コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_makelbfs -D PROD -g db2data -m
-C 2 -v vol1,vol2,vol3,vol4

/db2_lbfs \

負荷分散ファイルシステム（Load Balancing File System）へのボリュー
ムの追加
負荷分散ファイルシステム（LBFS）に領域を追加するには、分散クラス名を使って
dbdst_addvol コマンドを実行します。新しいボリュームを追加すると、隣接するチャンク
が別のボリューム上に配置されるようにすべてのファイルチャンクが再分散され、各ボリュー
ムの空き領域は、ほぼ同じになります。
前提条件

■

負荷分散ファイルシステム（Load Balancing File System）を作成する
必要があります。
p.175 の 「負荷分散ファイルシステム（Load Balancing File System）の作
成」 を参照してください。

使用上のメモ

■

詳しくは、dbdst_addvol（1M）のマニュアルページを参照してくださ
い。

負荷分散ファイルシステム（Load Balancing File System）にボリュームを追加するには
◆

次のように、dbdst_addvol コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_addvol -D DB2DATABASE -M mount_device \
-v volume_name:class_name,volume_name:class_name
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たとえば、既存の LBFS に新しいボリューム new_vol1、new_vol2 を追加するには、次
のように dbdst_addvol コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_addvol -D PROD -M
-v new_vol1:BALANCE,new_vol2:BALANCE

/dev/vx/dsk/db2data/vol1 \

DB2 のデータベース DST（Dynamic Storage Tiering）の
使用例
使用例では、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を使う方法と使う理由に関
する例を提供します。

DB2 SMS 表スペースと DB2 自動ストレージパスに事前に設定される配
置ポリシーの作成
この配置ポリシーは、処理効率または可用性を重視したシステムで管理される他のデー
タから一部のデータベースファイルを永久的に隔離するうえで有益となります。たとえば、
データセンターでは、データベースのデータファイルや索引ファイルに最高性能のスト
レージを確保し、他のデータをストレージの階層構造の第 2 階層に隔離する可能性があ
ります。
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の事前定義されたファイル配置ポリシー
では、このような分離を可能とします。管理者は、事前定義の配置ポリシーを作成して、
それをアクティブな DST ポリシーとしてデータベースのファイルシステムに割り当てること
ができます。
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の事前定義ポリシーは、DB2 の SMS
（System Managed Storage）表スペース機能や自動ストレージパス機能で有効に機能
します。事前定義ポリシーでは、ファイルが作成される前の場所を指定します。自動スト
レージパスについては、表スペースの事前定義ポリシーを割り当てる前にデータベース
を作成する必要があります。このとき、表スペースは、作成時に自動ストレージで管理さ
れます。
p.178 の 図 10-1 では、DB2 データベース PROD のファイルが含まれるファイルシステムの
ストレージ構成の例を示しています。SMS 表スペースについてデータベース管理者は、
DB2 データと索引ファイル用に tier1 ボリュームを確保し、他のファイルを tier2 ボリュー
ムに割り当てます。自動ストレージパスについてデータベース管理者は、システムカタロ
グ表スペース用に tier1 ボリュームを確保し、その他のすべての表スペースは tier2 ボ
リュームに割り当てます。
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図 10-1

データベースのストレージ構成例

まず、自動ストレージパスを使って、DB2 データベース PROD を作成します。このとき、
db2ed_update コマンドを次のように実行します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_update -D PROD

このとき、システムの設定を行い、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を使
えるようにする必要があります。
fast_storage と slow_storage のストレージクラスを追加するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=\
tier1:"Fast Storage"
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=\
tier2:"Slow Storage"

データベースのファイルシステムを変換し、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
と併用するボリュームを追加するには
◆

次のように、dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -D PROD \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2data -v new_vol1,new_vol2,new_vol3
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ボリュームをストレージクラスに分類するには
◆

次のように、dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D PROD \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2data -v new_vol1:tier1
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D PROD \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2data -v new_vol2:tier2,\
new_vol3:tier2

ボリュームの設定を行うと、管理者は、SMS 表スペースと自動ストレージパスに対応した
ポリシーを設定することができます。
自動ストレージパスにおいてシステムカタログ表スペースのポリシーを作成するには
◆

次のように、dbdst_preset_policy コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_preset_policy -D PROD -o ats -P \
"tier1=*.CAT;tier2=*.TMP,*.UTM,*.USR,*.LRG"

SMS ディレクトリを作成し、ファイル配置ポリシーの作成や割り当てを行うには

1

SMS 表スペースのディレクトリを作成します。
$ mkdir /db2data/tbs01

2

次のように、dbdst_preset_policy コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_preset_policy -D PROD -d /db2data/tbs01 \
-P "tier1=SQL*.DAT,SQL*.INX:tier2=SQL*.LB,SQL*.LBA,SQL*.LF,SQL*.BKM"

このコマンドでは、ファイルシステム /db2data のファイル配置ポリシーと同様に、SMS 表
スペースコンテナディレクトリ /db2data/tbs01 を作成します。
事前定義ポリシーを作成し、データベースのファイルシステムにそのポリシーを割り当て
ると、データベース管理者は、DB2 の管理コマンドを使い、表スペースコンテナのように
/db2data/tbs01 を指定して SMS 表スペース tbs01 を作成することができます。この一
連の操作において DB2 で作成されるデータや索引ファイルの領域は、fast_storage ボ
リュームに割り当てられ、その他のすべてのファイルは slow_storage ボリュームに割り当
てられます。データベース DST（Dynamic Storage Tiering）でも、ポリシーが現存のデー
タベースファイルを適切な配置クラスに再配置するように処理されます。
SFDB リポジトリに表スペース情報を記録するには、db2ed_update を実行させることが重
要です。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_update -D PROD
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DB2 データベース内のパーティション分割された既存データの移行
データベースに対する多層ストレージの最も単純な利用法は、恐らく、使用上の必要条
件が変化する場合に、異なる配置クラス間でパーティション分割されたデータを再配置
することです。再配置に要する正確な時間が予測できない場合、または再配置が不定期
な場合、管理者は、再配置のスケジュールを厳密に定義するというより、業務上の必要条
件としてテーブルパーティションの再配置を選択する可能性があります。
たとえば、大型販売業者において、最も近年の販売情報を高速のストレージクラスで保
持し、低速のストレージクラスには残りすべてのデータを格納しているとします。データ
ベース管理者は、1 年の販売データを表現するうえで 4 つのテーブルを使い、四半期ご
とに 1 つのテーブルを作成します。各テーブルは、それぞれ区分けされた表スペースに
配置されています。データベース管理者は、このとき DB2 の UNION ALL 構造体を使っ
て 4 つのテーブルを結合し、year_sales と呼ばれるものを作成します。データベース管
理者は、各四半期において、最も古いテーブルを低速のストレージにロールアウトし、高
速のストレージクラスに新しいテーブルの領域を確保します。現在のテーブルは、
sales_0304、sales_0404、sales_0105、sales_0205 と想定します。sales_0304 テーブ
ルには、最も古い四半期のデータが格納されており、またこのテーブルは、表スペース
tbs_sales_0304 に配置されています。
まずはじめは、システムの設定を行い、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
を使えるようにする必要があります。
fast_storage と slow_storage のストレージクラスを追加するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=\
fast_storage:"Fast Storage for Production DB"
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=\
slow_storage:"Slow Storage for Production DB"

データベースのファイルシステムを変換し、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
と併用するボリュームを追加するには
◆

次のように、dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -D PROD \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2data -v new_vol1,new_vol2,new_vol3
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ボリュームをストレージクラスに分類するには
◆

次のように、dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D PROD -M /dev/vx/dsk/db2dg/db2data \
-v new_vol1:fast_storage,db2data_b4vset:fast_storage
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D PROD \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2data -v new_vol2:slow_storage,\
new_vol3:slow_storage

ボリュームの設定を行った場合、管理者は、最も古いテーブル sales_0304 をロールアウ
トし、新しいテーブルを追加することができます。
最も古い販売データを低速のストレージクラスに移行し、新しい表スペースを追加するに
は

1

次のように、dbdst_tbs_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_tbs_move -D PROD -t tbs_sales_0304 \
-c slow_storage

2

year_sales ビューを削除します。

3

新しい表スペース tbs_sales_0305 を作成し、この表スペースでテーブル sales_0305
を作成します。

4

sales_0305 を含ませ、sales_0304 を外した状態で UNION ALL を実行し、ファイ
ル year_sales を再作成します。

5

新しく作成した表スペースを次のように高速のストレージに移動させます。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_tbs_move -D PROD -t tbs_sales_0305 \
-c fast_storage

アーカイブログの再配置についてのスケジュール化
アーカイブログは、データの破損状態からリカバリを実行する主要な機構となっているた
め、通常は、データベースログが I/O の処理効率やデータの信頼性という理由で高価な
ストレージに保持されます。アーカイブログの容量が限界に達した場合でさえ、ログは、
通常、高速リカバリを目的にオンラインを維持しますが、それも時間が経過すると、このロ
グへの参照はきわめて少なくなる可能性があります。これは、一時の停止期間経過後、
アーカイブ化されたデータベースログが使用率の低いボリュームに再配置された可能性
があることを意味しています。
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アーカイブログ使用率の著しい低下は、停止期間経過後に定期的な配置ポリシーの施
行により使用率の低いストレージにこのログが再配置されたために、オンラインストレージ
における運用上の平均使用率が低下した可能性があることを意味しています。
たとえば、非常に多くのアクティブセッションで大規模な DB2 データベースを継続して
使っているものとします。このとき、このデータベースは、稼働率 99 % 超の状態で 24 時
間体制の稼働が必要とされています。またデータベースは、毎日膨大な数のアーカイブ
ログを生成しています。データベースが何らかの理由で停止した場合、業務上、15 分以
内にデータベースをオンラインに戻し、機能を復旧させるという必要条件が発生します。
アーカイブログは、高速 EMC アレイで作成する必要があります。1 週間を超える古いアー
カイブログは、ミッドレンジの Clarion アレイに移動させることができます。15 日を超える
古いアーカイブログは、低速の JBOD ディスクに移動させることができます。30 日経過後
のアーカイブログは、データベース管理者によってパージされます。このようなポリシーの
設定を行うには、次の例を参照してください。アーカイブログは、DB2 コマンドを使って
ファイルシステム /proddb_archlog に作成されるものとします。
NEW、MEDIUM、OLD のストレージクラスを追加するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=\
NEW:"EMC Storage for Production DB"
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=\
MEDIUM:"Clarion Storage for Production DB"
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -D PROD -o addclass=\
OLD:"JBOD Storage for Production DB"

データベースのファイルシステムを変換し、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
と併用するボリュームを追加するには
◆

次のように、dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -D PROD -g db2dg \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2log -v emc_v1,clarion_v1,jbod_v1
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ボリュームをストレージクラスに分類するには
◆

次のように、dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D PROD -g db2dg \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2log -v emc_v1:NEW
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D PROD -g db2dg \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2log -v clarion_v1:MEDIUM
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -D PROD -g db2dg \
-M /dev/vx/dsk/db2dg/db2log -v jbod_v1:OLD

ボリュームの設定が行われると、管理者は、選択したファイルをアクセスの時系列順に再
配置してデータベースのファイルシステムに割り当てるようにファイル配置ポリシーのルー
ルを定義することができます。
アーカイブログを定期的に再配置するルールを定義するには
◆

次のように、dbdst_file_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_file_move -D PROD -o archive1 -c MEDIUM:7 \
-c OLD:15

このコマンドの実行により、7 日間アクセスがなかった archive1 ディレクトリのファイ
ルは MEDIUM ボリュームに再配置され、15 日間アクセスがなかったファイルは、
OLD ボリュームに再配置されます。
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）では、これらのコマンドを DST アクセス
を時系列順に並べたポリシールールに変換してファイルシステムの配置ポリシーで結合
するとともに、変換後のポリシーをそのファイルシステムに割り当てます。デフォルトでは、
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）で、アクティブポリシーが日単位で施行
されます。ポリシーの施行中は、ポリシーの作成に使う dbdst_file_move コマンドで指
定したストレージ階層に、新しいルールで対象のファイルが再配置されます。
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11
Database FlashSnap による
バックアップとオフホスト処
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Database FlashSnap について

■

Database FlashSnap の計画方法

■

Database FlashSnap のためのホストとストレージ

■

データベーススナップショット手順の概略

■

スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の作成

■

スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の検証

■

スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の表示、コピー、削除

■

スナップショット（db2ed_vmsnap）の作成

■

スナップショットボリューム（db2ed_vmclonedb）からのデータベースのバックアップ

■

データベース（db2ed_vmclonedb）のクローン作成

■

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

■

スナップショットボリュームの削除

■

HA 環境での Database FlashSnap の使用
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Veritas Database FlashSnap について
Veritas Database FlashSnap は Veritas Database Enterprise Edition に付属してい
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、ユーザー
への干渉を極力抑えつつ、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。Database FlashSnap のコマンドは、コマ
ンドラインまたは GUI で実行できます。
Veritas Database FlashSnap は、データの複数の PITC を効率よく管理し、業務上の重
要なサーバーでのリソース競合を減少させる柔軟な方法を提供します。データベース管
理者は、Database FlashSnap を使ってスナップショットを作成することにより、root 権限
なしで整合性のあるデータベースのコピーを作成できます。データベースのスナップショッ
トコピーは、「データベーススナップショット」と呼ばれます。
データベーススナップショットは、本番運用データベースと同じホスト、または同じストレー
ジを共有するセカンダリホストで使えます。データベーススナップショットは、バックアップ、
データウェアハウス、意思決定支援クエリーなどのオフホスト処理アプリケーションに使え
ます。スナップショットが不要になった場合は、もとのスナップショットをプライマリホストに
インポートして、もとのデータベースボリュームに再同期化できます。
もとのデータベースボリュームが破損した場合は、Database FlashSnap を使ってもとの
データベースボリュームをスナップショットのデータから再同期化することもできます。これ
を逆再同期と呼びます。
Database FlashSnap は、データベースのバックアップにかかる時間を大幅に短縮し、本
番運用データベースの可用性を向上させながら、同時に本番運用データベースの処理
効率を維持できます。
メモ: Database FlashSnap を使うには、Database FlashSnap を使うすべてのシステム
に Veritas Storage Foundation Enterprise Edition をインストールする必要がありま
す。
Database FlashSnap を使うには、まずデータベースによって使われるボリュームを設定
する必要があります。

Database FlashSnap で解消される一般的なデータベースの問題
Database FlashSnap は、データベーススナップショットを使って企業データベース環境
に発生する次のような問題を解決できるように設計されています。
■

多くの企業では、システム管理者とデータベース管理者の役割が明確に区別されて
います。一般に、データベーススナップショットを作成するにはスーパーユーザー
（root）権限が必要ですが、データベース管理者は通常この権限を持っていません。
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■

企業によってはデータベース管理者に root 権限が与えられる場合もありますが、通
常、ストレージの管理はデータベース管理者の職務や技能の範囲外にあります。

■

データベーススナップショットの作成は複雑なプロセスであり、何千ものボリュームが
データベースに使われるような大規模な設定ではなおさらです。1 つのミスによってス
ナップショットが使い物にならなくなる可能性もあります。

Database FlashSnap には root 権限が必要ないため、このような障害がありません。デー
タベース管理者は、整合性のあるデータベースのスナップショットをより簡単に作成でき
ます。スナップショットは、繰り返し使えます。

Database FlashSnap のアプリケーションについて
Veritas Database FlashSnap の標準的な用途を次に示します。
■

データベースのバックアップとリストア
企業は、オンラインデータの常時利用を必要としています。重要なデータをオフライ
ンでバックアップするために、長時間のダウンタイムを発生させるわけにはいきませ
ん。クローンデータベースまたはデータの複製ボリュームスナップショットを作成して、
それをデータのバックアップに使うことによって、ダウンタイムの増加や処理効率への
影響を抑えながら、業務上の重要なアプリケーションを実行し続けることができます。
作成したクローンデータベースやスナップショットボリュームは、もとのデータベースを
バックアップするためのソースとして使えます。

■

意思決定支援分析とレポート
意思決定支援分析やビジネスレポートなどの操作では、必ずしもその時点で最新の
情報にアクセスする必要はありません。このような操作には、Veritas Database
FlashSnap を使ってスナップショットから作成したクローンデータベースを使えば、プ
ライマリボリュームやデータベースへのアクセスを奪い合う必要がなくなります。必要
な場合は、クローンデータベースをプライマリデータベースに再同期化して、最新情
報をすばやく取得できます。

■

アプリケーション開発とテスト
開発グループやサービスグループは、Database FlashSnap で作成されたクローン
データベースを新しいアプリケーションのテストデータベースとして使えます。クローン
データベースを使うことにより、開発者、テスト担当者および品質管理グループは、新
しいアプリケーションの実用上の信頼性、整合性および処理効率をより実際的な条件
のもとでテストできます。

■

論理エラーのリカバリ
管理者またはアプリケーションプログラムが原因の論理エラーによって、データベー
スの整合性が損なわれることがあります。Database FlashSnap を使ってボリュームス
ナップショットを基に作成したクローンデータベースからデータベースファイルをリスト
アすることによって、データベースをリカバリできます。これらの方法は、テープなどの
バックアップメディアからデータベースファイルをリストアするより高速です。
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Database FlashSnap
システム管理者は、スナッププランで指定されている必要条件に従い、ストレージを設定
する必要があります。
Database FlashSnap を使うと、スナッププランで指定されている必要条件とストレージの
設定を対比させて検査することができます。データベース管理者は、この結果によって
は、スナッププランを変更するか、ストレージの設定を調整する必要があります。Database
FlashSnap の使用に関してシステム管理者の参加が必要な部分は、このストレージを適
切に設定する作業だけです。
Database FlashSnap を使うには、最初にデータベース管理者がスナップショットの必要
条件を定義する必要があります。たとえば、オフホスト処理が必要かどうか、必要な場合
はどのホストを使うかなどを決定します。また、データベースのダウンタイムの許容範囲に
ついて検討することも重要です。データベーススナップショットの必要条件は、スナッププ
ランと呼ばれるファイルで定義します。スナッププランには、スナップショットに関するオプ
ションが指定されます。これらのオプションは、スナップショットイメージの作成時に使わ
れ、スナップショットモードを online_snapshot、online_mirror、offline のどれに
するかなどを指定します。
スナッププランを作成したら、データベース管理者はそれが正しいことを確認するための
検証を行う必要があります。検証したスナッププランは、リポジトリにコピーされた後、スナッ
プショットの作成に使われます。検証結果に応じて、データベース管理者がスナッププラ
ンを修正するか、またはシステム管理者がストレージ設定を調整する必要があります。
ストレージがスナッププランの指定どおりに設定され、スナッププランの検証が完了する
と、データベース管理者はデータベースと同じホスト上またはセカンダリホスト上でデータ
ベースのスナップショットを作成することや、スナップショットに基づいてデータベースク
ローンを作成することができます。
データベースクローンは、セカンダリホストでオフホスト処理（意思決定支援分析やレポー
ト、アプリケーションの開発やテスト、データベースのバックアップ、論理エラーのリカバリ
など）に使えます。ユーザーがセカンダリホストでクローンを使い終わったら、データベー
ス管理者はクローンを停止し、スナップショットデータベースをプライマリホストに戻すこと
ができます。スナップショットがプライマリホストとセカンダリホストのどちらで使われても、
Database FlashSnap を使ってスナップショットをプライマリデータベースに再同期化でき
ます。Database FlashSnap は、Veritas Volume Manager の FastResync を利用して、
プライマリデータベースとスナップショットの間で変更があったセクションをすばやく再同
期化します。
データベースのプライマリコピーが破損した場合は、Database FlashSnap を使ってス
ナップショットによる上書きを行うことにより、プライマリコピーをリカバリすることもできます。
スナップショットでプライマリデータベースをリカバリするときは、Database FlashSnap の
逆再同期機能が使われます。
『Veritas Volume Manager ユーザーズガイド』を参照してください。
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Database FlashSnap のコマンド
Database FlashSnap の機能は、次の 3 つのコマンドで構成されています。
■ db2ed_vmchecksnap（プライマリホストで使用）

DB2 データベースのスナップショットイメージの作成時に使われるスナップショットプ
ランの作成と検証を行います。dbed_vmchecksnap コマンドで、スナッププランのコ
ピー、一覧表示、または削除が行えます。また、ストレージがタスクを実行できるように
設定されているかどうかを確認することもできます。
■ db2ed_vmsnap（プライマリホストで使用）

データベースによって使われるミラーボリュームを分割することにより、DB2 データベー
スのスナップショットイメージを作成します。db2ed_vmsnap コマンドを使って、スナッ
プショットボリュームをもとのボリュームに再同期化することもできます。このコマンドに
は、スナップショットボリュームのデータからもとのボリュームを再同期化する機能もあ
り、もとのボリュームが破損した場合に役立ちます。スナップショットボリュームからもと
のボリュームを再同期化することを、逆再同期と呼びます。
■ db2ed_vmclonedb（プライマリホストまたはセカンダリホストで使用）

スナップショットボリュームを使ってクローンデータベースのマウントと起動を行います。
また、このコマンドを使って、クローンデータベースの停止とそのボリュームのデポー
ト、停止したクローンスナップショットデータベースの再起動なども実行できます。ス
ナップショットイメージは、プライマリデータベースを実行するのと同じホスト上または
セカンダリホスト上で表示できます。
これらすべてのコマンドは、DB2 データベース管理者が実行できます。スーパーユーザー
（root）権限は必要ありません。
メモ: Database FlashSnap の操作は、コマンドラインまたは GUI で実行できます。

Database FlashSnap のオプション
Database FlashSnap によるデータベーススナップショットの作成には、3 つのオプション
があります。選択するオプションは、スナッププランで指定します。
■ online_snapshot

このオプションは、次の場合に使います。
■

意思決定支援、レポート、テストのためにクローンデータベースを作成する場合

■

破損したプライマリデータベースを引き継ぐ場合

■

オペレーティングシステムレベルでプライマリデータベースをバックアップする場
合
このオプションを指定して db2ed_vmsnap コマンドを実行すると、最初にデータ
ベースが WRITE SUSPEND モードになります。db2ed_vmsnap によるスナップショッ
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トの作成が完了すると、データベースは WRITE SUSPEND モードから解除されま
す。スナップショットには、オンライン REDO ログを含める必要があります。
■ online_mirror

このオプションは、ホットバックアップを作成する際に使います。online_mirror オプ
ションは、クローンデータベースを作成せずにデータベースのミラーを作成します。
online_mirror オプションを使う場合は、クローンデータベースを作成できません。
ミラーデータベースは、メディア障害が発生した場合にプライマリデータをリストアする
ために使えます。
このオプションを指定して db2ed_vmsnap コマンドを実行すると、最初にデータベー
スが WRITE SUSPEND モードになります。db2ed_vmsnap によるスナップショットの作
成が完了すると、データベースは WRITE SUSPEND モードから解除されます。スナッ
プショットにはアクティブなログを含めないでください。
■ offline

offline オプションは、データベースのクローンやバックアップを作成する際に使え

ます。このオプションを使ってスナップショットを作成する場合は、データベースが停
止している必要があります。データベースが停止しているため、データベースを WRITE
SUSPEND モードにする必要はありません。このタイプのスナップショットは、有効なデー
タベースバックアップになります。スナップショットには、データベースによって使われ
るすべてのデータとアクティブなトランザクションログ領域のボリュームを含める必要が
あります。
メモ: このリリースの Veritas Storage Foundation for DB2 では、Database FlashSnap
がサポートするのはサードミラーブレークオフスナップショットのみです。サードミラー
ブレークオフスナップショットは、完全に同期化されたフルサイズのスナップショットで
す。『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

Database FlashSnap の計画方法
Database FlashSnap を使う前に、使うアプリケーションを決定する必要があります。また、
次の点についても、決定する必要があります。
■

適切なスナップショットモードは online_snapshot、online_mirror、offline の
どれか。

■

必要なホストは 1 台か、2 台か。

スナップショットモード
表 11-1 では、各スナップショットモードの一般的な使用法を示します。
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表 11-1

スナップショットモードとその目的

スナップショットモード

目的

online_snapshot

次の場合は、online_snapshot を選択します。
データベースのクローンを作成する場合。クローンデータベー
スは、意思決定支援分析、レポート、開発またはテストに使え
ます。
■ プライマリデータベースが破損した場合に、プライマリの役割
を引き継ぐか、逆再同期を実行することによって、プライマリ
データベースをリカバリする場合。online_snapshot を選
択した場合は、ログをロールフォワードできません。これはプ
ライマリとセカンダリのログシーケンスが異なるからです。
■ プライマリデータベースを同じホスト上または別のホスト上で
バックアップする場合。
■

online_mirror

次の場合は、online_mirror を選択します。
■

ホットバックアップイメージを作成する場合。

異なるストレージセットを使って、プライマリデータベースを同
じホスト上のオペレーティングシステムレベルでバックアップ
する場合。
■ プライマリデータベースが破損した場合は、プライマリデータ
ベースの特定時点でのリカバリを実行します。
online_mirror を選択した場合は、ロールフォワードに
よってデータベースの変更内容をリカバリできます。
■

offline

次の場合は、offline を選択します。
本番運用データベースのクローンを作成する場合（データ
ベースがオフラインの場合）。クローンデータベースは、意思
決定支援分析、レポート、開発またはテストに使えます。
■ 本番運用データベースをバックアップする場合（データベー
スがオフラインの場合）。
■

1 つ以上のスナップショットホスト
プライマリデータベースの処理効率の維持が重要な場合は、スナップショットの処理をセ
カンダリホストに肩代わりさせることができます。オフホスト処理の場合は、プライマリホスト
とセカンダリホストでストレージを共有する必要があります。
コストの節約が重要な場合は、プライマリデータベースと同じホストで処理を行うことによ
り、ハードウェアのコストを節約できます。
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Database FlashSnap のためのホストとストレージ
Database FlashSnap には十分な Veritas Volume Manager ディスク領域が必要です。
Database FlashSnap はデータベースが存在するホスト（プライマリホスト）、またはセカン
ダリホストで使えます。
Database FlashSnap の操作のためにストレージ構成を設定する作業はシステム管理者
の役割であり、スーパーユーザー（root）権限を必要とします。Database FlashSnap ユー
ティリティには、ストレージ設定を適切に設定する機能はありません。

単一ホスト構成
図 11-1 は、プライマリホストに Database FlashSnap を導入してディスクの競合を避ける
方法を示しています。
プライマリホストでの Database FlashSnap ソリューションの例

図 11-1

プライマリホスト

1

SCSI または
ファイバーチャネル
の接続

2

本番運用データベースを
格納するプライマリ
ボリュームを含むディスク

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

2 台ホスト構成
2 台のホストを使う Database FlashSnap 設定では、本番運用データベースが実行され
ているプライマリホストの処理効率を低下させることなく、CPU や I/O に負荷のかかるオ
ンラインバックアップや意思決定支援といった操作を実行できます。また、2 台ホスト構成
を使うことにより、スナップショットデータベースによるプライマリホスト上の I/O リソースの
競合も回避できます。
図 11-2 は、2 台ホスト構成の状態を示しています。
オフホスト処理アプリケーションでは、スナップショットデータベースが作成されたストレー
ジをプライマリホストとセカンダリホストで共有する必要があります。スナップショットボリュー
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ムを保持するディスクに、プライマリホストとセカンダリホストの両方からアクセスできる必要
があります。
オフホストでの Database FlashSnap ソリューションの例

図 11-2

セカンダリホスト

プライマリホスト

ネットワーク

1

2

本番運用データベースを
格納するプライマリ
ボリュームを含むディスク

SCSI または
ファイバーチャネル
の接続

スナップショットボリュームを
含むディスクボリューム

ホストとストレージの必要条件
Database FlashSnap を使う前に次の点を確認してください。
■

すべてのファイルが VxVM ボリュームの VxFS ファイルシステム上にあること。RAW
デバイスはサポートされていません。

■

コンテナへのシンボリックリンクはサポートされていません。

■

DB2 のコンテナとアクティブなログが同じディスクグループにあること。

さらに、2 台のホストで Database FlashSnap を使う場合は、次の点を確認してください。
■

プライマリホストとセカンダリホストで、Veritas Storage Foundation for DB2 のバー
ジョンが同じであること。

■

両方のホストに同じバージョンの DB2 がインストールされていること。

■

DB2 バイナリとデータファイルが別のボリューム、別のディスクに分散されていること。

■

両方のホストでデータベースユーザーとグループの UNIX ログインが同じであること。

■

両方のホストで Veritas Storage Foundation for DB2 Enterprise Edition のライセ
ンスがあること。
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データベースによって使われるボリュームまたはボリュームセットのス
ナップショットミラーの作成
Database FlashSnap を使って、データベースによって使われるボリュームを別のディス
クにミラー化することや、そのミラーを使ってデータベースのスナップショットを作成するこ
とができます。これらのスナップショットボリュームは、切り離して別のディスクグループに
配置できます。このスナップショットディスクグループは、プライマリホストと同じストレージ
を共有する別のホストにインポートできます。スナップショットボリュームをプライマリボリュー
ムに定期的に再同期化することにより、プライマリデータベースの最新の変更内容を取得
できます。プライマリデータベースが破損した場合は、スナップショットボリュームからすば
やくリストアできます。スナップショットボリュームは、バックアップとリカバリ、クローンデー
タベースの作成など、様々な目的に使えます。
データベースのスナップショットを作成する前に、データベースデータファイルによって使
われているすべてのボリュームのスナップショットミラーを作成する必要があります。
スナップショットミラーの作成前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

スーパーユーザー（root）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。ディス
クグループのバージョンの詳細については、vxdg（1M）のオンラインマ
ニュアルページを参照してください。
データ変更オブジェクト（DCO）と DCO ログボリュームが、スナップショッ
トを作成するボリュームに関連付けられていることを確認してください。
既存のデータベースボリュームで永続 FastResync が有効になってお
り、スナップショットボリュームに対してディスクが割り当てられている必要
があります。FastResync は、ミラーに含まれていない保存データへの更
新を追跡することにより、ミラーの再同期化を最適化します。スナップショッ
トミラーがプライマリボリュームに再接続されたときは、含まれていない更
新データを再適用するだけでスナップショットミラーを再同期化できます。
FastResync により、ボリュームのスナップショット機能の効率が向上し、
バックアップや意思決定支援などの操作がより確実にサポートされます。
FastResync の詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガ
イド』を参照してください。
スナップショットミラーとそれに関連する DCO ログが、もとのミラープレッ
クスとは別のディスク上に存在すること、またスナップショットを作成でき
るようにシステム管理者によって正しく設定されていることが必要です。
スナップショットミラーを作成するときは、プライマリボリュームと異なるコ
ントローラまたはディスク上にスナップショットを作成してください。
ディスクグループ内のボリュームがデータベースに使われていないかど
うかのスナッププランの有効性確認（db2ed_vmchecksnap）に失敗し
ました。

■

■

■

■

■
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使用上のメモ
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DB2 データベースに関連するファイルを格納するための独立したディス
クグループを作成します。
■ DB2 データベースファイルとその他のソフトウェアの間でボリュームを共
有しないでください。
■ スナップショットミラーに INSTANCE_HOME を含めることはできません。
■

再同期中に必要な時間は、切断中にプライマリボリュームとスナップショッ
トボリュームで変更されたデータ量によって異なります。
■ もとのミラーとスナップショットミラーの間でディスクを共有しないでくださ
い。
■ データファイルのスナップショットミラーとアーカイブログは、もとのボリュー
ムのデータを含むディスクを共有しないように作成する必要があります。
このように作成されていない場合は、VxVM ディスクグループを分割で
きず、その結果、Database FlashSnap が機能しません。
■

メモ: Database FlashSnap のコマンドはサードミラーブレークオフスナップ
ショットだけをサポートします。スナップショットミラーは、必ず SNAPDONE 状
態になります。

ボリュームのスナップショットミラーを作成するには

1

ボリュームを作成します。
vxassist -g diskgroup make volume_name size disk_name

次に例を示します。
# vxassist -g PRODdg make snapvset_1 8g data01

2

DCO を作成し、ボリューム上で FastResync を有効にします。
vxsnap -g diskgroup prepare volume_name [alloc=storage_attribute]

次に例を示します。
# vxsnap -g PRODdg prepare snapvset [alloc="snap01"]
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3

DCO と DCO ログがボリュームに接続されていることを確認します。
vxprint -g diskgroup -F%fastresync volume_name
vxprint -g diskgroup -F%hasdcolog volume_name

指定したボリュームに DCO と DCO ログボリュームが接続されている場合は、このコ
マンドにより on が返されます。
次に例を示します。
# vxprint -g PRODdg -F%fastresync snapdata
on
# vxprint -g PRODdg -F%hasdcolog snapdata
on

4

ボリュームのミラーを作成します。
vxsnap -g diskgroup addmir volume_name [alloc=storage_attribute]

次に例を示します。
# vxsnap -g PRODdg addmir snapdata [alloc="data02"]

5

ボリュームの使用可能なミラー化データプレックスを一覧表示します。
vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in \"volume_name\""

次に例を示します。
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in\"snapdata\""
snapdata-01
snapdata-02

6

ボリュームのブレークオフデータプレックスで dbed_flashsnap タグを設定します。
vxedit -g diskgroup set putil2=dbed_flashsnap plex_name

次に例を示します。
# vxedit -g PRODdg set putil2=dbed_flashsnap snapdata-02
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7

dbed_flashsnap タグが、ボリュームセットにある各ボリュームのデータプレックスで

設定済みであることを確認します。
vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in \"volume_name\" \
&& p2 in \"dbed_flashsnap\""

次に例を示します。
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in \"snapdata\" \
&& p2 in \"dbed_flashsnap\""
snapdata-02

8

ディスクグループ設定を確認します。
vxprint -g diskgroup

次に例を示します。
# vxprint -g PRODdg
TY NAME
dg PRODdg

ASSOC
PRODdg

KSTATE
-

LENGTH
-

dm data01
dm data02

Disk_17
Disk_24

-

33483648 33483648 -

-

-

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED

16777216 16777216 16777216 0
16777216 16777216 0
1696
1696
1696
0
1696
1696
0

ACTIVE
ACTIVE
SNAPDONE
ACTIVE
ACTIVE
DCOSNP
-

-

-

v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

snapdata
fsgen
snapdata-01 snapdata
data01-01
snapdata-01
snapdata-02 snapdata
data02-01
snapdata-02
snapdata_dco snapdata
snapdata_dcl gen
snapdata_dcl-01 snapdata_dcl
data01-02
snapdata_dcl-01
snapdata_dcl-02 snapdata_dcl
data02-02
snapdata_dcl-02

PLOFFS STATE
-

TUTIL0 PUTIL0
-
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ボリュームセットのスナップショットミラーを作成するには

1

ボリュームを作成します。
vxassist -g diskgroup make volume_namesizedisk_name

次に例を示します。
# vxassist -g PRODdg make snapvset_1 8g snap01
# vxassist -g PRODdg make snapvset_2 4g snap01

2

VxFS で使うボリュームセットを作成します。
vxvset -g diskgroup -t vxfs make vset_namevolume_name

次に例を示します。
# vxvset -g PRODdg -t vxfs make snapvset snapvset_1

3

ボリュームをボリュームセットに追加します。
vxvset -g diskgroup addvol vset_namevolume_name

次に例を示します。
# vxvset -g PRODdg addvol snapvset snapvset_2

4

DCO を作成し、ボリュームセット上で FastResync を有効にします。
vxsnap -g diskgroup prepare vset_name [alloc=storage_attribute]

次に例を示します。
# vxsnap -g PRODdg prepare snapvset [alloc="snap01"]
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5

DCO と DCO ログがボリュームセットの各ボリュームに接続されていることを確認しま
す。
vxprint -g diskgroup -F%fastresync volume_name
vxprint -g diskgroup -F%hasdcolog volume_name

指定したボリュームに DCO と DCO ログボリュームが接続されている場合は、このコ
マンドにより on が返されます。
次に例を示します。
# vxprint
on
# vxprint
on
# vxprint
on
# vxprint
on

6

-g PRODdg -F%fastresync snapvset_1
-g PRODdg -F%fastresync snapvset_2
-g PRODdg -F%hasdcolog snapvset_1
-g PRODdg -F%hasdcolog snapvset_2

ボリュームセットボリュームのミラーを作成します。
vxsnap -g diskgroup addmir vset_name [alloc=storage_attribute]

次に例を示します。
# vxsnap -g PRODdg addmir snapvset [alloc="snap02"]

7

ボリュームセットにある各ボリュームの使用可能なミラー化データプレックスを一覧表
示します。
vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in \"volume_name\""

次に例を示します。
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in\"snapvset_1\""
snapvset_1-01
snapvset_1-02
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in\"snapvset_2\""
snapvset_2-01
snapvset_2-02
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8

ボリュームセットにある各ボリュームのブレークオフデータプレックスで
dbed_flashsnap タグを設定します。
vxedit -g diskgroup set putil2=dbed_flashsnap plex_name

次に例を示します。
# vxedit -g PRODdg set putil2=dbed_flashsnap snapvset_1-02
# vxedit -g PRODdg set putil2=dbed_flashsnap snapvset_2-02

第 11 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
Database FlashSnap のためのホストとストレージ

9

dbed_flashsnap タグが、ボリュームセットにある各ボリュームのデータプレックスで

設定済みであることを確認します。
vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in \"volume_name\" \
&& p2 in \"dbed_flashsnap\""

次に例を示します。
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in \"snapvset_1\" \
&& p2 in \"dbed_flashsnap\""
snapvset_1-02
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in \"snapvset_2\" \
&& p2 in \"dbed_flashsnap\""
snapvset_2-02
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10 スナップショットボリュームの設定を確認します。
vxprint -g diskgroup

次に例を示します。
# vxprint -g PRODdg
TY NAME
ASSOC
dg PRODdg
PRODdg

KSTATE
-

LENGTH
-

dm snap01
dm snap02

-

33483648 33483648 -

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED

16777216
16777216
16777216
16777216
16777216
1696
1696
1696
1696
1696
8388608
8388608
8388608
8388608
8388608
1120
1120
1120
1120
1120

vt
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

Disk_9
Disk_11

snapvset
snapvset_1
snapvset
snapvset_1-01 snapvset_1
snap01-01
snapvset_1-01
snapvset_1-02 snapvset_1
snap02-01
snapvset_1-02
snapvset_1_dco snapvset_1
snapvset_1_dcl gen
snapvset_1_dcl-01 snapvset_1_dcl
snap01-03
snapvset_1_dcl-01
snapvset_1_dcl-02 snapvset_1_dcl
snap02-02
snapvset_1_dcl-02
snapvset_2
snapvset
snapvset_2-01 snapvset_2
snap01-02
snapvset_2-01
snapvset_2-02 snapvset_2
snap02-03
snapvset_2-02
snapvset_2_dco snapvset_2
snapvset_2_dcl gen
snapvset_2_dcl-01 snapvset_2_dcl
snap01-04
snapvset_2_dcl-01
snapvset_2_dcl-02 snapvset_2_dcl
snap02-04
snapvset_2_dcl-02

PLOFFS STATE
-

0
0
0
0
0
0
0
0

TUTIL0
-

PUTIL0
-

-

-

-

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
SNAPDONE
ACTIVE
ACTIVE
DCOSNP
ACTIVE
ACTIVE
SNAPDONE
ACTIVE
ACTIVE
DCOSNP
-

-

-

次の例は、ディスクグループ PRODdg に属するボリューム data_vol のスナップショットミ
ラーを作成する手順を示しています。
ボリューム data_vol をミラー化できるように準備します。
# vxsnap -g PRODdg prepare data_vol alloc=PRODdg01

FastResync が有効なことを確認します。
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# vxprint -g PRODdg -F%fastresync data_vol
on

DCO と DCO ログがボリュームに接続されていることを確認します。
# vxprint -g PRODdg -F%hasdcolog data_vol
on
data_vol のスナップショットミラーを作成します。
# vxsnap -g PRODdg addmir data_vol alloc=PRODdg02

データプレックスをリストします。
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in \"data_vol\""
data_vol-01
data_vol-02
SNAPDONE 状態になっているプレックスを選択します。vxprint -g diskgroup コマンド

を使って、SNAPDONE 状態になっているプレックスを識別します。
使うデータプレックスを決定し、それに tag_name タグを設定します。
# vxedit -g PRODdg set putil2=PRODtag data_vol-02

目的のデータプレックス data_vol-02 に PRODtag タグが設定されたことを確認します。
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in \"data_vol\" \
&& p2 in \"PRODtag\""
data_vol-02

スナップショットボリュームが正常に作成されたことを確認するには、次のように vxprint
-g disk_group コマンドを使います。
# vxprint -g PRODdg
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v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

data_vol
fsgen
data_vol-01
data_vol
PRODdg03-01
data_vol-01
data_vol-02
data_vol
PRODdg02-01
data_vol-02
data_vol_dco data_vol
data_vol_dcl gen
data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
PRODdg01-01
data_vol_dcl-01
data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
PRODdg02-02
data_vol_dcl-02

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED

4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
560
560
5600
560
5600

0
0
-

ACTIVE
ACTIVE
SNAPDONE
ACTIVE
ACTIVE
DCOSNP
-

-

-

指定したプレックスが SNAPDONE 状態になっていることを確認します。この例では、
data_vol-02 を確認します。
これで、スナップショットミラーを使う準備ができました。

Database FlashSnap for DB2 で使う既存のボリュームのアップグレード
VxVM 5.0 より前のバージョンを使って作成されたボリュームをアップグレードして、
Database FlashSnap を利用できるようにする必要があります。
メモ: データベースの FlashSnap は、VxVM 4.0 より前のバージョンを使って作成された
スナップショットをサポートしていません。
DCO ボリュームのプレックスでは、ディスク上の永続ストレージ領域が使える状態にある
必要があります。DCO プレックスで使う領域を用意するために、ディスクグループにさらに
ディスクを追加するか、既存のボリュームを再設定しディスクグループ内の領域を解放す
る必要がある場合があります。ディスク領域を追加する別の方法は、ディスクグループの
移動機能を使って別のディスクグループからスペアディスクを持ってくることです。
vxassist コマンドで作成した既存のスナップショットボリュームはサポートされていませ

ん。vxassist と vxsnap によって作成されたスナップショットボリュームの組み合わせも
サポートされません。
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以前のバージョンの VxVM で作成された既存のボリュームをアップグレードするには

1

残りの手順を実行する前に、ボリュームを含むディスクグループをバージョン 120 以
上にアップグレードします。ディスクグループのバージョンを確認するには、次のコマ
ンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

2

アップグレードするボリュームに VxVM の以前のバージョンの DRL プレックスまた
はサブディスクがある場合は、次のコマンドを使って削除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume [nlog=n]

削除するログ数を指定するには、オプションの属性 nlog=n を使い、n にその数を指
定します。デフォルトでは、vxassist コマンドで削除されるログは 1 つです。

3

1 つ以上のスナップショットボリュームが関連付けられているボリュームの場合は、次
のコマンドを使って各スナップショットの再接続または再同期を行います。
# vxsnap [-g diskgroup] snapback snapvol

スナップショットを取得する前にボリュームで永続 FastResync が有効であった場合
は、スナップショットプレックス内のデータがもとのボリュームからすばやく再同期化
されます。永続 FastResync が無効であった場合は、完全再同期化が実行されま
す。

4

次のコマンドを使って、ボリュームの永続 FastResync を無効にします。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume

5

次のコマンドを使って、VxVM の以前のバージョンの DCO オブジェクト、DCO ボ
リュームまたはスナップオブジェクトとボリュームとの関連づけを解除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=dco
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6

ボリュームで次のコマンドを使って、ボリュームをアップグレードします。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume \
alloc="disk_name1,disk_name2"

スナップショット DCO プレックスの保存場所と、他の移動しないデータまたは DCO
プレックスとの重複を避けるために、2 つのディスク名を指定します。
vxsnap prepare コマンドは、ボリュームとボリュームから生成されたすべてのスナッ

プショットに対する永続 FastResync を自動的に有効にします。また、スナップショッ
トを作成するボリュームに DCO と DCO ログボリュームを関連付けます。

7

既存の DCO プレックスを表示し、それが既存のデータプレックスに対して十分かど
うかを調べるには、次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup

既存のデータプレックスごとに 1 つの DCO プレックスが必要です。

8

既存のデータプレックスに対して DCO プレックスが足りない場合は、DCO プレック
スを追加作成します。
# vxsnap [-g diskgroup] addmir dco_volume_name [alloc=disk_name]

ここでは、dco_volume_name が作成する DCO ボリューム名になっています。

9

プレックスが SNAPDONE 状態の場合は、ACTIVE 状態に変換します。
# vxplex [-g diskgroup] convert state=ACTIVE data_plex

10 データプレックスを SNAPDONE 状態に変換し、スナップショット操作に使うデータプ
レックスに DCO プレックスを関連付けます。
# vxplex [-g diskgroup] -o dcoplex=dco_plex_name convert \
state=SNAPDONE data_plex
dco_plex_name は、作成する DCO プレックスの名前です。

この例では、VxVM 5.0 の機能を使うために data_vol ボリュームをアップグレードしま
す。
ディスクグループ PRODdg をアップグレードします。
# vxdg upgrade PRODdg

アップグレードするボリュームから、以前のバージョンの VxVM に属している DRL プレッ
クスまたはサブディスクを削除します。
# vxassist -g PRODdg remove log data_vol logtype=drl
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アップグレードするプライマリボリュームにスナップショットボリュームを再接続します。
# vxsnap -g PRODdg snapback SNAP-data_vol

アップグレードするボリュームの FastResync を無効にします。
# vxvol -g PRODdg set fastresync=off data_vol

古い DCO オブジェクトと DCO ボリュームの関連付けを解除し、削除します。
# vxassist -g PRODdg remove log

data_vol logtype=dco

新しい DCO オブジェクトと DCO ボリュームを関連付けることにより、ボリュームをアップグ
レードします。
# vxsnap -g PRODdg prepare data_vol alloc="PRODdg01 PRODdg02"

現在の DCO プレックスとプレックスの状態を表示します。
この例では、データプレックスに対して十分な DCO プレックスがあります。また、データプ
レックスは DCO プレックスに関連付けられていません。
# vxprint -g PRODdg
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

data_vol
fsgen
data_vol-01 data_vol
PRODdg01-01 data_vol-01
data_vol-04 data_vol
PRODdg02-03 data_vol-04
data_vol_dco data_vol
data_vol_dcl gen
data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
PRODdg01-02 data_vol_dcl-01
data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
PRODdg02-02 data_vol_dcl-02

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
---560
560
560
560
560

0
0
0
0

ACTIVE
ACTIVE
SNAPDONE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

-

-

データプレックスの状態を SNAPDONE から ACTIVE に変更します。
# vxplex -g PRODdg convert state=ACTIVE data_vol-04

データプレックスに新しい DCO プレックスを関連付け、SNAPDONE 状態に戻します。
# vxplex -g PRODdg -o dcoplex=data_vol_dcl-02 convert \
state=SNAPDONE data_vol-04
# vxprint -g PRODdg
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pl
sd
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

data_vol-03 PRODdg02-01 data_vol-03
data_vol
fsgen
data_vol-01 data_vol
PRODdg01-01 data_vol-01
data_vol-04 data_vol
PRODdg02-03 data_vol-04
data_vol_dco data_vol
data_vol_dcl gen
data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
PRODdg01-02 data_vol_dcl-01
data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
PRODdg02-02 data_vol_dcl-02

DISABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED

4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
560
560
560
560
560

0
0
0
0
0

ACTIVE
ACTIVE
SNAPDONE
ACTIVE
ACTIVE
DCOSNP
-

-

-

この例では、データプレックスに対して DCO プレックスが不足しています。
# vxprint -g PRODdg
pl
sd
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd

data_vol-03 PRODdg02-01 data_vol-03
data_vol
fsgen
data_vol-01 data_vol
PRODdg01-01 data_vol-01
data_vol-04 data_vol
PRODdg02-03 data_vol-04
data_vol_dco data_vol
data_vol_dcl gen
data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
PRODdg01-02 data_vol_dcl-01

DISABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
---ENABLED
ENABLED
ENABLED

4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
560
560
560

0
0
0
0

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

vxassist mirror コマンドを使って、DCO プレックスを DCO ボリュームに追加します。
# vxsnap -g PRODdg addmir data_vol_dcl alloc=PRODdg02

データプレックスに新しい DCO プレックスを関連付け、SNAPDONE 状態にします。
# vxplex -g PRODdg -o dcoplex=data_vol_dcl-02 convert
state=SNAPDONE -V data_vol-04
# vxprint -g PRODdg

第 11 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
データベーススナップショット手順の概略

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

data_vol-03 data_vol
fsgen
data_vol-01 data_vol
PRODdg01-01 data_vol-01
data_vol-04 data_vol
PRODdg02-03 data_vol-04
data_vol_dco data_vol
data_vol_dcl gen
data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
PRODdg01-02 data_vol_dcl-01
data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
PRODdg02-02 data_vol_dcl-02

DISABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED

4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
4194304
60
560
560
560
560

0
0
0
0

ACTIVE
ACTIVE
SNAPDONE
ACTIVE
ACTIVE
DCOSNP
-

-

-

データベーススナップショット手順の概略
Database FlashSnap コマンドを使うことにより、データベース全体のスナップショットを同
じホスト上または別のホスト上に作成できます。作成できるスナップショットには、
online_snapshot、online_mirror、offline の 3 種類があります。
スナッププランで SNAPSHOT_MODE を online_snapshot に設定した場合、db2ed_vmsnap
は最初にデータベースを WRITE_SUSPEND モードにします。データベースが
WRITESUSPEND モードになったら、ミラーを切り離し、スナップショットボリュームを別のディ
スクグループに分割することによって、スナップショットボリュームが作成されます。分割さ
れたディスクグループには、スナッププランで指定した接頭辞が付きます。データベース
の WRITESUSPEND モードは、write resume コマンドを使って解除されます。
セカンダリホストで db2ed_vmclonedb コマンドを実行することにより、ディスクグループを
インポートしてクローンデータベースを作成できます。db2ed_vmsnap コマンドを実行す
ることにより、スナップショットボリュームをプライマリデータベースと同期化できます。また、
プライマリデータベースが破損した場合は、スナップショットボリュームを使ってリストアす
ることもできます。その場合は、スナッププランの ALLOW_REVERSE_RESYNC パラメータを
yes に設定する必要があります。
SNAPSHOT_MODE を online_mirror に設定した場合、db2ed_vmsnap はデータベース

を WRITESUSPEND モードにします。ミラーを切り離し、スナップショットボリュームを別の
ディスクグループに分割することによって、スナップショットボリュームが作成されます。分
割されたディスクグループには、スナッププランで指定した接頭辞が付きます。データベー
スの WRITESUSPEND モードは、write resume コマンドを使って解除されます。プライマ
リデータベースが破損した場合は、データベーススナップショットを使ってリストアすること
もできます。
SNAPSHOT_MODE を offline に設定した場合は、スナップショットを作成する前にデータ

ベースが停止している必要があります。セカンダリホストは、プライマリホストとは異なるホ
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ストである必要があります。データベースが停止しているため、アクティブなログは存在し
ません。
online_snapshot、online_mirror、offline の各スナップショットによって、データ

ベースの有効なバックアップイメージが提供されます。スナップショットは、データベース
をバックアップするためのデータ元として、または意思決定支援システム用のクローンデー
タベース（online_snapshot または offline を指定した場合のみ）を作成するための
データ元として使えます。
Database FlashSnap コマンドを使うと、スナッププランを使ったデータベースにおいて
すべてのボリュームを対象にスナップショットを作成することができます。必要に応じて、
ボリュームのスナップショットを作成する VxVM コマンド（vxsnap）を使うこともできます。
ただし、Database FlashSnap のコマンドと異なり、vxsnap コマンドではディスクグループ
の内容の再構成機能が自動化されていません。
vxsnap コマンドについての詳細は、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照

してください。
メモ: スナップショットを作成する前に、データベースが使うボリュームが適切に設定され
ているか確認してください。これを行うには、スーパーユーザー（root）権限が必要です。
データベースの構造を（たとえば、コンテナの追加や削除によって）変更する場合は、常
に db2ed_update を実行する必要があります。
Database FlashSnap のコマンドは、DB2 インスタンス所有者が実行する必要がありま
す。
データベースのスナップショットイメージを作成するには

1

ボリュームまたはボリュームセットのスナップショットミラーを作成します。
p.194 の 「データベースによって使われるボリュームまたはボリュームセットのスナップ
ショットミラーの作成」 を参照してください。

2

db2ed_vmchecksnap コマンドを使い、スナッププランテンプレートを作成し、ボリュー

ム設定がデータベースのボリュームスナップショットを作成できる状態かどうかを確認
します。
スナッププランには、スナップショットの作成と再同期化に必要な、データベースとボ
リュームに関する詳細な設定情報が含まれます。スナッププランテンプレートは、テ
キストエディタを使って修正できます。
db2ed_vmchecksnap コマンドも、次の操作に使えます。
■

特定の DB2DATABASE に関連付けられたすべてのスナッププランを表示しま
す（db2ed_vmchecksnap -o list）。

■

リポジトリからスナッププランを削除します（db2ed_vmchecksnap -o remove
-f SNAPPLAN）。
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■

スナッププランをリポジトリからローカルディレクトリにコピーします
（db2ed_vmchecksnap -o copy -f SNAPPLAN）。

3

コマンドを使って、データベースのスナップショットボリュームを作成します。

4

セカンダリホストで、db2ed_vmclonedb コマンドを使って、プライマリホストからデポー
トしたディスクグループを使うクローンデータベースを作成します。
db2ed_vmclonedb コマンドでプライマリホストからデポートされたディスクグループ

のインポート、スナップショットボリュームのリカバリ、ファイルシステムのマウント、デー
タベースのリカバリを行い、さらにデータベースをオンラインにします。セカンダリホス
トが異なる場合は、データベース名は同じでも構いません。-o recoverdb オプショ
ンを使うことにより、db2ed_vmclonedb で自動データベースリカバリを実行できます。
また、-o mount オプションを使うことにより、特定時点でのリカバリを実行して手動
でデータベースを起動できます。特定時点でのリカバリを実行するには、スナップ
ショットモードが online_snapshot である必要があります。
プライマリホストにクローンを作成することもできます。プライマリとセカンダリのどちら
のホストにクローンを作成するかは、スナッププランの設定値で指定します。

5

以上で、クローンデータベースを使って、データベースバックアップとその他のオフ
ホスト処理作業を行うことができます。

6

クローンデータベースを使うと、スナップショットのデータからもとのボリュームを逆再
同期することができます。将来使うために、スナップショットボリュームをもとのボリュー
ムと再結合（つまり、スナップショットボリュームを再同期化）すると、クローンデータ
ベースを破棄できます。

図 11-3 は、Database FlashSnap を使ってスナップショットを作成するまでの一連の手
順を示しています。
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図 11-3

データベースのスナップショットを作成する際の前提条件

ストレージ設定を決定する

Database FlashSnap のための
ホストとストレージを準備する

デフォルトのスナッププランを作成する
（db2ed_vmchecksnap -o
setdefaults）

デフォルト値を変更するか？

はい

スナッププランを修正する

いいえ

スナッププランの有効性を確認する
（db2ed_vmchecksnap -o validate）

有効性を確認できたか？

いいえ

はい

エラーを解決する
スナップショット

Database FlashSnap を使ってデータベースのスナップショットを作成した後は、様々な
操作を行うことができます。バックアップおよびオフホスト処理に使うデータベースのクロー
ンを作成できます。スナップショットボリュームは、プライマリデータベースと再同期するこ
とができます。プライマリデータベースに障害が発生した場合は、スナップショットボリュー
ムを逆再同期することによってプライマリデータベースをリカバリできます。
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図 11-4

SNAPSHOT_MODE が online_snapshot または offline に設定されて
いる場合に実行できる操作

スナップ
ショット

スナップショットボリュームを作成
する
（db2ed_vmsnap
-o snapshot）

データベースの
クローンを作成するか？

いいえ

はい
セカンダリホスト上の
クローンを使うか？
SNAPSHOT_MODE
がオフラインの場合はいを選択

スナップショット
ボリュームを再同期するか？

はい

スナップショット
ディスクグループが
インポートされる

いいえ
はい

次のいずれかを選択 :
（1）スナップショットボリュームを
マウントする
（2）データベースのクローンを
自動的に作成する

再同期する。スナップショット
ボリュームを再接続する
（db2ed_vmsnap
-o resync）

(1)

(2)
スナップショットボリュームをマウン
トして自動的にクローンを作成する
（db2ed_vmclonedb
-o recoverdb）

スナップショットボリュームをマウ
ントする（db2ed_vmclonedb
-o mount）
いいえ
クローンデータベースを手動でリカ
バリするか、ファイルシステムを
バックアップする

逆再同期を開始する（db2ed_vm
snap -o
reverse_resync_begin）

クローンが手動でリカバリされた場
合状態を更新する
（db2ed_vmclonedb
-o update_status）

クローンデータベース
での作業は完了か？
逆再同期の変更を
コミットするか？

はい
クローンデータベースを停止して
スナップショットボリュームを
マウント解除する
（db2ed_vmclonedb -o umount）

いいえ
はい

クローンがあるのは
セカンダリホスト上か？

スナップショット
はい ディスクグループを
デポートする

いいえ
スナップショット
での作業は完了か？
逆再同期の変更を
コミットする
（db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_commit）

逆再同期を中止する
（db2ed_vmsnap
-o reverse_resync_abort）

はい

いいえ

クローンデータベースを再起動
する（db2ed_vmclonedb
-o restartdb）
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図 11-5

SNAPSHOT_MODE が online_mirror に設定されている場合に実行
できる操作

スナップ
ショット

スナップショットボリュームを作成
する
（db2ed_vmsnap
-o snapshot）

いいえ

スナップショット
ボリュームをマウントするか？

はい
スナップショット
ボリュームを再同期するか？
スナップショットボリュームをマ
ウントする（db2ed_vmclonedb
-o mount）

はい
再同期する。スナップショット
ボリュームを再接続する
（db2ed_vmsnap
-o resync）
いいえ

逆再同期を開始する（db2ed_vm
snap -o
reverse_resync_begin）

逆再同期の変更を
コミットするか？

いいえ
はい

逆再同期を中止する（db2ed_vmsn
ap -o
reverse_resync_abort）

逆再同期の変更を
コミットする
（db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_commit）

準備ができたら、スナップショッ
トボリュームをマウント解除する
（db2ed_vmclonedb
-o umount）

スナップショット
での作業は完了か？
はい
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スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の作成
db2ed_vmchecksnap コマンドは、db2ed_vmsnap が DB2 データベースのスナップショッ

トを作成する際に使うスナッププランを作成します。スナッププランは、スナップショットの
シナリオ（online_snapshot、online_mirror または offline など）を指定します。
選択したスナッププランファイルには名前を付けることができます。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。
表 11-2 には、db2ed_vmchecksnap を使ってスナッププランの作成または検証を行う場
合に指定するパラメータを示しています。
表 11-2

db2ed_vmchecksnap に指定するパラメータの値

パラメータ

値

SNAPSHOT_VERSION

Veritas Storage Foundation for DB2 のこのメジャーリリースに
おけるスナップショットバージョンを指定します。

PRIMARY_HOST

プライマリデータベースが存在するホストの名前。

SECONDARY_HOST

データベースのインポート先のホストの名前。

PRIMARY_DG

プライマリデータベースが使う VxVM ディスクグループの名前。

SNAPSHOT_DG

スナップショットボリュームを保持するディスクグループの名前。
スナップショットボリュームは、プライマリホストのこのディスクグルー
プに配置され、デポートされます。セカンダリホストはこのディスク
グループをインポートして、クローンデータベースを起動させるこ
とができます。

DB2DATABASE

DB2 データベースの名前。

DB2HOME

データベースのホームディレクトリ。

REDOLOG_DEST

REDO ログのフルパス。
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パラメータ

値

SNAPSHOT_MODE

offline、online_snapshot または online_mirror。
スナップショットを作成するときは、データベースを offline、
online_snapshot、online_mirror のいずれにするかを
指定します。デフォルトの SNAPSHOT_MODE は
online_snapshot です。
データベースの SNAPSHOT_MODE をonline_snapshot また
は online_mirror に設定してスナップショットを作成すると、
db2ed_vmsnap コマンドは最初にデータベースを WRITE
SUSPEND モードにします。db2ed_vmsnap によるスナップショッ
トの作成が完了すると、データベースは WRITE SUSPEND モー
ドから解除されます。データベースがオフラインの場合は、デー
タベースを WRITE SUSPEND モードにする必要はありません。
SNAPSHOT_MODE が offline の場合、セカンダリホストはプラ
イマリホストとは異なるホストである必要があります。
SNAPSHOT_MODE が online_mirror の場合は、プライマリ
ホストがセカンダリホストと同じホストである必要があります。また、
スナッププランの ALLOW_REVERSE_RESYNC パラメータを yes
に設定する必要があります。SNAPSHOT_MODE が
online_snapshot の場合は、プライマリホストとセカンダリホ
ストのいずれかにクローンを作成できます。

SNAPSHOT_PLAN_FOR

database（デフォルト値）。この値を変更することはできません。

SNAPSHOT_PLEX_TAG

スナップショットプレックスタグを指定します。 この変数を使って、
スナップショットを作成するプレックスのタグを指定します。
plex_tag の最大長は 15 文字です。

SNAPSHOT_MIRROR

スナップショットの一部となるミラーの数を指定します。デフォルト
値は 1 です。

SNAPSHOT_VOL_PREFIX

スナップショットボリューム接頭辞を指定します。プライマリディス
クグループから分離したスナップショットボリュームの接頭辞を指
定する場合に、この変数を使います。ボリューム名は 32 文字以
内です。接頭辞を割り当てるときは、ボリューム名の長さを考慮す
る必要があります。
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パラメータ

値

ALLOW_REVERSE_RESYNC

yes または no。
デフォルトでは、逆再同期はオフになっていて（no に設定されて
いるのと同じ）、SNAPSHOT_MODE が online_snapshot に設
定されています。SNAPSHOT_MODE が online_mirror の場
合、逆再同期は yes に設定されているのと同じです。
ALLOW_REVERSE_RESYNC が yes に設定されている場合は、
スナップショットボリュームのデータを使ってプライマリボリューム
を上書きできます。

最初に db2ed_vmchecksnap を実行するときに -o setdefaults オプションを使うと、
変数にデフォルト値を使ってスナッププランが作成されます。その後、手動でファイルを
編集して、スナップショットオプションに変数を設定することができます。
スナッププランを作成する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

ストレージは、正しく設定する必要があります。
p.192 の 「Database FlashSnap のためのホストとストレージ」 を参照してく
ださい。
■ DB2 インスタンス所有者である必要があります。
■

■

■

■

■

■

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。ディス
クグループのバージョンの詳細については、vxdg（1M）のマニュアル
ページを参照してください。
DCO と DCO ボリュームが、スナップショットの作成対象のボリュームに関
連付けられていることを確認してください。
スナップショットプレックスおよびそれらに関連する DCO ログが、もとのプ
レックスとは別のディスク上に存在し、システム管理者によってスナップ
ショットを作成できるように、正しく設定されている必要があります。
既存のデータベースボリュームで永続 FastResync が有効になってお
り、スナップショットボリュームに対してディスクが割り当てられている必要
があります。
LOGRETAIN モードを有効にしてデータベースを実行する必要がありま
す。

217

218

第 11 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の作成

使用上のメモ

■

スナッププランは、プライマリホストで作成する必要があります。

db2ed_vmchecksnap コマンドを使ってスナッププランを作成した後
は、必要に応じて、テキストエディタを使ってファイルを確認および更新
できます。
■ ローカルの作業ディレクトリを作成し、そのディレクトリにスナッププランを
保存することをお勧めします。
■ 詳細については、db2ed_vmsnap（1M）のオンラインマニュアルページ
を参照してください。
■ Database FlashSnap のコマンドは、マルチパーティションの DB2 デー
タベースではサポートされません。
■

スナッププランを作成するには

1

スナッププランを保存する作業ディレクトリに移動します。
$ cd /working_directory

2

db2ed_vmchecksnap コマンドを使って、デフォルト値でスナッププランを作成しま

す。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D DB2DATABASE \
-f SNAPPLAN -o setdefaults -t host_name -p PLEX_TAG

3

テキストエディタでスナッププランファイルを開き、必要に応じて変更します。

メモ: SNAPSHOT_MODE のデフォルト値は online_snapshot です。
この例では、単一ホスト構成のスナップショットイメージに対するスナッププラン snap1 を
作成し、デフォルト値を設定します。ホスト名は host1、作業ディレクトリは
/export/snap_dir です。
$ cd /export/snap_dir
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o setdefaults \
-t host1 -p PRODtag
PROD の Snapplan snap1。
（Snapplan snap1 for PROD.）
=====================================================
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host1
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
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DB2DATABASE=PROD
DB2HOME=/PROD_HOME
REDOLOG_DEST=/PROD_HOME/inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/
SNAPSHOT_MODE=online_snapshot
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=PRODtag
SNAPSHOT_MIRROR=1
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no

次の例では、スナップショットイメージの snap2 スナッププランを 2 台ホスト構成で作成
し、デフォルト値を設定します。プライマリホストは host1、セカンダリホストは host2、作
業ディレクトリは /export/snap_dir です。
$ cd /export/snap_dir
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap2 -o setdefaults \
-p PRODtag -t host2
PROD の Snapplan snap2。
（Snapplan snap2 for PROD.）
=====================================================
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host2
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
DB2DATABASE=PROD
DB2HOME=/PROD_HOME
REDOLOG_DEST=/PROD_HOME/inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/
SNAPSHOT_MODE=online_snapshot
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=PRODtag
SNAPSHOT_MIRROR=1
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1

マルチミラースナップショットの作成
Database FlashSnap の可用性を高めるには、作成されるスナップショットボリュームに複
数のミラーを含める必要があります。このようにすると、ミラーのいずれかが無効になった
場合でもスナップショットボリュームを使えるようになります。ミラーのいずれかが無効に
なった場合でも、スナップショットボリュームをマウントしてデータベーススナップショット全
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体を使うことができます。マルチミラースナップショットを有効にするには、スナッププラン
に SNAPSHOT_MIRROR=n キーワードを指定します。
メモ: マルチミラースナップショットは、FlashSnap ツールのコマンドラインの使用方法や
引数に変更がないようにする必要があります。
スナップショットを作成する前に、タグが設定されたすべてのスナップショットミラーが
SNAPDONE 状態であることを確認してください。
マルチミラースナップショットを作成するには

1

2 つ目のミラーと DCO ログを追加します。2 つ目のミラーと DCO ログにストレージを
割り当てるときは、スナップショットボリュームが分割できることを確認します。スナップ
ショットボリュームが分割できない場合は、db2ed_vmchecksnap が失敗し、該当す
るエラーが表示されます。
# vxsnap -g dg_a

2

addmir dg_a_vol1 alloc=dg_a03

新しく追加したミラーに、最初のミラーのタグと同じタグを付けます。
ボリュームに fastresync = on と dcolog = on が設定され、SNAPDONE ミラーが
すでに 1 つ存在し、db2ed_flashsnap タグが設定されているとします。
# vxedit -g dg_a set putil2=db2ed_flashsnap dg_a_vol1-03

3

スナッププランに SNAPSHOT_MIRROR キーワードを追加します。次に、スナッププラ
ンの例を示します。
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host1
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
DB2DATABASE=PROD
REDOLOG_DEST=/prod_ar
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=db2ed_flashsnap
SNAPSHOT_MIRROR=2
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
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スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の検証
スナッププランを作成したら、スナッププランのパラメータの検証と、スナップショットボリュー
ムがスナップショットを作成できるように正しく設定されているかどうかのチェックを行いま
す。検証に成功すると、スナッププランがリポジトリにコピーされます。スナッププランの検
証は、db2ed_vmchecksnap コマンドの -o validate オプションを使います。
スナッププランの検証を行う前に、次の前提条件と注意事項に従ってください。
前提条件

■

db2ed_vmchecksnap コマンドの実行中は、データベースが起動さ
れ、実行されている必要があります。

使用上のメモ

■

db2ed_vmchecksnap コマンドは、DB2 インスタンス所有者として実
行する必要があります。
デフォルトでは、常に検証が行われます。検証を省略する場合は、-n
オプションを使います。
スナッププランを検証した後で、ストレージ設定の必要条件に合わせて
スナッププランファイルを変更することもできます。
db2ed_vmchecksnap を使ってスナッププランとストレージを検証する
場合は、検証結果を保存できます。検証が失敗した場合、システム管理
者は、この情報を使ってストレージのセットアップを調整できます。
スナッププランを更新または変更した場合は、再検証する必要がありま
す。データベースディスクグループに対して変更を加えた場合は、スナッ
ププランを再検証することをお勧めします。
db2ed_vmchecksnap コマンドはプライマリホストで使う必要がありま
す。
詳細については、db2ed_vmchecksnap（1M）のマニュアルページを
参照してください。

■

■

■

■

■

■

スナッププランを検証するには

1

スナッププランを保存した作業ディレクトリに移動します。
$ cd /working_directory

2

db2ed_vmchecksnap コマンドを使って、スナッププランを検証します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D DB2DATABASE \
-f SNAPPLAN -o validate

HA 環境では、デフォルトのスナッププランを変更し、PRIMARY_HOST および
SECONDARY_HOST の一方または両方のリソースグループに対して定義された仮
想ホスト名を使って検証を実行する必要があります。
この例では、単一ホスト構成のスナップショットイメージに対するスナッププラン snap1 を
検証します。プライマリホストは host1、作業ディレクトリは /export/snap_dir です。
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$ cd /export/snap_dir
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o validate$
SNAPSHOT_MODE is online_snapshot
PRIMARY_HOST は host1 です
（PRIMARY_HOST is host1）
SECONDARY_HOST は host1 です
（SECONDARY_HOST is host1）
PRIMARY_DG-PRODdg の バージョンは 140 です。
（The version of PRIMARY_DG-PRODdg is 140.）
SNAPSHOT_DG は SNAP_PRODdg です
（SNAPSHOT_DG is SNAP_PRODdg）
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）
PRODdg 上のボリューム prodvol1 はスナップショットの準備ができています。
（Volume prodvol1 on PRODdg is ready for snapshot.）
prodvol1 のオリジナルプレックスと DCO ログは PRODdg1 上にあります。
（Original plex and DCO log for prodvol1 is on PRODdg1.）
prodvol2 のスナップショットプレックスと DCO ログは PRODdg2 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for prodvol2 is on PRODdg2.）
PRODdg 上のボリューム prodvol2 はスナップショットの準備ができています。
（Volume prodvol2 on PRODdg is ready for snapshot.）
prodvol2 のオリジナルプレックスと DCO ログは PRODdg1 上にあります。
（Original plex and DCO log for prodvol2 is on PRODdg1.）
prodvol2 のスナップショットプレックスと DCO ログは PRODdg2 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for prodvol2 is on PRODdg2.）
スナップショットの SNAP_PRODdg は次のディスクを含みます
（SNAP_PRODdg for snapshot will include）: PRODdg2
ALLOW_REVERSE_RESYNC は NO です
（ALLOW_REVERSE_RESYNC is NO）
スナッププラン snap1 が作成されました。
（The snapplan snap1 has been created.）
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次の例では、2 台ホスト構成のスナップショットイメージに対するスナッププラン snap2 を
検証します。プライマリホストは host1、セカンダリホストは host2、作業ディレクトリは
/export/snap_dir です。
$ cd /export/snap_dir
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap2 -o validate
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-PRODdg の バージョンは 140 です。
（The version of PRIMARY_DG-PRODdg is 140.）
SNAPSHOT_DG は SNAP_PRODdg です
（SNAPSHOT_DG is SNAP_PRODdg）
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.）
PRODdg 上のボリューム prodvol1 はスナップショットの準備ができています。
（Volume prodvol1 on PRODdg is ready for snapshot.）
arch のオリジナルプレックスと DCO ログは PRODdg1 上にあります。
（Original plex and DCO log for arch is on PRODdg1.）
arch のスナップショットプレックスと DCO ログは PRODdg2 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for arch is on PRODdg2.）
PRODdg 上のボリューム prodvol2 はスナップショットの準備ができています。
（Volume prodvol2 on PRODdg is ready for snapshot.）
prod_db のオリジナルプレックスと DCO ログは PRODdg1 上にあります。
（Original plex and DCO log for prod_db is on PRODdg1.）
prod_db のスナップショットプレックスと DCO ログは PRODdg2 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for prod_db is on PRODdg2.）
スナップショットの SNAP_PRODdg は次のディスクを含みます
（SNAP_PRODdg for snapshot will include）: PRODdg2
ALLOW_REVERSE_RESYNC は NO です
（ALLOW_REVERSE_RESYNC is NO）
スナッププラン snap2 が作成されました。
（The snapplan snap2 has been created.）
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スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の表示、コピー、
削除
特定の DB2 データベースに関するスナッププランをすべて一覧で表示したり、スナップ
プランファイルを表示したり、スナッププランのコピーと削除を実行する前に次の注意事
項に従ってください。
使用上のメモ

ローカルスナッププランを更新または変更した場合は、再検証する必要
があります。
■ データベーススキーマまたはディスクグループを変更した場合は、
db2ed_update を実行した後で、再検証する必要があります。
■

特定の DB2 データベースの使用可能なスナッププランをすべて表示するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D DB2DATABASE -o list

次の例では、データベース PROD で使用可能なすべてのスナッププランを表示しま
す。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -o list
PROD で次のスナッププランを使えます:
（The following snapplan（s）are available for PROD:）
SNAP_PLAN
snap1
snap2

SNAP_STATUS
init_full
init_full

DB_STATUS
-

SNAP_READY
yes
yes

メモ: コマンド出力には、使用可能なすべてのスナッププラン、それらのスナップショッ
トの状態（SNAP_STATUS）、データベースの状態（DB_STATUS）およびスナップショッ
トを作成できるかどうか（SNAP_READY）が表示されます。
p.343 の 「Database FlashSnap スナップショットの状態とデータベースの状態」 を参
照してください。
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スナッププランの詳細情報を表示するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D DB2DATABASE \
-f SNAPPLAN -o list

次の例では、スナッププラン snap1 を表示します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o list
SNAPSHOT_VERSION=4.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host1
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
DB2DATABASE=PROD
DB2HOME=/PROD_HOME
REDOLOG_DEST=/PROD_HOME/inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/
SNAPSHOT_MODE=online_snapshot
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=PRODtag
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=yes
SNAPSHOT_MIRROR=1
STORAGE_INFO
PRODdg02
SNAP_PLEX=prod_db-02
STATUS_INFO
SNAP_STATUS=init_full
DB_STATUS=init
LOCAL_SNAPPLAN=/export/snap_dir/snap1
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スナッププランをリポジトリからカレントディレクトリにコピーするには
◆

既存のスナッププランと似たスナッププランを作成する場合は、既存のスナッププラ
ンのコピーを作成して変更することができます。スナッププランをリポジトリから現在
のディレクトリにコピーする場合は、スナッププランがカレントディレクトリに存在して
いる必要があります。
db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D DB2DATABASE \
-f SNAPPLAN -o copy

次の例では、スナッププラン snap1 をリポジトリから現在のディレクトリにコピーしま
す。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o copy
snap1 を /export/snap_dir にコピーしています
（Copying 'snap1' to '/export/snap_dir')

スナッププランをリポジトリから削除するには
◆

スナッププランが不要になった場合には、ローカルディレクトリまたはリポジトリから削
除できます。
db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN \
-o remove

この例では、スナッププラン snap1 をリポジトリから削除します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o remove
スナッププラン snap1 が削除されました。
（The snapplan snap1 has been removed.）

スナップショット（db2ed_vmsnap）の作成
db2ed_vmsnap コマンドは、データベースが使うミラーボリュームをスナップショットデータ

ベースに分割することにより、DB2 データベースのスナップショットを作成します。スナッ
プショットイメージは、ストレージが 2 台のホストで共有されている限り、データベースと同
じホストでも、セカンダリホストでも使えます。
db2ed_vmsnap によって作成されるスナップショットイメージは、DB2 データベースのコン

テナの静止イメージです。
スナップショットの作成前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
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前提条件

使用上のメモ

■

DB2 インスタンス所有者としてログインする必要があります。

■

db2ed_vmsnap を使ってスナップショットイメージを作成する前に、
db2ed_vmchecksnap を使ってスナッププランを作成および検証する
必要があります。

■

db2ed_vmsnap コマンドは、プライマリホストでのみ使えます。

スナップショットボリュームを作成するときは、プライマリボリュームとは別
のコントローラまたはディスク上にスナップショットを作成してください。
■ クローンデータベースを起動する場合は、スナップショットにオンライン
REDO ログを含める必要があります。
■ 再同期化に必要な時間は、ミラーの切断中にプライマリやセカンダリの
ボリュームで変更されたデータ量によって異なります。
■ 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作成するには

1

スナッププランで SNAPSHOT_MODE が offline に設定されている場合は、データ
ベースへの接続をすべて停止します。

2

db2ed_vmsnap コマンドを使って、スナップショットイメージを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN \
-o snapshot [-F]

メモ: スナップショットを強制的に作成するには、-F オプションを使います。-F オプション
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。
-F オプションは、利用できないというステータスを無視し、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。
dbed_vmsnap は、スナップショットの作成後、db2ed_vmclonedb の実行に必要な値を

返します。これらの値には、スナップショットディスクグループ、スナッププラン名、プライマ
リデータベースサーバー名（server_name）が含まれます。db2ed_vmclonedb の実行時
に参照できるように、これらの値を書き留めてください。また、db2ed_vmchecksnap -f
snapplan -o list コマンドを使うと、スナップショットディスクグループに関する情報に
アクセスすることもできます。
これで、スナップショットボリュームが整合性のあるデータベースのバックアップコピーに
なります。このスナップショットボリュームをテープなどのバックアップメディアにコピーする
ことにより、データベースをバックアップできます。
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p.229 の 「スナップショットボリューム（db2ed_vmclonedb）からのデータベースのバックアッ
プ」 を参照してください。
意志決定支援システムのために DB2 データベースをもう 1 つ作成することもできます。
p.233 の 「データベース（db2ed_vmclonedb）のクローン作成」 を参照してください。
この例では、単一ホスト構成におけるデータベースのスナップショットイメージ PROD を作
成します。この場合、スナッププランでは SECONDARY_HOST パラメータが PRIMARY_HOST
パラメータと同じに設定されています。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 -o snapshot
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 13:10:54 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-03-10 13:10:54）
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DG SNAP_PRODdg に DB2DATABASE PROD のスナップショットがあります。
（A snapshot of DB2DATABASE PROD is in DG SNAP_PRODdg.）
このスナップショットではスナッププラン snap1 が使われます。
（Snapplan snap1 is used for the snapshot.）
DB2 サーバー (server_name) は kagu です
（DB2 server (server_name) is kagu）
-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:）
/PROD_HOME.
/PROD_TBS.
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 13:11:17 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2006-03-10 13:11:17）

この例では、2 台ホスト構成におけるプライマリデータベースのスナップショットイメージ
PROD を作成します。この場合、スナッププランでは SECONDARY_HOST パラメータが
PRIMARY_HOST パラメータとは異なるホスト名で指定されています。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap2 -o snapshot
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db2ed_vmsnap は 2006-03-10 13:13:53 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-03-10 13:13:53）
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DG SNAP_PRODdg に DB2DATABASE PROD のスナップショットがあります。
（A snapshot of DB2DATABASE PROD is in DG SNAP_PRODdg.）
このスナップショットではスナッププラン snap2 が使われます。
（Snapplan snap2 is used for the snapshot.）
DB2 サーバー (server_name) は kagu です
（DB2 server (server_name) is kagu）
-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:）
/PROD_HOME.
/PROD_TBS.
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 13:14:16 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2006-03-10 13:14:16）

スナップショットボリューム（db2ed_vmclonedb）からの
データベースのバックアップ
スナップショットは、主にデータベースをバックアップするためデータ元として使われます。
スナップショットボリュームを使うと、バックアップ時に物理デバイスの I/O 帯域幅が消費
されないという利点が得られます。セカンダリホストでスナップショットボリュームが使える
と、バックアップ処理に伴う余分な負荷がプライマリホスト上の CPU や I/O アダプタにか
かりません。
クローンデータベースも、プライマリデータベースの有効なバックアップとして利用できま
す。スナップショットボリュームを使って、プライマリデータベースのデータファイルをテー
プにバックアップできます。すべての表スペースが DMS タイプである場合は、DB2 バッ
クアップユーティリティを使ってスナップショットデータベースをバックアップすることもでき
ます。
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図 11-6 は、スナップショットボリュームがプライマリホスト上にある場合の一般的な設定を
示しています。
プライマリホスト上でのデータベースバックアップのシステム設定の
例

図 11-6

データベースのプライマリホスト

ローカル
ディスク

コントローラ
c1

c2

c3

データベースボリュームは
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作成される

c4

ディスク
アレイ

スナップショット
ボリュームはこれらの
ディスクに作成される

プライマリホストで
ディスクやテープなどの
メディアにバックアップ

図 11-7 は、スナップショットボリュームがセカンダリホスト上にある場合の一般的な設定を
示しています。
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セカンダリホストでデータベースをバックアップするシステム設定の
例

図 11-7
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前提条件

■

■

■

■

■

使用上のメモ

db2ed_vmclonedb コマンドを使うには、DB2 インスタンス所有者とし
てログインする必要があります。
db2ed_vmclonedb コマンドを使うには、スナッププランの作成と検証、
さらにスナップショットの作成が必要となります。
p.209 の 「データベーススナップショット手順の概略」 を参照してください。
p.221 の 「スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の検証」 を参照してくだ
さい。
p.226 の 「スナップショット（db2ed_vmsnap）の作成」 を参照してください。
ボリュームスナップショットにはデータベース全体が含まれている必要が
あります。
スナップショットイメージの初期マウントポイントを指定する -r
relocate_path オプションを指定して db2ed_vmclonedb コマンド
を使うには、事前にシステム管理者がマウントポイントを作成し、その所
有者権限を DB2 インスタンス所有者に変更しておく必要があります。
SNAPSHOT_MODE は、online_snapshot または offline にする
必要があります。SNAPSHOT_MODE が offline の場合は、2 台ホスト
構成が必要です。

■

db2ed_vmclonedb コマンドはセカンダリホストで使えます。

■

単一ホスト構成の場合は、プライマリホストとセカンダリホストが同じです。

■

単一ホスト構成では、-r relocate_path が必要です。

■

詳細については、db2ed_vmclonedb（1M）のマニュアルページを参
照してください。

スナップショットボリュームのマウントとバックアップ
スナップショットボリュームを使ってバックアップを行う前に、まずスナップショットボリュー
ムをマウントする必要があります。
スナップショットボリュームをマウントするには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D DB2DATABASE -g snap_dg \
-o mount,new_db=new_db,server_name=svr_name [-r relocate_path]

これで、特定のディレクトリに存在する特定のファイルまたはファイルのグループをバック
アップメディアに保存できるようになります。
この例では、スナップショットボリュームをマウントします。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o mount,new_db=NEWPROD,server_name=kagu -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 13:21:32 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 13:21:32）
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/clone/PROD_HOME を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_HOME on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1.）
/clone/PROD_TBS を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_TBS on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2.）
データベース NEWPROD を手動でリカバリする場合は、スナップショットステータスを
変更するために db2ed_vmclonedb -o update_status を実行する必要があります。
（If the database NEWPROD is recovered manually, you must run
db2ed_vmclonedb -o update_status to change the snapshot status.）
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 13:22:08 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 13:22:08）

バックアップからのリストア
バックアップコピーは、ディスク障害によって失われたボリュームや人為的なエラーによっ
て破損したデータをリストアするために使います。ボリュームのデータが破損しており、バッ
クアップからリストアする必要があることがわかっている場合は、Database FlashSnap の
逆再同期機能を使ってデータベースをリストアできます。

データベース（db2ed_vmclonedb）のクローン作成
Veritas Storage Foundation では、スナップショットボリュームを使ってクローンデータ
ベースを作成することができます。プライマリデータベースのスナップショットを使って、特
定時点におけるデータベースのクローンを作成できます。その上で、プライマリデータベー
スからではなく、データベースクローンからデータを取り込むように意志決定支援分析や
レポート生成操作を実装することによって、本番運用データベースに余分な負荷をかけ
ないようにすることができます。
クローンデータベースは、プライマリデータベースの有効なバックアップとしても利用でき
ます。
p.229 の 「スナップショットボリューム（db2ed_vmclonedb）からのデータベースのバックアッ
プ」 を参照してください。
スナップショットボリュームを使って、プライマリデータベースをテープにバックアップでき
ます。
Database FlashSnap の再同期化機能を使うことにより、プライマリデータベースにある最
新の情報でクローンデータベースをすばやく更新できます。また、意思決定支援データ
の更新にかかる時間が短縮されるため、分析レポートをより頻繁に作成できるようになりま
す。
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Database FlashSnap によるデータベースのクローンの作成
単一ホスト構成では、db2ed_vmclonedb コマンドで同じホストにクローンデータベースを
作成します。このコマンドを使って、クローンデータベースを停止することや、ファイルシス
テムのマウントを解除することもできます。単一ホスト構成でクローンデータベースの作成
やマウント解除を行う場合は、クローンデータベースのファイルシステムがプライマリデー
タベースによって使われているマウントポイント以外のマウントポイントを使うように、-r
relocate_path を指定する必要があります。
db2ed_vmclonedb コマンドを 2 台ホスト構成で実行すると、スナップショットディスクグ

ループがインポートされ、スナップショットボリュームにファイルシステムがマウントされ、ク
ローンデータベースが起動します。また、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し、スナップショットディスクグループをデポートすることによって、処理
を取り消すこともできます。
前提条件

■

DB2 インスタンス所有者としてログインする必要があります。

■

db2ed_vmclonedb コマンド使うには、データベースのスナップショッ
トを取得する手順を確認します。特に、スナッププランの検証やスナップ
ショットの作成についての手順が必要となります。
p.209 の 「データベーススナップショット手順の概略」 を参照してください。
p.221 の 「スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の検証」 を参照してくだ
さい。
p.226 の 「スナップショット（db2ed_vmsnap）の作成」 を参照してください。
ボリュームスナップショットにはデータベース全体が含まれている必要が
あります。
システム管理者は、必要なボリュームとマウントポイントにデータベース
管理者がアクセスできるようにする必要があります。
スナップショットイメージの初期マウントポイントを指定する -r
relocate_path オプションを指定して db2ed_vmclonedb コマンド
を使うには、事前にシステム管理者がマウントポイントを作成し、その所
有者権限を DB2 インスタンス所有者に変更しておく必要があります。
SNAPSHOT_MODE が offline の場合は、2 台ホスト構成が必要です。

■

■

■

■

使用上のメモ

db2ed_vmclonedb コマンドは、スナッププランでの指定に応じて、プ
ライマリホストとセカンダリホストのいずれかで使えます。
■ 単一ホスト構成では、-r relocate_path が必要です。このコマンド
は、クローンデータベースとプライマリデータベースの名前が異なる場合
にも必要です。
■ server_name=svr_name オプションが必要となります。svr_name
の値により、プライマリデータベースが存在するサーバーを特定します。
■ 詳細については、db2ed_vmclonedb（1M）のマニュアルページを参
照してください。
■
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メモ: -o recoverdb オプションを使ってデータベースのクローンを作成する場合は、ター
ゲットインスタンス内でプライマリデータベースと同じ名前を持つデータベースがクローン
の作成によって一時的にアンカタログされ、使えなくなります。

警告: プライマリデータベースと同じホスト上の同じインスタンス内にプライマリデータベー
スのクローンを作成すると、db2ed_vmclonedb の実行中にプライマリデータベースが一
時的にアンカタログされます。db2ed_vmclonedb の実行が完了すると、データベースが
再カタログされます。
データベースをマウントして手動でリカバリするには

1

データベースを手動でリカバリできるように、クローンデータベースを起動してマウン
トします。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D DB2DATABASE -g snap_dg \
-o mount,new_db=db_name,server_name=svr_name -f SNAPPLAN \
[-r relocate_path]

2

データベースを手動でリカバリします。
■

次のような内容を含む設定ファイルを作成します。
DB_NAME=old_db,new_db
DB_PATH=old_dbpath,new_dbpath
INSTANCE=old_instance,new_instance
LOG_DIR=old_logdir,new_logdir
CONT_PATH=old_containerpath1,new_containerpath1
CONT_PATH=old_containerpath2,new_containerpath2

■

次のコマンドを実行します。
db2inidb newdb as snapshot relocate using configfile

このコマンドを実行すると、DB2 はクラッシュリカバリを開始し、クローンデータ
ベースを起動します。
このコマンドの実行後、プライマリデータベースはアンカタログされます。
■

プライマリデータベースを再カタログします。
db2 catalog database DB2DATABASE on dpbath
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手動データベースリカバリの詳細については、DB2 のマニュアルを参照してくださ
い。

3

SFDB リポジトリ内のクローンデータベースのスナップショットの状態情報を更新しま
す。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -I inst01 \
-o update_status,new_db=newprod,server_name=kagu \
-f snap1 -r /clone

この例では、クローンデータベースを起動せずにファイルシステムをマウントします。クロー
ンデータベースは、使う前に手動で作成してリカバリする必要があります。この例では、プ
ライマリデータベースと同じホスト上に作成されたクローンについて説明します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o mount,new_db=NEWPROD,server_name=kagu -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-04-01 13:30:12 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-01 13:30:12）
/clone/testvol を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol.）
/clone/udb_home を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home
にマウントしています。
（Mounting /clone/udb_home on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home.）
データベース NEWPROD を手動でリカバリする場合は、スナップショットステータスを
変更するために db2ed_vmclonedb -o update_status を実行する必要があります。
（If the database NEWPROD is recovered manually, you must run
db2ed_vmclonedb -o update_status to change the snapshot status.）
db2ed_vmclonedb は 2006-04-01 13:30:24 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-04-01 13:30:24）
db2inidb を使うと、データベースを手動でリカバリできます。

手動リカバリの完了後、プライマリホストでクローンデータベースのデータベースステータ
ス（database_recovered）を更新する必要があります。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb \
-o update_status,new_db=newprod,server_name=kagu \
-f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-04-01 13:37:09 に開始しました
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-01 13:37:09）
スナップショットの状態が更新されました。
（The snapshot status has been updated.）
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db2ed_vmclonedb は 2006-04-01 13:37:23 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-04-01 13:37:23）

この例では、クローンデータベースをリカバリせずにファイルシステムをマウントします。ク
ローンデータベースは、使う前に手動でリカバリする必要があります。この例では、セカン
ダリホスト上に作成されたクローンについて説明します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o mount,new_db=NEWPROD,server_name=kagu -f snap2 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 13:21:32 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 13:21:32）
/clone/PROD_HOME を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_HOME on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1.）
/clone/PROD_TBS を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_TBS on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2.）
データベース NEWPROD を手動でリカバリする場合は、スナップショットステータスを
変更するために db2ed_vmclonedb -o update_status を実行する必要があります。
（If the database NEWPROD is recovered manually, you must run
db2ed_vmclonedb -o update_status to change the snapshot status.）
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 13:22:08 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 13:22:08）

データベースを手動でリカバリします。
手動リカバリを完了した後で、セカンダリホストでクローンデータベースのスナップショット
のステータス（database_recovered）を更新します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -o update_status,new_db=NEWPROD \
-f snap2
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 13:39:49 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 13:39:49）
スナップショットの状態が更新されました。
（The snapshot status has been updated.）
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 13:40:01 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 13:40:01）

データベースのクローンを自動的に作成するには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
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$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D DB2DATABASE -g snap_dg \
-o recoverdb,new_db=db_name,server_name=svr_name -f SNAPPLAN \
[-r relocate_path]

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ DB2DATABASE は、スナップショットを作成するときに使う DB2 データベースの名

前です。
■ snap_dg は、すべてのスナップショットボリュームを含むディスクグループの名前

です。
■ db_name

は、クローンデータベースの名前です。

■ server_name=svr_name

により、プライマリデータベースが存在するサーバー

を特定します。
■ SNAPPLAN

は、スナッププランのファイル名です。

■ relocate_path は、スナップショットイメージの初期マウントポイントの名前です。

メモ: セカンダリホストでデータベースのクローンを作成する場合は、スナッププランファイ
ルの PRIMARY_HOST パラメータと SECONDARY_HOST パラメータが異なっている必要があ
ります。
この例では、プライマリデータベースのクローンがプライマリデータベースと同じホスト上
に自動的に作成されます。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o recoverdb,new_db=NEWPROD,server_name=kagu -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 14:03:32 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 14:03:32）
/clone/PROD_HOME を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_HOME on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1.）
/clone/PROD_TBS を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_TBS on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2.）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I The tool completed successfully.
DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the directory
cache is refreshed.
DBT1000I The tool completed successfully.
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db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 14:04:04 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 14:04:04）

この例では、プライマリデータベースのクローンがセカンダリホスト上に自動的に作成され
ます。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o recoverdb,new_db=NEWPROD,server_name=kagu -f snap2 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 14:03:32 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 14:03:32）
/clone/PROD_HOME を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_HOME on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1.）
/clone/PROD_TBS を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_TBS on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2.）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I The tool completed successfully.
DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the directory
cache is refreshed.
DBT1000I The tool completed successfully.
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 14:04:04 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 14:04:04）

クローンデータベースの停止とファイルシステムのマウント解除
クローンデータベースの使用後は、db2ed_vmclonedb -o umount コマンドを使うことに
より、クローンデータベースを停止し、すべてのスナップショットファイルシステムのマウン
トを解除できます。
メモ: db2ed_vmclonedb -o umount を実行する前に、マウントされているすべての
Storage Checkpoint をマウント解除する必要があります。
クローンデータベースを停止し、すべてのスナップショットファイルシステムのマウントを
解除するには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D DB2DATABASE -I instance \
-o umount,new_db=db_name,server_name=svr_name \
-f SNAPPLAN [-r relocate_path]
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この例では、プライマリデータベースと同じホスト上のクローンに関して、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します（単一ホスト構成）。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -I inst01 \
-o umount,new_db=NEWPROD,server_name=kagu \
-f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 14:44:42 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 14:44:42）
DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I This command is asynchronous and may not be effective immediately.
/clone/PROD_TBS のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/PROD_TBS）
/clone/PROD_HOME のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/PROD_HOME）
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 44:14:48 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2006-03-10 14:44:48）

この例では、セカンダリホスト上のクローンに関して、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し、スナップショットディスクグループをデポートします（2 台
ホスト構成）。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -I inst01 \
-o umount,new_db=NEWPROD,server_name=kagu -f snap2 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 15:02:33 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 15:02:33）
DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I This command is asynchronous and may not be effective immediately.
/clone/PROD_TBS のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/PROD_TBS）
/clone/PROD_HOME のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/PROD_HOME）
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 15:02:39 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 15:02:39）

クローンデータベースの再起動
db2ed_vmclonedb -o umount を使ったか、またはシステムを再ブートしたためにクロー

ンデータベースが停止した場合は、-o restartdb オプションを使ってデータベースを
再起動できます。
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メモ: このオプションは、クローンデータベースが正常に作成された場合のみ使えます。ク
ローンデータベースを手動でリカバリした場合は、-o restartdb を実行する前に -o
update_status を実行してステータスを更新する必要があります。
クローンデータベースを起動するには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D DB2DATABASE -g snap_dg \
-o restartdb,new_db=db_name,server_name=svr_name -f SNAPPLAN \
[-r relocate_path]

この例では、プライマリデータベースと同じホスト上でクローンデータベースを再起動
します（単一ホスト構成）。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o restartdb,new_db=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 14:47:36 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 14:47:36）
/clone/PROD_HOME を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_HOME on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1.）
/clone/PROD_TBS を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_TBS on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2.）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I The tool completed successfully.
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 48:14:24 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 14:48:24）

この例では、セカンダリホスト上でクローンデータベースを再起動します（2 台ホスト
構成）。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o restartdb,new_db=NEWPROD,server_name=kagu -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 15:03:10 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2006-03-10 15:03:10）
/clone/PROD_HOME を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1
にマウントしています。
（Mounting /clone/PROD_HOME on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol1.）
/clone/PROD_TBS を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2
にマウントしています。
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（Mounting /clone/PROD_TBS on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prodvol2.）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I The tool completed successfully.
db2ed_vmclonedb は 2006-03-10 15:03:51 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2006-03-10 15:03:51）

スナップショットのデータベースへの再同期化
クローンデータベースの使用後、またはクローンデータベースを更新する場合は、クロー
ンデータベースをもとのデータベースに再同期化できます。この操作は、スナップショット
ボリュームの更新、または現在のデータベースイメージへの分割スナップショットイメージ
の結合と呼ばれます。再同期化が終了すると、バックアップや意志決定支援のためにス
ナップショットを更新できます。
ボリューム上のデータを再同期化する場合は、2 つの方法があります。
■

もとのボリュームからスナップショットを再同期化する。

■

スナップショットからもとのボリュームを再同期化する。この方法は逆再同期と呼ばれ
ます。逆再同期は、破損したデータベースをリストアする場合に必要となることがあり、
通常は他の方法（バックアップメディアからの完全なリストアなど）を使うよりはるかに高
速です。

リカバリの方法は、スナッププランの SNAPSHOT_MODE の設定によって異なります。
p.190 の 「スナップショットモード」 を参照してください。
データベースに対するスナップショットの再同期化前に、次の条件が満たされていること
を確認してください。
前提条件

■

DB2 インスタンス所有者としてログインする必要があります。

スナップショットイメージの再同期前に、スナッププランの検証とスナップ
ショットの作成が必要となります。
p.209 の 「データベーススナップショット手順の概略」 を参照してください。
p.221 の 「スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の検証」 を参照してくだ
さい。
p.226 の 「スナップショット（db2ed_vmsnap）の作成」 を参照してください。
■ クローンデータベースがすでに作成されている場合は、
db2ed_vmclonedb -o umount コマンドを使って、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します。このコマンド
では、ディスクグループのデポートも行えます。
p.239 の 「クローンデータベースの停止とファイルシステムのマウント解除」
を参照してください。
■
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■
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db2ed_vmsnap コマンドは、プライマリホストでのみ実行できます。

2 台ホスト構成では、db2ed_vmsnap コマンドによって、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がインポートされ、そのディスクグ
ループがもとのディスクグループに結合されます。スナップショットボリュー
ムが再びもとのボリュームのプレックスになります。次に、スナップショット
が再同期化されます。
■ 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。
■

メモ: スナップショットを作成した直後にスナップショットイメージを再同期化する場合は、
スナップショットの作成後、Veritas Enterprise Administrator によってオブジェクトが更
新されるのを 1 - 2 分程度待ってから db2ed_vmsnap -o resync を実行してください。
スナップショットイメージを再同期化するには
◆

db2ed_vmsnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN -o resync

この例では、スナップショットイメージをプライマリデータベースに再同期化します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 -o resync
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 14:57:36 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-03-10 14:57:36）
オプション resync が完了しました。
（The option resync has been completed.）
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 14:58:05 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-03-10 14:58:05）

これで、スナップショットの作成を再開できるようになります。

データベースのスナップショットへの再同期化
データベースが破損した場合は、逆再同期を使ってクローンからデータベースをリカバリ
できます。Veritas Database FlashSnap の逆再同期機能を使うことにより、プライマリデー
タベースまたはプライマリボリュームをクローンデータベースまたはスナップショットボリュー
ムに再同期化できます。
逆再同期を行うには、プライマリデータベースが停止し、変更されない状態になっている
必要があります。
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警告: 逆再同期が完了すると、もとのデータベースの内容は破棄されます。スナップショッ
トの作成前または作成後にもとのデータベースで使われていた Storage Chackpoint は
破棄されます。db2ed_vmsnap -o reverse_resync_commit コマンドはもとに戻すこと
ができないため、十分に注意して使う必要があります。
スナップショットとデータベースの再同期前に、次の条件が満たされていることを確認して
ください。
前提条件

■

DB2 インスタンス所有者としてログインする必要があります。
スナップショットイメージの逆再同期を行う前に、データベースのスナップ
ショットについての手順を確認し、スナップショットを作成してください。
p.209 の 「データベーススナップショット手順の概略」 を参照してください。
p.226 の 「スナップショット（db2ed_vmsnap）の作成」 を参照してください。
■ プライマリデータベースのマウントポイントは、DB2 インスタンス所有者が
所有する必要があります。
■ クローンデータベースがすでに作成されている場合は、スナップショット
イメージを逆再同期する前に、 コマンドを使って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。このコマ
ンドでは、ディスクグループのデポートも行えます。
p.239 の 「クローンデータベースの停止とファイルシステムのマウント解除」
を参照してください。
■ プライマリデータベースが停止している必要があります。

使用上のメモ

■

db2ed_vmsnap コマンドは、プライマリホストでのみ実行できます。

逆再同期を開始するには
◆

db2ed_vmsnap コマンドに -o reverse_resync_begin オプションを指定します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN \
-o reverse_resync_begin

Storage Checkpoint がマウントされている場合は、db2ed_vmsnap -o
reverse_resync を実行する前にマウントを解除する必要があります。
reverse_resync_commit を実行すると、もとのデータベースに作成されたチェック

ポイントは削除されます。
-o reverse_resync_begin オプションを指定して、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。
このコマンドは、もとのボリュームのマウントを解除し、プライマリデータベースのため
に設定されたファイルシステムでスナップショットボリュームをマウントし、データベー
ス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、内容が変更されない状態に
なっている必要があります。
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逆再同期を中止するには
◆

db2ed_vmsnap コマンドの -o reverse_resync_begin オプションを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN \
-o reverse_resync_abort
SNAPSHOT_MODE を online_mirror に設定してスナップショットを作成した場合は、
db2ed_vmsnap -o reverse_resync_abort を実行した後で db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_begin を実行することはできません。逆再同期を再び実行する

前に、新しいスナップショットを作成する必要があります。
-o reverse_resync_abort オプションは、-o reverse_resync_begin を中止

し、スナップショットボリュームのマウントを解除し、もと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でもとのボリュームを再度マウントします。この操作は、-o
reverse_resync_begin の実行後に使えますが、逆再同期がコミットされた（-o
reverse_resync_commit）後は使えません。
逆再同期による変更をコミットするには
◆

db2ed_vmsnap コマンドの -o reverse_resync_commit オプションを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN \
-o reverse_resync_commit
-o reverse_resync_commit オプションは、逆再同期による変更が許容可能であ

ることを確認した後、変更をコミットします。この操作によって、スナップショットのデー
タからもとのボリュームが再同期化されます。
この例は、online_snapshot モードの場合にだけ有効です。
プライマリホストで逆再同期を開始します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 \
-o reverse_resync_begin
db2ed_vmsnap は 2006-05-26 13:37:11 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-05-26 13:37:11）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I The tool completed successfully.
db2ed_vmsnap は 2006-05-26 13:37:48 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2006-05-26 13:37:48）

逆再同期をプライマリホストで中断します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 \
-o reverse_resync_abort
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db2ed_vmsnap は 2006-05-26 13:38:16 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-05-26 13:38:16）
DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I This command is asynchronous and may not be effective
immediately.
DB20000I The UNCATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the
directory cache is refreshed.
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I The tool completed successfully.
DB20000I The UNCATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the
directory cache is refreshed.
DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the
directory cache is refreshed.
オプション reverse_resync_abort が完了しました。
（The option reverse_resync_abort has been completed.）
db2ed_vmsnap は 2006-05-26 13:39:31 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2006-05-26 13:39:31）

プライマリホストで逆再同期による変更をコミットします。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 \
-o reverse_resync_commit
db2ed_vmsnap は 2006-05-26 13:40:32 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-05-26 13:40:32）
DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I This command is asynchronous and may not be effective
immediately.
DB20000I The UNCATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the
directory cache is refreshed.
DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the
directory cache is refreshed.
db2ed_vmsnap は 2006-05-26 13:41:35 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2006-05-26 13:41:35）
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スナップショットボリュームの削除
スナップショットボリュームが不要になった場合は、vxedit rm コマンドでボリュームを削
除し、解放したディスク領域を他の目的に使えます。
前提条件

■

root としてログインする必要があります。

■

マウントされているファイルシステム上にボリュームがある場合は、ボリュー
ムを削除する前にマウントを解除する必要があります。

スナッププランとスナップショットボリュームを削除するには

1

スナップショットを削除し、使われていたストレージを解放するには、次の手順を実行
します。
スナップショットを作成した場合
■

次のように、スナップショットを削除します。
# vxsnap -g diskgroup dis snapshot_volume
# vxvol -g diskgroup stop snapshot_volume
# vxedit -g diskgroup -rf rm snapshot_volume

スナップショットを作成しておらず、スナップショットプレックス（ミラー）が存在する場
合
■

次のように、スナップショットを削除します。
# vxsnap -g diskgroup rmmir volume

2

DCO と DCO ボリュームを削除します。
# vxsnap -g diskgroup unprepare volume

3

スナッププランを削除します。
# /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D db -f snapplan -o remove

たとえば、次のコマンドでは、ディスクグループ PRODdg からスナップショットボリュームを
削除します。
# vxsnap -g PRODdg dis snap_v1
# vxvol -g PRODdg stop snap_v1
# vxedit -g PRODdg -rf rm snap_v1
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HA 環境での Database FlashSnap の使用
Veritas Storage Foundation for DB2 では、HA 環境の Database FlashSnap がサポー
トされています。
HA 環境で Database FlashSnap を使う場合は、次の制限事項に留意してください。
■

次のコマンドを実行してスナップショットを作成する前に、PRIMARY_HOST パラメータ
または SECONDARY_HOST パラメータ、もしくは両方のパラメータのデータベースリソー
スグループに対して定義された仮想ホスト名を使うようにスナッププランを変更し、検
証します。
db2ed_vmchecksnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN -o validate

■

逆再同期（db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN -o
reverse_resync_begin）を実行する前に、プライマリデータベースを停止させる必
要があります。Veritas Cluster Server（VCS）は、プライマリデータベースが停止して
いることを検出すると、フェールオーバー処理を開始します。その後、VxDBA リポジ
トリのマウントが解除され、db2ed_vmsnap コマンドは中止されます。

VCS フェールオーバー処理を回避するには

1

root として、データベースの VCS リソースグループを一時的にフリーズします。
# hagrp -freeze ResourceGroup

2

プライマリデータベースを停止します。

3

逆再同期を実行します。
# db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN \
-o reverse_resync_begin

4

逆再同期の変更がコミットされた後（-o reverse_resync_commit）、データベース
が ARCHIVELOG モードで起動されたことを確認します。この情報は、逆再同期の変
更がコミットされた後に表示されるステータスメッセージから取得することができます。

5

リソースグループをアンフリーズします。
# hagrp -unfreeze ResourceGroup

12
データベースバックアップに
おける Veritas NetBackup
の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas NetBackup のコンポーネント

■

バックアップとリストアにおける Veritas NetBackup の使用について

■

DB2 EEE（DPF）環境での Veritas NetBackup の設定について

■

Veritas NetBackup を使った Quick I/O ファイルのバックアップとリストアについて

Veritas NetBackup のコンポーネント
Veritas NetBackup for DB2 には次の機能があります。
■

メディアとデバイス管理

■

スケジュール機能

■

多重バックアップおよびリストア

■

DB2 と通常のファイルシステムのバックアップとリストアの透過的実行

■

他のファイルのバックアップで使われる共有デバイスおよびテープ

■

集中化およびネットワーク化されたバックアップ操作

■

並列バックアップとリストアの操作

■

DB2 データベースの増分バックアップ
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バックアップとリストアにおける Veritas NetBackup の使
用について
Veritas NetBackup を使うことにより、365 x 24 x 7（1 日 24 時間、週 7 日）ベースで運
用されているデータベースバックアップを高い処理効率かつオンライン（ホット）で実行で
きます。NetBackup は、Extended Edition（EE）と Enterprise Extended Edition（EEE）
環境をサポートしています。NetBackup は、DB2 8.1 以上の DPF もサポートします。
Veritas NetBackup では、データベースのファイルとディレクトリをバックアップおよびリス
トアできます。完全または増分バックアップだけでなく、自動の無人データベースバック
アップに対するスケジュールを設定できます。前述のバックアップは、NetBackup サー
バーによって完全に管理されます。データベースファイルは、任意の NetBackup クライ
アントからも手動でバックアップできます。クライアントユーザーは、クライアントシステムか
ら、データベースバックアップおよびリストアを必要に応じて実行できます。この項では、
DB2 に対する NetBackup のバックアップとリストアの機能についてまとめています。バッ
クアップとリストアの手順、さらにサポートされる EE と EEE バージョンについての詳細は、
システム管理者ガイドを参照してください。
『Veritas NetBackup for DB2 システム管理者ガイド UNIX』の「NetBackup for DB2 の
使用方法」を参照してください。

バックアップの実行について
DB2 のバックアップには、データベースログとアーカイブログという 2 つのタイプがありま
す。この 2 つのタイプのバックアップは、NetBackup によって自動的に行うか、手動で行
うか、または DB2 BACKUP DATABASE コマンドを使って行うことができます。バックアップ
の実行についての詳細は、システム管理者ガイドを参照してください。
『Veritas NetBackup for DB2 システム管理者ガイド UNIX』の「バックアップの実行」を
参照してください。

DB2 ポリシーのバックアップについて
DB2 ポリシーを自動または手動でバックアップできます。データベースをバックアップす
る最も簡便な方法は、自動バックアップのスケジュールを設定することです。

DB2 のリストアについて
DB2 データベースをリストアする手順は、対象のデータベースと、発生している問題に
よって異なります。リストア前に、db2 list history コマンドまたは NetBackup bplist
コマンドを使って、バックアップの内容を参照できます。DB2 データベースのリカバリ方法
の詳細については、システム管理者ガイドを参照してください。
『DB2 UDB Administration Guide Data Recovery and High Availability Guide』を
参照してください。

第 12 章 データベースバックアップにおける Veritas NetBackup の使用
DB2 EEE（DPF）環境での Veritas NetBackup の設定について

DB2 EEE（DPF）環境での Veritas NetBackup の設定に
ついて
Veritas NetBackup は、Extended Edition（EE）、Extended-Enterprise Edition（EEE）、
Database Partitioning Feature（DPF）のいずれかの環境において DB2 向けに設定で
きます。2 種類の DB2 バックアップポリシーが必要です。一方はカタログノードをバック
アップするために、もう一方はカタログノードを含むすべてのノードをバックアップするた
めに使われます。DB2 for EEE の設定に関する詳細な情報と手順については、システム
管理者ガイドを参照してください。
『Veritas NetBackup for DB2 システム管理者ガイド UNIX』の「DB2 EEE (DPF) 環境用
の構成」を参照してください。

Veritas NetBackup を使った Quick I/O ファイルのバッ
クアップとリストアについて
Veritas NetBackup では、ファイルのバックアップ時にシンボリックリンクをたどりません。
一般的なバックアップ管理アプリケーションは、このように、同一データを 2 度にわたって
バックアップしないように設計されています。リンクと、それが指すファイルの両方がバック
アップ対象のファイルの一覧に組み込まれていた場合は、この現象が生じる可能性があ
ります。
Quick I/O ファイルは、領域を割り当てられた隠しファイル、およびその隠しファイルの
Quick I/O インターフェースを指すリンクの 2 つのコンポーネントで構成されています。
NetBackup はシンボリックリンクをたどらないため、バックアップ対象のファイルの一覧に、
Quick I/O リンクとその隠しファイルの両方を明示的に指定する必要があります。
db01 ディレクトリにすべてのファイルとその属性を表示するには
$ ls -la /db01
total 2192
drwxr-xr-x

2 root

root

96

Oct 20 17:39

drwxr-xr-x

9 root

root

8192

-rw-r--r--

1 db2

dba

1048576

lrwxrwxrwx
1 db2
.dbfile::cdev:vxfs:

dba

22

.

Oct 20 17:39
Oct 20 17:39

Oct 20 17:39

..
.dbfile

dbfile ->\

上の例では、シンボリックリンク dbfile と隠しファイル .dbfile の両方をバックアップク
ラスのファイルの一覧に組み込む必要があります。
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すべての Quick I/O ファイルが含まれるディレクトリをバックアップする場合、バックアップ
対象のディレクトリを指定するだけで、処理を容易にすることができます。この場合、各
Quick I/O ファイルの両コンポーネントは、正しくバックアップされます。一般に、すべて
のファイルではなく一部だけをディレクトリにバックアップする場合を除き、バックアップ対
象のディレクトリを指定するだけです。
NetBackup は、Veritas Database Edition for DB2 と統合されているので、Quick I/O
ファイルのエクステント属性をバックアップし、またその属性を適切にリストアします。Quick
I/O ファイルは、Quick I/O ファイルのエクステント予約を保持している場合であっても、
NetBackup を使って、通常のファイルとしてバックアップおよびリストアできます。この機
能がない場合、ファイルのリストアにより隣接するエクステント予約領域が喪失し、処理効
率が低下する場合があります。
Quick I/O ファイルのリストア時、シンボリックリンクと隠しファイルの両方が存在する場合、
Veritas NetBackup では、バックアップイメージから両コンポーネントをリストアできます。
2 つのコンポーネントのどちらか、または両方が欠落している場合、Veritas NetBackup
では、必要に応じて作成または上書きすることもできます。

13
処理効率のチューニング
この章では以下の項目について説明しています。
■

その他のマニュアル

■

VxVM のチューニングについて

■

VxFS のチューニングについて

■

DB2 データベースのチューニングについて

■

Solaris for DB2 のチューニングについて

その他のマニュアル
この章で説明するチューニング上のヒントや情報は、次に示すような、その他の詳細な出
版物と合わせて使ってください。
■

IBM Configuration and Performance RedBooks（IBM 社）

■

DB2 UDB V8.2 パフォーマンス・チューニングガイド（IBM 社）

■

DB2 High Performance Design and Tuning（Prentice Hall）

■

Veritas Volume Manager 管理者ガイド（「VxVM Performance Monitoring」の章）

VxVM のチューニングについて
Veritas Volume Manager（VxVM）は、小規模システムから大規模システムまで多岐に
わたる大部分のシステム設定に対してチューニングされます。100 台未満のドライブから
なる小規模システムでは、チューニングは必要なく、Veritas Volume Manager のすべ
てのシステム設定パラメータに対してデフォルトを選択できます。大容量のシステムでは、
キャパシティおよび処理効率上の問題により、システム設定で、前述のパラメータの追加
チューニングが必要な場合があります。
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VxVM チューニングの詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を
参照してください。

ボリューム I/O 統計の取得について
データベースが、単一ボリュームにある単一ファイルシステム上で作成されている場合、
一般に、ボリューム I/O 統計を監視する必要はありません。データベースが、複数のボ
リューム上の複数のファイルシステム上で作成されるか、ボリューム設定が変更された場
合、データベースのボリューム I/O 統計を監視することが必要な場合があります。
vxstat コマンドを使うと、VxVM の制御下にあるボリューム、プレックス、サブディスク、

ディスクの各アクティビティに関する情報にアクセスし、統計情報の概略を標準出力に表
示することができます。これらの統計情報には、システムが初めに起動されたとき、または
最後にカウンタが 0 にリセットされたとき以降の VxVM のアクティビティが示されます。
VxVM オブジェクト名が指定されていない場合は、設定データベース内のすべてのボ
リュームの統計情報が報告されます。-g オプションを使って、データベースディスクグルー
プを指定し、データベースディスクグループのオブジェクトに対する統計情報を報告しま
す。
VxVM では次の I/O 統計情報が記録されます。
■

操作回数

■

転送ブロック数（一度に 2 つ以上のブロックを転送することができます）

■

平均操作時間（VxVM インターフェース経由の合計時間が反映されており、他の統
計プログラムとの比較には適しません）

VxVM では、各ボリュームについての読み込み、書き込み、原始的なコピー、検証付き
読み込み、検証付き書き込み、プレックス読み込み、プレックス書き込みを含む論理 I/O
に対する前述の 3 つの情報を記録します。また、VxVM では、読み込みエラー、書き込
みエラー、修正済み読み込みエラー、修正済み書き込みエラーなど、その他の統計デー
タも保持します。ボリューム統計の表示に加えて、vxstat コマンドでは、ボリュームを構
成するコンポーネントに関するより詳細な統計を表示できます。利用可能なオプションの
詳細については、vxstat（1M）のマニュアルページを参照してください。
統計情報を 0 にリセットするには、-r オプションを使います。統計情報のリセットは、すべ
てのオブジェクトについても、指定のオブジェクトだけについても行うことができます。操
作直前の状態にリセットすると、実行した操作による影響のみを測定できます。
次に、vxstat コマンドを使って生成された出力例を示します。
OPERATIONS

BLOCKS

AVG TIME(ms)

TYP

NAME

READ

WRITE

READ

WRITE

READ

WRITE

vol

log2

0

6312

0

79836

.0

0.2

vol

db02

2892318

3399730

0283759

7852514

20.6
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追加の情報では、vxstat 出力を使って過度のアクティビティが含まれるボリュームを識
別する方法や、このようなボリュームの認識方法を始め、別のレイアウトへの変更方法や
移動方法についても示されています。
RAID 5 ボリュームでは、この他のボリューム統計情報が使えます。
vxstat（1M）のマニュアルページを参照してください。

『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』の「処理効率の監視とチューニング」章にあ
る「処理効率の監視」項を参照してください。

VxFS のチューニングについて
Veritas File System には、アプリケーションの各種の作業負荷に対してファイルシステ
ムの作業効率を最適化するための、豊富なチューニングオプションが用意されています。
VxFS には、一部の I/O 動作を制御する、一連の I/O チューニングパラメータが用意さ
れています。このような I/O パラメータにより、ファイルシステムは、単一ディスクよりはるか
に優れた処理効率を実現できるストライプ化されたボリュームまたは RAID 5 ボリュームに
適応できるようになります。通常、大容量ファイルにアクセスするデータストリーミングアプ
リケーションでファイルシステムのチューニングが最も活用されます。
Quick I/O の使用時、これらのチューニングオプションの多くはデータベースの処理効率
にほとんど影響を与えないか、まったく影響しません。Quick I/O を使う場合はファイルシ
ステムの処理効率に関するデータを収集したり、その収集したデータを使ってシステムリ
ソースの最も効果的な使用のためにシステム設定を調整することができます。

空き領域の状態監視の動作
一般に、VxFS は、ファイルシステム内の空き領域のパーセンテージが 10 % より大きい
場合に最も効果的に機能します。これは、10 % 以上の空き領域を持つファイルシステム
は断片化が少なく、エクステント割り当てが優れているためです。df コマンドを定期的に
使って、空き領域を監視することをお勧めします。空き領域のないファイルシステムは、
ファイルシステムの処理効率に悪影響を与えます。したがって、空き領域のないファイル
システムでは、いくつかのファイルを削除するかファイルシステムの領域を拡張する必要
があります。
fsadm_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

断片化の監視について
断片化により、処理効率や可用性が低下します。このため、fsadm の断片化のレポート
機能や再構成機能を定期的に活用することをお勧めします。
断片化で問題が発生しないようにするための最も簡単な方法は、cron コマンドを使って
定期的な断片化解消の実行をスケジュールすることです。

255

256

第 13 章 処理効率のチューニング
VxFS のチューニングについて

断片化を解消するスケジューリングは、週単位（ファイルシステムの使用頻度が高い場合）
または月単位（ファイルシステムの頻度が低い場合）に設定する必要があります。エクス
テントの断片化は、fsadm または df -os コマンドを使って監視する必要があります。
断片化の程度を判断するのに使える要因は、3 つあります。
■

長さ 8 ブロック未満のエクステント内の空き領域の割合（パーセンテージ）

■

長さ 64 ブロック未満のエクステント内の空き領域の割合（パーセンテージ）

■

長さ 64 ブロック以上のエクステント内の空き領域の割合（パーセンテージ）

断片化が解消されているファイルシステムには、次の特性があります。
■

長さ 8 ブロック未満のエクステント内の空き領域が 1 % 未満

■

長さ 64 ブロック未満のエクステント内の空き領域が 5 % 未満

■

長さ 64 ブロック以上の空きエクステントとして利用可能なファイルシステムの合計サ
イズが 5 % を超過

断片化が解消されていないファイルシステムには、次の特性が 1 つ以上あります。
■

長さ 8 ブロック未満のエクステント内の空き領域が 5 % を超過

■

長さ 64 ブロック未満のエクステント内の空き領域が 50 % を超過

■

長さ 64 ブロック以上の空きエクステントとして利用可能なファイルシステムの合計サ
イズが 5 % 未満

エクステント再編成の実行のスケジュールに最適な期間は、適切な間隔を選択して、最
初の間隔で fsadm 実行をスケジュールし、再編成前後に fsadm のエクステントの断片
化レポート機能を実行することにより、判断できます。
事前チェック結果は、再構成前の断片化の程度を示します。断片化の程度が不適切な
パーセンテージに近づいている場合は、fsadm の間隔を短くする必要があります。断片
化の程度が低い場合は、fsadm の実行間隔を長くすることができます。

VxFS I/O パラメータのチューニングの動作
VxFS には、一部の I/O 動作を制御する、一連の I/O チューニングパラメータが用意さ
れています。このような I/O パラメータは、ファイルシステムを単一ディスクよりはるかに優
れた処理効率を生み出すことができるストライプ化されたボリュームまたは RAID 5 ボリュー
ムに適応できるようにする際に便利です。一般に、ファイルシステムのチューニングが最
も有効なのは、大容量ファイルにアクセスするデータストリーミングアプリケーションです。
VxFS が Veritas Volume Manager と連携して使われる場合、ファイルシステムは下位
のボリュームのジオメトリを特定するよう VxVM に問い合わせ、I/O パラメータを自動的に
設定します。ファイルシステムの作成時に、mkfs から VxVM に問い合わせが発行され、
ファイルシステムがボリュームジオメトリに合うように自動的に調整されます。mkfs のデフォ
ルトのジオメトリ情報を使わない場合は、-o align=n オプションにより VxVM から取得し
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たジオメトリ情報に置き換えることができます。さらに、ファイルシステムのマウント時には、
mount コマンドからも VxVM に問い合わせが発行され、I/O パラメータがダウンロードさ
れます。
デフォルトパラメータが使えない場合、または VxVM を使っていない場合
は、/etc/vx/tunefstab ファイルを使って I/O パラメータ値を設定できます。mount コ
マンドは、/etc/vx/tunefstab ファイルを読み取り、ファイルシステムに指定されたパラ
メータを展開します。tunefstab ファイルの値は、VxVM から取得した値を上書きしま
す。ファイルシステムがマウントされている間は、vxtunefs コマンドを使って任意の I/O
パラメータを変更できます。このときのチューニングパラメータはコマンドラインで指定す
るか、または /etc/vx/tunefstab ファイルから読み込むことができます。
vxtunefs コマンドを使うと、I/O パラメータの現在の値を出力できます。
vxtunefs（1M）と tunefstab（4）の各マニュアルページを参照してください。

VxFS I/O チューニングパラメータについて
次に示すのは、VxFS I/O チューニングパラメータです。
read_pref_io

読み取り要求サイズ。ファイルシステムでは、先読みデータ量を
決定するために、このパラメータを read_nstream 値と合わせ
て使います。デフォルト値は 64 K です。

write_pref_io

望ましい書き込み要求サイズ。ファイルシステムでは、書き込み
後のフラッシュ方法を決定するために、このパラメータを
write_nstream 値と合わせて使います。デフォルト値は 64 K
です。

read_nstream

同時に未処理状態にすることのできる、サイズが read_pref_io
の並列読み取り要求の数。ファイルシステムでは、
read_pref_io で read_nstream を乗算した積から先読み
サイズを決定します。read_nstream のデフォルト値は 1 です。

write_nstream

同時に未処理状態にすることのできる、サイズが
write_pref_io の並列書き込み要求数。ファイルシステムで
は、write_pref_io で write_nstream を乗算した積から
書き込み時のフラッシュバックの時期を決定します。
write_nstream のデフォルト値は 1 です。
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default_indir_size

VxFS では、ファイルごとに i ノードに可変サイズの直接エクステ
ントを 10 個まで保存できます。これらのエクステントがすべて使
われると、ファイルは固定サイズの間接エクステントを使う必要が
あります。サイズの設定は、ファイルが間接エクステントを初めて
使ったときに行われます。間接エクステントのデフォルト値は 8 K
です。間接エクステントサイズのエクステントを領域上に確保でき
ない場合、ファイルシステムは、書き込みに失敗する可能性があ
るため、大容量間接エクステントを使うことなく、ENOSPC を戻しま
す。大容量ファイルを処理するファイルシステムでは、8 K の間接
エクステントは小さすぎます。間接エクステントを必要とする大容
量ファイルは少数の大容量エクステントの代わりに多数の小容量
のエクステントを使います。このパラメータを使うことにより、デフォ
ルト間接エクステントサイズが増えるため、間接エクステントを使う
大容量ファイルで少数の大容量エクステントを使えます。
このチューニングパラメータを使うには十分な注意が必要です。
パラメータの値が大きすぎると、ファイルに間接エクステントの領
域を確保できずに、書き込みに失敗します。通常は、ファイルシ
ステム上のファイルが少数で大容量になるほど、大きな
default_indir_size パラメータを設定できます。このパラ
メータの値は、通常、read_pref_io パラメータの乗数値を指
定します。
このチューニングパラメータは、ディスクレイアウトバージョン 4 で
は使えません。

discovered_direct_iosz ファイル I/O 要求が discovered_direct_iosz の値を超え
ている場合は、ディスカバードダイレクト I/O として処理します。
ディスカバードダイレクト I/O は、ダイレクト I/O と同様に非バッ
ファ I/O として処理されますが、ファイルの拡張またはブロックの
領域確保時には、i ノードに対する更新に同期化処理を行いま
せん。大容量 I/O 要求では、通常のディスク I/O に比べて、ペー
ジキャッシュへのデータのコピーに要する CPU 時間と、I/O デー
タのバッファ用メモリの使用量が多大になります。これらの要求に
は、ディスカバードダイレクト I/O を使うと、通常の I/O より効率よ
く処理できます。このパラメータのデフォルト値は 256 KB です。
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initial_extent_size

デフォルトの初期エクステントサイズを変更します。VxFS は、ファ
イルに割り当てる最初のエクステントのサイズを決定する場合、新
しいファイルへの 1 回目の書き込みを基にします。通常、最初の
エクステントは 1 回目の書き込みサイズより大きな最小二乗値に
設定されます。また、2 乗値が 8 K 未満であれば、最初のエクス
テント領域を 8 K に設定します。最初のエクステント割り当て後、
ファイルシステムは、引き続き同じファイルにエクステントを割り当
てるたびにエクステントサイズを増やします
（max_seqio_extent_size を参照）。アプリケーションの多
くでは、初め、8 KB 以下のバッファサイズを割り当ててファイルへ
の書き込みを実行するため、エクステントサイズの増加は、最初
のエクステントを 2 倍にすることから始まります。
initial_extent_size によりデフォルトの初期エクステント
サイズを大きな値に変更できるため、2 倍化のポリシーがより大き
な値から開始されることになり、ファイルシステムがファイルの初
期状態で一連の小容量エクステントを割り当てる事態が回避され
ます。このパラメータは、平均的に大容量ファイルを処理するファ
イルシステムでのみ指定します。結果として、このようなファイル
システムでは、ファイルごとのエクステント数が減り、断片化の発
生を防ぐことができます。initial_extent_size は、ファイ
ルシステムブロックの単位で測定されます。

max_direct_iosz

ファイルシステムで発行されるダイレクト I/O 要求の最大サイズを
指定します。より大きなサイズの I/O 要求を受け取った場合、
max_direct_iosz のサイズのチャンクに分割されます。この
パラメータは、I/O 要求が一度にロックできるメモリ量を定義する
ため、全メモリの 20 % を超える値は指定できません。

max_diskq

1 つのファイルあたりに生成されるディスクキューの最大値を制限
します。 ファイルシステムがファイルへデータをフラッシュするとき
に、フラッシュされるページ数が max_diskq を超えた場合、フ
ラッシュ中のデータ量が減少するまでプロセスはブロックされま
す。実際のディスクキューは制限しませんが、フラッシュ処理に
よってシステムが応答しなくなることを防ぎます。デフォルト値は
1 MB です。

259

260

第 13 章 処理効率のチューニング
VxFS のチューニングについて

max_seqio_extent_size エクステントの最大値を増減します。ファイルシステムではファイ
ルへのシーケンシャル書き込みのデフォルト領域確保ポリシーに
準じて、ファイルへの 1 回目の書き込みを超える初期エクステン
ト領域を確保します。追加エクステントの領域確保には、確保す
る領域が規則的に増大するため（アルゴリズムでは新しいエクス
テントごとにファイルサイズを 2 倍にします）、各エクステントで数
回分のデータ書き込みが可能になります。これにより、エクステン
トの総数を削減でき、シーケンシャル書き込みをできる限り継続
させます。ファイルへの書き込み終了時に未使用領域を他のファ
イルに解放します。この割り当てにより通常、エクステントサイズの
増加は 2048 ブロックで止まり、1 つのファイルが未使用領域を
不必要に確保しないようにします。max_seqio_extent_size
はファイルシステムブロックの単位で測定されます。
Cached Quick I/O の有効化または無効化を指定します。デフォ
ルト値ではキャッシュを無効にします。キャッシュを有効にするに
は、qio_cache_enable を 1 に指定します。大容量メモリを持
つシステム上でも、データベースがすべてのメモリをキャッシュと
して常に利用できるわけではありません。そのような場合、ファイ
ルシステム上でセカンドレベルキャッシュを有効にすることにより、
処理効率が向上する可能性があります。たとえば、データベース
の順次テーブルスキャンを実行する場合、ファイルシステムの
キャッシュを有効にすることで、スキャン速度の向上が見込まれる
ため、ファイルシステムはファイルの積極的な先読みが可能にな
り、その結果、検索速度が上がることが考えられます。
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write_throttle

警告: コンピュータシステムで大容量メモリと低速ストレージデバ
イスが搭載されている環境では、write_throttle パラメータ
が有効です。このシステム設定では、同期操作（fsync() など）
に長時間を要し、システムハングが発生したように見えます。これ
が発生する理由は、ファイルシステムでシステム処理効率の速度
を低下させることなく、ディスクへ非同期にフラッシュする以上の
速度でダーティページ（メモリのみの更新）を作成するためです。
write_throttle の値を低くすることで、ディスクへのページ
フラッシュを実行する前にファイルシステムでファイルごとのダー
ティページが生成される数を制限します。ファイルのダーティペー
ジ数が write_throttle しきい値に達すると、ファイルシステ
ムは、空き領域の有無にかかわらず、ディスクへのフラッシュを開
始します。write_throttle のデフォルト値を使うと、通常、多
数のダーティページが生成される一方、高速のユーザー書き込
みを維持できます。ストレージデバイスの速度に合わせて、
write_throttle の値を低く指定することで、ユーザー書き込
みの処理効率が低下する可能性がありますが、ダーティページ
数を制限できるため、同期化操作は高速で処理されます。
write_throttle 値を低く設定すると書き込み要求が遅延す
る（たとえば、write_throttle 値を低く設定すると、ファイル
ディスクキューのサイズが max_diskq 値にまで拡大する可能
性があるため、ファイルディスクキューのサイズが縮小するまでは
ユーザーの書き込みが遅延する）ことがあるため、システムに大
容量の物理メモリと低速ストレージデバイスの双方が搭載されて
いない限り、write_throttle の値を変更することは避けるよ
うお勧めします。

ファイルシステムが VxVM とともに使われている場合、VxFS I/O パラメータをボリューム
ジオメトリに基づいたデフォルト値に設定することをお勧めします。
ファイルシステムがハードウェアディスクアレイまたは VxVM 以外のボリュームマネージャ
とともに使われている場合、論理ディスクのジオメトリに適合するようにパラメータを調整し
てください。ストライピングや RAID 5 の場合、通常 read_pref_io にストライプユニット
のサイズを、read_nstream にストライプの並列アクセス数を指定します。ストライプ化ア
レイの場合、write_pref_io および write_nstream にも同じ値を使いますが、RAID
5 アレイの場合、write_pref_io を全ストライプサイズ（パリティストライプを除いたすべ
てのストライプユニットの合計）を設定し、write_nstream を 1 に設定します。
アプリケーションで効率のよいディスク I/O を実現する場合、read_pref_io で
read_nstream を乗算した積と同じサイズの読み取り要求を発行する必要があります。通
常、read_pref_io で read_nstream を乗算する場合は、どの累数を使ってもパフォー
マンスには十分なサイズとなります。書き込みの場合にも、この方法で write_pref_io
と write_nstream のパラメータを指定することにより、処理効率を向上させることができ
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ます。ファイルシステムをチューニングする際、現実の作業負荷のもとでチューニングパ
ラメータを調整することをお勧めします。
アプリケーションは、大容量ファイルに対して順次 I/O を実行する場合、
discovered_direct_iosz より大きい要求を発行する必要があります。これにより、I/O
要求がディスカバードダイレクト I/O 要求として認識され、ダイレクト I/O と同様に非バッ
ファ I/O として処理されますが、ファイルの拡張時に i ノードの更新に対する同期化処理
を実行しません。ファイルがキャッシュに収まらないほど大きい場合は、非バッファ I/O を
使うと、有効なデータがキャッシュから破棄されず、CPU のオーバーヘッドも減少します。

Quick I/O インターフェースを使ったファイル I/O 統計の取得について
qiostat コマンドを使うと、VxFS ファイルシステム上の Quick I/O ファイルに関するアク

ティビティ情報にアクセスできます。コマンドは、ファイルが Quick I/O インターフェースを
使って最初に開かれた時点から、ファイルの I/O 操作レベルの統計を報告します。蓄積
された qiostat 統計は、Quick I/O ファイルに対して最後まで開かれていた参照が閉じ
られるとリセットされます。
qiostat コマンドにより、次の I/O 統計が表示されます。
■

読み取りおよび書き込み I/O 操作数

■

転送されるデータブロック（セクタ）数

■

読み取りおよび書き込み I/O 操作に費やされる平均時間

Cached Quick I/O の使用時、qiostat に対して -l（long フォーマット）オプションが選
択されると、キャッシュ統計が表示されます。
qiostat の出力の例を次に示します。
OPERATIONS
FILENAME

FILE BLOCKS

AVG TIME(ms)

READ

WRITE

READ

WRITE

READ

WRITE

/db01/file1

0

00

0

0.0

0.0

/db01/file2

0

00

0

0.0

0.0

/db01/file3

73017

181735

718528

1114227

26.8

27.9

/db01/file4

13197

20252

105569

162009

25.8

397.0

/db01/file5

0

00

0

0.0

0.0

利用可能なオプションの詳細については、qiostat（1M）のマニュアルページを参照し
てください。
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I/O 統計データについて
ファイル I/O 処理効率データを収集すると、そのデータを使って、システムリソースを最も
効率よく使えるようにシステム設定を調整できます。
考慮する主要な統計は次の 3 つです。
■

ファイル I/O アクティビティ

■

ボリューム I/O アクティビティ

■

RAW ディスク I/O アクティビティ

データベースがストライプボリューム上で 1 つのファイルシステムを使っている場合、その
ファイル I/O アクティビティの統計情報だけに注意を払うだけでかまいません。また、複数
のファイルシステムが利用されている場合、ボリューム I/O も同様に監視する必要があり
ます。
最初に、qiostat -r コマンドを使って、既存のすべての統計情報を消去します。統計
の消去後、一般的なデータベース作業負荷期間中、データベースがしばらく稼動するよ
うにします。たとえば、データベースを多数のユーザーとともに監視している場合、I/O 統
計を表示する前に、統計が重要な勤務時間のうちの数時間分を累積できるようにデータ
ベースを運用します。
一定間隔のファイル I/O 統計を表示するには、qiostat コマンドを使って、任意の期間
の統計を表示するために、間隔（-i を使用）を指定します。このコマンドにより、次のよう
な統計のリストが表示されます。
OPERATIONS
FILENAME

FILE BLOCKS

AVG TIME(ms)

READ

WRITE

READ

WRITE

READ

WRITE

/db01/cust1

218

36

872

144

22.8

55.6

/db01/hist1

0

10

4

0.0

10.0

/db01/nord1

10

14

40

56

21.0

75.0

/db01/ord1

19

16

76

64

17.4

56.2

/db01/ordl1

189

41

756

164

21.1

50.0

/db01/roll1

0

50

0

200

0.0

49.0

/db01/stk1

1614

238

6456

952

19.3

46.5

/db01/sys1

0

00

0

0.0

0.0

/db01/temp1

0

00

0

0.0

0.0

/db01/ware1

3

14

12

56

23.3

44.3
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/logs/log1

0

00

/logs/log2

0

217 0

0

0.0

0.0

2255

0.0

6.8

ファイル I/O 統計は、多数の I/O 操作または過度の読み取りまたは書き込み I/O が発生
しているファイルの識別に役立ちます。「ホット」ファイルや、使用頻度の高いファイルシス
テムを検出したときは、別のディスクに移動するか、または I/O 負荷を分散させるようにレ
イアウトを変更してみてください。
2015年5月11日（月）16時21分20秒
（Mon May 11 16:21:20 2015）
/db/dbfile01

813

0

813

0

0.3

0.0

/db/dbfile02

0

813

0

813

0.0

5.5

0

0.3

0.0

2015年5月11日（月）16時21分25秒
（Mon May 11 16:21:25 2015）
/db/dbfile01

816

0

816

/db/dbfile02

0

816

0

816

0.0

5.3

2015年5月11日（月）16時21分30秒
（Mon May 11 16:21:30 2015）
/db/dbfile01

0

0

0

0

0.0

0.0

/db/dbfile02

0

0

0

0

0.0

0.0

I/O 統計について
ファイルシステムを介してデータベースを稼動している場合、各ファイルに対して読み取
りおよび書き込みロックが適用されるため、1 ファイルにつき有効な書き込み I/O は 1 つ
のみ実行できます。iostat を使ってディスク統計を調べる場合、ディスクによって、待ち
時間およびサービス時間が報告されます。サービス時間は、I/O がディスクで費やす時
間で、待ち時間は、I/O の前にその他のすべての I/O を待つ時間です。ボリュームレベ
ルまたはファイルシステムレベルでの待ちはないため、vxstat と qiostat では待ち時
間が表示されません。
たとえば、100 回の I/O を同時に要求し、それぞれの I/O に 10 ミリ秒かかる場合、ディ
スクからは 10 ミリ秒の平均サービス時間と 490 ミリ秒の平均待ち時間が報告されます。
したがって、vxstat と qiostat により、500 ミリ秒の平均サービス時間が報告されます。
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DB2 データベースのチューニングについて
DB2 データベース上で最適な処理効率を実現するには、データベースを VxFS と連携
するようにチューニングする必要があります。複数の DB2 パラメータをチューニングして、
DB2 データベースの処理効率を向上することができます。

DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG
デフォルトでは、DB2 は、コンテナタグがファイルかデバイスかにかかわらず、それを各
DMS コンテナの最初のエクステントに保存します。コンテナタグは、コンテナのメタデー
タです。DB2 v8.1 より以前は、コンテナタグは 1 つのページに保存されていたため、コン
テナ内に必要な領域が小さくなっていました。この設定は、OFF にしておくことをお勧めし
ます。
db2set コマンドを使って DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG 変数を設定します。
$ db2set DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG=OFF
$ db2stop ;
$ db2start

このレジストリ値を ON にすると、RAID デバイスを使った場合に I/O 処理効率が低下す
ることがあります。これは、RAID デバイスでエクステントサイズが RAID ストライプサイズと
等しいか、その倍数である表スペースを作成した場合は、DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG
を ON に設定すると、エクステントが RAID ストライプと揃わなくなるためです。結果として、
最適な状態より多くの物理ディスクアクセスが I/O 要求に必要になります。このレジストリ
変数は有効にしないことを強くお勧めします。

DB2_PARALLEL_IO
この設定は、表スペース上で並列 I/O を強制実行するために使います。RAID デバイス
は複数の物理ディスクを持つことで、RAID 以外のデバイスより大きな I/O 負荷を受ける
ため、これは、DB2_STRIPED_CONTAINERS 設定との組み合わせで重要です。DB2 は、
複数のプリフェッチスレッドを有効な表スペース上で使用可能にすることでこの並列機能
を実現します。
db2set コマンドを使って DB2_PARALLEL_IO 変数を設定します。並列 I/O をすべての

表スペースで有効にするには、次のコマンドを実行します。
$ db2set DB2_PARALLEL_IO=*
$ db2stop ; db2start

並列 I/O をすべての表スペースのサブセットで有効にするには、表スペースの ID 番号
一覧をカンマで区切って db2set コマンドに指定する必要があります。
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$
$
$
$
$

db2 connect to PROD
db2 list tablespaces
db2 terminate
db2set DB2_PARALLEL_IO=3,4,8,9
db2stop ; db2start

例のように、DB2_PARALLEL_IO 設定を変更した後でインスタンスを停止および再起動す
る必要があります。PREFETCHSIZE が EXTENTSIZE より大きい場合は、RAID デバイ
スに存在する表スペースにも DB2_PARALLEL_IO を有効にすることをお勧めします。

PREFETCHSIZE および EXTENTSIZE
プリフェッチは、DSS タイプの環境（データが巨大なためにデータベースのメモリに保持
できないような環境）でデータベースの処理効率を向上させるための動作です。エクステ
ントサイズは、DB2 表スペースとコンテナが RAID デバイス上に存在する環境で重要で
す。一般に、EXTENTSIZE は常に RAID ストライプサイズと等しいか、その倍数にする必
要があります。
DB2_PARALLEL_IO を設定することで、表スペース PREFETCHSIZE は特別な意味を持つ

ようになります。PREFETCHSIZE を EXTENTSIZE で割った値は I/O 並列機能の程度を表
します。この環境変数が設定されていない場合、I/O 並列機能は通常コンテナの数を使
います。RAID には通常 1 つのコンテナしか存在しないため、PREFETCHSIZE に
EXTENTSIZE の倍数を設定すること、十分な IO_SERVERS 数（物理ディスクごとに少な
くとも 1 つ）を提供すること、およびプリフェッチ要求を受け入れることができる十分なバッ
ファプールに表スペースを割り当てることが重要です。
通常、EXTENTSIZE はボリュームの物理属性に基づいて計算します。PREFETCHSIZE は
少なくとも EXTENTSIZE x コンテナ数にして、十分な I/O 並列機能を引き出す必要があ
ります。ただし、RAID デバイスを処理する場合、表スペース内には単一コンテナしか存
在しないため、コンテナ数としてボリューム内のデバイス数またはカラム数が代用されま
す。
Quick I/O などの DMS デバイスコンテナを使う場合、オペレーティングシステムはプリ
フェッチやキャッシングを実行しません。
p.69 の 「Quick I/O について」 を参照してください。
DB2 表スペースデータのキャッシングやプリフェッチにメモリを割り当てる時期と場所を制
御する必要がある場合は Cached Quick I/O を使います。
p.93 の 「Cached Quick I/O について」 を参照してください。
より多くのシステムメモリを DB2 バッファプールに永続的に割り当てる場合は、
PREFETCHSIZE と DB2_PARALLEL_IO を表スペースに設定します。
たとえば、64 K のストライプカラムサイズを持つ 10 個の物理ディスクがストライプ化され
た VxVM RAID 0 ボリュームが存在するとします。このボリューム上には VxFS ファイルシ
ステムが作成されており、これから DMS コンテナの表スペースを次のように作成します。
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qiomkfile -s 1G /db2_stripe/cont001
db2 connect to PROD
$ db2 create tablespace DATA1 managed by database \
using (device '/db2_stripe/cont001' 128000 ) \
pagesize 8k extentsize 8 prefetchsize 80
$ db2 terminate

この例では、エクステントの各読み取りが 1 個の物理ドライブ（カラム幅は 64 K、エクステ
ントサイズは 8 x 8 K のページサイズ）の範囲になります。プリフェッチを実行すると、一度
にストライプの完全な読み取りを行います。ストライプ内に 10 個のディスクが存在するた
め、10 x エクステントで 80 ページになります。PREFETCHSIZE が EXTENTSIZE の倍数で
あることを確認します。これらの設定は、通常 640 K 以下のデータからなるクラスタを使う
データベースに対して十分な環境を提供します。大容量のデータベースオブジェクトの
場合や、データに頻繁なプリフェッチを行う場合は、PREFETCHSIZE にその倍数を指定
できます。
データベースの主な作業負荷（DSS 作業負荷など）に十分な順次 I/O 処理効率が必要
となる場合は、Cached Quick I/O と PREFETCHSIZE の設定がますます重要となります。
PREFETCHSIZE に大きな値を設定したりプリフェッチを設定すると、処理効率が低下する

場合があります。データアクセスが極端にランダムな OLTP 環境では、表スペースのプリ
フェッチをオフにするか、または PREFETCHSIZE を EXTENTSIZE と同一に設定して影
響を最小限に抑える必要があります。
このようなタイプの環境では、インデックスへのアクセスを高速にすること、頻繁にアクセス
されるすべてのインデックスを Cached Quick I/O でキャッシュしたりバッファプールメモリ
に置くことは、非常に重要です。

INTRA_PARALLEL
INTRA_PARALLEL 設定は通常、複数の CPU を持つマシンで大容量かつ複雑なクエ
リーを実行する場合に設定されます。OLTP 環境ではクエリーが単純で短いうえに繰り返
しが多いため、このオプションを設定しても十分な処理効率が得られない場合がありま
す。これに対して、DSS 環境や OLAP 環境の場合は、このオプションを有効にすると、著
しく処理効率が改善されることがあります。

NUM_IOCLEANERS
非同期ページクリーナーの数を指定します。クリーナーは、バッファプールのダーティペー
ジをフラッシュし、ストレージからデータを取り出すスレッドの領域を解放します。データ
ベースの PREFETCH 設定が変更されている場合は、このチューニングが重要になりま
す。I/O の待ちを回避するには、挿入、更新および削除が頻繁な場合や大容量のプリ
フェッチの場合にこのパラメータを高く設定します。
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NUM_IOSERVERS
データベースの I/O サーバー数を指定します。これらのサーバーは、プリフェッチ操作と
非同期 I/O 操作を実装します。I/O 並列機能を最大にするには、少なくともホストシステ
ム上の物理デバイスの数を設定する必要があります。

CHNGPGS_THRESH
ダーティページのフラッシュを開始するしきい値を指定します。低い値を設定すると、ク
リーニングが早くなります。

テーブルスキャン
Quick I/O は、デフォルトモードですべての I/O をダイレクト I/O として実行します。
単一スレッド順次スキャン（意思決定支援システム（DSS）の作業負荷では一般的）の場
合は、バッファリングされた読み取りを使うと処理効率が向上します。ファイルシステムで
このような順次読み取りを検出し、先読みを実行するため、DB2 が要求する次の数ブロッ
クは、システムバッファキャッシュを介して利用でき、DB2 バッファプールにコピーされま
す。メモリからのアクセスは、ディスクからのアクセスより本質的に高速なので、これにより、
遅延を大幅に短縮できます。
Quick I/O の使用時に大規模な順次スキャンを扱う場合、処理効率を向上させるために
次の 2 つの方法を利用できます。
■

DB2 PREFETCH 設定を変更して、データが必要となる前に先読みを実行します。

■

DB2 順次テーブルスキャン処理によって読み取られるファイルに対して Cached Quick
I/O を有効に設定することです。Cached Quick I/O により、バッファリングされた読み
取りが可能になり、自動ファイルシステム先読みが、データを事前にローディングする
ことにより遅延の短縮に役立ちます。Cached Quick I/O を使う利点は、データベース
レベルの変更が不要なため、変更の反映でデータベースを再起動する必要がないこ
とです。

非同期 I/O
非同期 I/O によって、DB2 データベースは I/O の完了を待たずに、複数の I/O をスケ
ジュールできます。I/O の完了時、カーネルは、割り込みを使って DB2 プロセスに通知し
ます。
Quick I/O は、カーネル非同期 I/O をサポートしています。これにより、CPU 使用率が減
り、トランザクションのスループットが向上します。DB2 データベースエンジンは、DMS コ
ンテナの使用時にデフォルトで非同期 I/O を利用します。
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バッファプール
UNIX バッファキャッシュは、バッファ付き I/O モードで UFS、HFS、または JFS を使って
いる場合、処理効率において重要な役割を担います。しかし、Quick I/O の使用時、デー
タベースバッファプールは、RAW デバイスが使われているかのように、チューニングする
必要があります。Quick I/O によって、データベース処理効率を向上させるように、ファイ
ルシステムのキャッシュはバイパスされるため、データベースバッファプールにより多くの
メモリを割り当てることができます。ファイルシステムキャッシュに通常割り当てられたメモ
リページは、データベースバッファプールに割り当てることができます。バッファプールの
サイズと数を調整するには、データベースを再起動する必要があります。Cached Quick
I/O を使ってデータベースへのメモリ割り当てを動的に変更できるので、データベースを
再起動する必要がなくなります。
p.93 の 「Cached Quick I/O について」 を参照してください。

メモリの割り当て
システムで使える物理メモリの 75% より多くを使うように DB2 を設定しないでください。
DB2 は、システムメモリリソースに対してその他のプロセスと競合する場合があります。こ
のような潜在的なプロセスはすべて、メモリのサイジングおよび割り当て時に考慮する必
要があります。理想的な設定では、DB2 を専用システム上に構成することによって、チュー
ニングおよび監視上の問題が単純化され、最高の処理効率が保証されます。

一時表スペース
データベースに複数の TEMPORARY 表スペースが存在する場合は、ラウンドロビン方
式で使用率の負荷を分散します。複数の表スペースの使用、負荷の再分散化、および
EXTENTSIZE、PREFETCHSIZE、OVERHEAD、TRANSFERRATE の推奨値について
は、『DB2 管理ガイド』を参照してください。

DMS コンテナ
DMS 表スペースに複数のコンテナが存在する場合、すべてのコンテナが同じ物理サイ
ズであり、論理宣言されたサイズであることを確認することが重要です。DB2 は表スペー
ス内の利用可能なコンテナにわたってデータをストライプ化し、ラウンドロビン方式で書き
込みを行います。コンテナが同じサイズでない場合、表スペースが満杯になると、すべて
の I/O 動作が 1 つの物理ファイルまたはデバイスで発生する可能性があります。これは、
特に NUM_IOCLEANERS、NUM_IOSERVERS、PREFETCHSIZE の構成設定を高い値で結合
した場合に著しい処理効率の低下を引き起こす可能性があります。
qiomkfile コマンドを使って表スペースコンテナを拡張すると、この等しい長さを表スペー

ス内のすべてのコンテナで保持することができます。
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データ、インデックス、ログ
データベースのデータとログファイルを分離することは常に重要です。これらのタイプの
オブジェクトは書き込みパターンが非常に異なるため、同じデバイス上に混在させると処
理効率に悪影響を与えます。ログの書き込みは常にシーケンシャルで高帯域幅であるの
に対して、データ表スペースへの書き込みはランダム、大容量、シーケンシャルなど多岐
にわたります。ログの書き込みを高速にし、デバイスの遅延が問題にならないようにして、
データベース環境で最大の処理効率を引き出すことが重要です。
SMS 表スペースを使う場合は、データとインデックスを別のデバイスに分離することは不
可能です。これは、2 つのタイプのデータベースオブジェクト間で I/O とメモリの競合を削
減する方法がないことを意味します。ただし、DMS デバイスを使うと、テーブルのデータ
とインデックスを別の表スペースに置くことができます。これをインデックスの使用率が高
い環境や、メモリに制限がある環境で使うと、処理効率が大幅に向上します。
データとインデックスを分離することで I/O を容易に監視できるだけでなく、インデックス
を別の表スペースに割り当てることで、専用のバッファプールを必要に応じてインデックス
に割り当てたりインデックスコンテナ上で使える Cached Quick I/O に割り当てることがで
きます。インデックスを常時メモリ上に置く場合、または単一バッファプールリソースのデー
タとインデックスの間の競合を避ける必要がある場合にこの設定を使うと、処理効率が大
幅に向上します。

データベース統計
DB2 データベースは、データベース内のデータの物理レイアウトに関する内部情報と統
計情報を保持します。これらの内部統計情報を使ってプリフェッチと I/O スケジューリン
グスレッドの先行操作をスケジュールするため、処理効率に多大の影響を与えます。定
期的なデータベース操作では、統計情報が不正確になる可能性があるため、I/O スケ
ジュールに悪影響を与え始めます。新しいデータの追加、テーブルでのインデックス作
成、多数の削除クエリーまたは更新クエリーを含む頻繁なテーブル操作などの大きな負
荷がかかると、特に悪影響が発生します。
DB2 では複数のツールを提供してこれらの統計情報の更新に役立てているため、継続
的で正確な I/O スケジューリングが実現できます。これらのツールは、db2 コマンドプロン
プトから実行することができ、RUNSTATS、REORG および REORGCHK ツールと呼ば
れます。これらのツールを定期的に実行して、データベースの最適な処理効率を保証す
る必要があります。
『DB2 管理ガイド』の「システム・カタログ統計」の項と『DB2 コマンド・リファレンス』の CLP
コマンドの項を参照してください。

Solaris for DB2 のチューニングについて
Veritas Storage Foundation for DB2 を使って最適な処理効率を得るには、特定の
Solaris パラメータをチューニングする必要があります。これらのパラメータを変更するに
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は、Solaris カーネル設定（/etc/system ファイル内で指定）を変更して、システムを再
ブートする必要があります。
/etc/system ファイル内のこのチューニングパラメータは、テキストエディタを使って追

加または変更できます。次に、/etc/system ファイルの内容の例を示します。
* start DB2 *
set msgsys:msginfo_msgmax=65535
set msgsys:msginfo_msgmnb=65535
set msgsys:msginfo_msgseg=16384
set msgsys:msginfo_msgssz=16
set msgsys:msginfo_msgmap=258
set msgsys:msginfo_msgmni=256
set msgsys:msginfo_msgtql=512
*
set shmsys:shminfo_shmmax=134217728
set shmsys:shminfo_shmseg=16
set shmsys:shminfo_shmmni=300
*
set semsys:seminfo_semmni=256
set semsys:seminfo_semmap=258
set semsys:seminfo_semmns=512
set semsys:seminfo_semmnu=512
* end DB2 *

メモ: すべてのチューニングパラメータの設定は、システムやデータベースのサイズ、デー
タベース負荷、ユーザー数のような要因によって異なります。ハードウェア構成で正確な
設定を行うには、DB2 の該当バージョンのマニュアルを参照してください。

maxuprc
このパラメータは、任意の 1 ユーザーによって同時に実行できる最大プロセス数を設定
します。多数のユーザーがデータベースに同時にアクセスすることが予想される場合、こ
のパラメータを増加する必要があります。
maxuprc パラメータを増加するには

1

次のように、maxuprc の現在の設定を確認します。
# echo "maxuprc/D" | adb -k

2

次のように、/etc/system ファイルの maxuprc 設定を修正または追加します。
# set maxuprc=some_integer
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msgmax
このパラメータは、単一メッセージの最大サイズ（バイト単位）を設定します。一般に Solaris
システムでは、この値が 65535 を超えてはなりません。推奨値の詳細については、DB2
のマニュアルを参照してください。

msgmnb
このパラメータは、一度に単一メッセージキューで使用可能なメッセージバイトの合計数
を制限します。値は、msgmax 設定の任意の倍数にする必要があります。推奨値の詳細
については、DB2 マニュアルを参照してください。

msgseg
このパラメータでは、すべてのメッセージキュー上ですべてのセグメントが利用できる
msgssz セグメントの数を設定します。これらのセグメントのメモリはカーネルメモリから事
前に割り当てられます。推奨値の詳細については、DB2 マニュアルを参照してください。

msgssz
このパラメータでは、1 つのメッセージに割り当てられる各メッセージセグメントのサイズ（バ
イト単位）を設定します。オペレーティングシステムは、アプリケーションメッセージを使う
ために msgseg x msgssz セグメントの合計値を割り当てます。msgssz パラメータはアプ
リケーションに強く依存します。推奨値の詳細については、DB2 マニュアルを参照してく
ださい。

msgmap
このパラメータでは、メッセージキューリソースマップのサイズを設定します。利用できる連
続メッセージセグメントの各ブロックには、1 つの msgmap エントリが必要です。推奨値の
詳細については、DB2 マニュアルを参照してください。

msgmni
このパラメータでは、利用できるメッセージキュー ID の数を設定します。各メッセージ
キューには、1 つのメッセージキュー ID が必要であり、各 ID 構造のサイズは約 144 バ
イトです。推奨値の詳細については、DB2 マニュアルを参照してください。

msgtql
このパラメータでは、利用できるメッセージキューヘッダーの数を設定します。各キュー
メッセージには、1 つのメッセージキューヘッダーが必要であり、各ヘッダー構造のサイズ
は約 12 バイトです。推奨値の詳細については、DB2 マニュアルを参照してください。
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shmmax
このパラメータは、単一共有メモリセグメントの最大サイズ（バイト単位）を設定します。推
奨値の詳細については、データベースのマニュアルを参照してください。

shmmni
このパラメータは、共有メモリ識別子の数を設定します。推奨値の詳細については、デー
タベースのマニュアルを参照してください。

shmseg
このパラメータは、プロセスによってアタッチ可能な共有メモリセグメントの最大数を設定
します。推奨値の詳細については、データベースのマニュアルを参照してください。

semmap
このパラメータは、セマフォマップ内のエントリ数を設定します。セマフォの作成に頻繁に
使われるメモリ空間は、semmap から取得され、semmap の値に基づいて、固定数のマッ
プエントリで初期化されます。semmap には、semmni より大きい値を指定しないでくださ
い。推奨値の詳細については、データベースのマニュアルを参照してください。

semmni
このパラメータは、システム内のセマフォセット識別子の数を設定します。semmni パラメー
タによって、任意の一時点で作成できるセマフォセット数が決まるため、大容量データベー
スに対しては高めに設定する必要があります。推奨値の詳細については、データベース
のマニュアルを参照してください。

semmns
このパラメータは、システム内の最大セマフォ数を設定します。semmns パラメータは、大
容量データベースに対しては高めに設定する必要があります。推奨値の詳細について
は、データベースのマニュアルを参照してください。

semmnu
このパラメータは、システム全体の undo 構造体の最大数を設定します。このパラメータ
を semmni と同じ値に設定すると、あらゆるセマフォセットに対応する undo 構造体が提
供されます。semop(2) を使って実行されるセマフォ操作は、プロセスが終了した場合取
り消すことができますが、これが確実に行われるには undo 構造体が必要です。semmnu
の推奨値については、データベースのマニュアルを参照してください。
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A
Veritas Storage Foundation
for DB2 コマンドラインイン
ターフェース
この付録では以下の項目について説明しています。
■

コマンドの概要

■

コマンドラインインターフェースについて

コマンドの概要
Veritas Storage Foundation for DB2 では、GUI アプリケーションから操作のできる多
数の主要機能を、コマンドラインインターフェース（CLI）からも利用できます。コマンドライ
ンインターフェースによって、コマンド操作をスクリプトやその他の管理処理に組み入れる
ことができます。このコマンドは、CLI または Veritas Storage Foundation for DB2 の
GUI を使って実行することができます。
メモ: The Veritas Storage Foundation for DB2 のコマンドラインインターフェースは、
SFDB リポジトリに収集され、格納されている特定の表スペース、データファイル、コンテ
ナの情報（お使いのデータベースに応じて異なる）によって異なります。リポジトリは、いく
つかの CLI コマンドによってデフォルトで更新されます。db2ed_update コマンドを使っ
て定期的にリポジトリを最新の状態にしておくことが重要です。
コマンドラインインターフェースでサポートされているすべての Veritas Storage
Foundation for DB2 コマンドは、/opt/VRTS/bin ディレクトリに格納されています。オ
ンラインマニュアルページは、/opt/VRTS/man ディレクトリに格納されています。『Veritas
Storage Foundation インストールガイド』に記述されたインストール手順に従って、この
コマンドを使ってオンラインマニュアルページを表示できることを確認します。
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メモ: _all で終わるコマンドは、同一ホスト上にある DB2 パーティションデータベースの
複数のパーティションに適用されます。
表 A-1に、コマンドラインで利用可能なコマンドについてまとめます。
表 A-1

Veritas Storage Foundation for DB2 コマンド

コマンド

説明

db2ed_update と
db2ed_update_all

Veritas Storage Foundation for DB2 でリポジトリを更新しま
す。
db2ed_update_all db2ed_update_all は、対称型マルチ
プロセッサ（SMP）環境の DB2 パーティションデータベースのす
べてのデータベースパーティションに対し、db2ed_update を
呼び出します。

db2ed_checkconfig と
db2ed_checkconfig_all

Veritas Storage Foundation 環境での DB2 データベースの
設定を確認します。
db2ed_checkconfig_all は、SMP 環境の DB2 パーティション
データベースのすべてのデータベースパーティションに対し、
db2ed_checkconfig を呼び出します。

db2ed_saveconfig と
db2ed_saveconfig_all

Veritas Storage Foundation 環境での DB2 データベースの
設定を保存します。
db2ed_saveconfig_all は、SMP 環境の DB2 パーティション
データベースのすべてのデータベースパーティションに対し、
db2ed_saveconfig を呼び出します。

db2ed_ckptcreate と
db2ed_ckptcreate_all

DB2 データベースの Storage Checkpoint を作成します。

db2ed_ckptdisplay と
db2ed_ckptdisplay_all

DB2 データベースの Storage Checkpoint を表示します。

db2ed_ckptmount と
db2ed_ckptmount_all

DB2 データベースの Storage Checkpoint をマウントします。

db2ed_ckptcreate_all は、DB2 パーティションデータベースの
Version Checkpoint を作成します。
db2ed_ckptcreate_all は、データベースパーティション
ごとに db2ed_ckptcreate を呼び出します。

db2ed_ckptdisplay_all は、現在の DB2 パーティションデータ
ベースに対する Version Checkpoint を表示します。

db2ed_ckptmount_all db2ed_ckptmount_all は、DB2
パーティションデータベースの Version Checkpoint に対する
すべての Storage Checkpoint をマウントします。
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コマンド

説明

db2ed_ckptpolicy

MVS ファイルシステム（MVS）の Storage Checkpoint 割り当て
ポリシーを作成し、管理します。このコマンドを使うと、Storage
Checkpoint 割り当てポリシーの表示、作成、更新、割り当て、
削除を実行できます。

db2ed_ckptquota

Storage Checkpoint のクォータを管理します。

db2ed_ckptremove と
db2ed_ckptremove_all

DB2 データベースの Storage Checkpoint を削除します。
db2ed_ckptremove_all は、DB2 パーティションデータベース
の Version Checkpoint を削除します。

db2ed_ckptrollback と
DB2 データベースを Storage Checkpoint の特定時点におけ
db2ed_ckptrollback_all るイメージにロールバックします。
db2ed_ckptrollback_all は、DB2 パーティションデータベース
を Version Checkpoint にロールバックします。
db2ed_ckptrollback_all コマンドは、パーティションごと
に db2ed_ckptrollback を呼び出します。
db2ed_ckptumount と
db2ed_ckptumount_all

DB2 データベースの Storage Checkpoint をマウント解除しま
す。
db2ed_ckptumount_all は、DB2 パーティションデータベース
の Version Checkpoint をマウント解除します。

db2ed_clonedb

既存のすべてのデータベースコンテナのクローンを作成するこ
とによって、DB2 データベースのコピーを作成します。このクロー
ンデータベースは、既存のデータベースと同じホスト上で起動
できます。

qio_convertdbfiles

DB2 コンテナファイルを Quick I/O ファイルに変換します。

メモ: このコマンドは AIX と
Linux では利用できません。
qio_getdbfiles

データベースが使うファイルの情報を抽出し、そのファイルの名
前を mkqio.dat に格納します。
mkqio.dat ファイルは qio_convertdbfiles コマンドに
よって使われます。

qio_recreate

データベースのリカバリ時に Quick I/O ファイルを自動的に再
作成します。このコマンドは、qio_recreate コマンドが実行
されたディレクトリで mkqio.dat ファイルを検索します。
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コマンド

説明

db2ed_vmchecksnap

DB2 データベースのボリュームスナップショットを作成するため
に db2ed_vmsnap コマンドが使うスナッププランを作成し、検
証します。スナッププランは、スナップショットのシナリオ
（online_snapshot、online_mirror、offline など）を
指定します。このコマンドは、スナッププランの検証、一覧表示、
コピー、削除にも使います。

db2ed_vmsnap

データベースが使うミラーボリュームを分割することで、DB2 デー
タベースのスナップショットイメージを作成します。このコマンドを
使うと、スナップショットイメージを現在のデータベースに再同期
することもできます。また、このコマンドを使うと、DB2 データベー
スのスナップショットイメージの逆再同期を実行することもできま
す。

db2ed_vmclonedb

スナップショットボリュームにファイルシステムをマウントしたり、ス
ナップショットボリュームからクローンデータベースを起動したり
します。また、このコマンドを使うと、クローンデータベースのシャッ
トダウンまたは再起動、ファイルシステムのマウント解除、または
クローンデータベースのボリュームのデポートも実行できます。

edgetmsg2

メッセージログファイルを管理します。このユーティリティを使う
と、メッセージログファイルを表示できます。また、このユーティリ
ティを使って、ログファイルやコンソールへのメッセージの書き込
み、ログファイルの読み取り、コンソールへの出力を実行するこ
ともできます。

vxstorage_stats

ストレージオブジェクトの I/O 統計情報を表示します。

コマンドのサポート
_all で終わるコマンドはすべて、SMP 環境でサポートされています。これらのコマンドは

複数のパーティションに適用されます。
次のコマンドは、SMP 環境ではサポートされていません。
■ db2ed_clonedb
■ db2ed_ckptpolicy
■ db2ed_ckptquota
■ db2ed_vmchecksnap
■ db2ed_vmsnap
■ db2ed_vmclonedb

次のコマンドは、ホストレベルで適用されます。
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■ edgetmsg2
■ vxstorage_stats

コマンドラインインターフェースについて
Veritas Storage Foundation for DB2 のコマンドラインインターフェースを使って、管理
操作を実行できます。コマンドとその構文、および利用可能なオプションの詳細について
は、個々のマニュアルページを参照してください。

db2ed_update を使ったリポジトリの更新
コマンドを使って、リポジトリを更新できます。
データベースの構造を（たとえば、コンテナの追加、削除などによって）変更する場合は、
常に db2ed_update を実行する必要があります。
リポジトリを更新する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

■

使用上のメモ

■

インスタンス所有者としてログオンする必要があります（通常、ユーザー
ID は db2inst1 です）。

db2ed_update コマンドは、SFDB リポジトリで DB2 データベースに関
する情報を保存または更新します。
■ データベースは事前に起動しておく必要があります。また、
$DB2DATABASE 変数引数は、-D オプションを使って指定する必要が
あります。$DB2INSTANCE 引数はオプションです。
パーティションが複数ある場合は、db2ed_update_all コマンドを使
います。db2ed_update_all は DB2 パーティションデータベースの
すべてのデータベースパーティションに対し、db2ed_update を呼び
出します。
■ 詳細については、db2ed_update（1M）のマニュアルページを参照し
てください。
■

表 A-2 にリポジトリを更新するためのオプションを示します。
表 A-2

リポジトリを更新するためのオプション

オプション

説明

-D DB2DATABASE

スナップショットイメージを作成する DB2 データベースの名前を
指定します。

-I DB2INSTANCE

DB2 インスタンスの名前を指定します。
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オプション

説明

-G service_group

DB2 インスタンスが VCS の制御下にある場合、データベースの
VCS サービスグループ名を指定します。

SFDB リポジトリを更新するには
◆

次のように、 コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_update -D PROD

db2ed_checkconfig を使ったデータベース設定環境の確認
db2ed_checkconfig コマンドを使って、コマンドラインでデータベース環境の確認と報

告を行うことができます。
設定環境を確認するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

使用上のメモ

■

インスタンス所有者としてログオンする必要があります（通常、ユーザー
ID は db2inst1 です）。

db2ed_checkconfig コマンドは、データベース環境の各種要素を
確認する場合に使います。このユーティリティは、設定の耐障害性と適
切さを確認するために、データベースの設定、ファイルシステムとボリュー
ムのパラメータ、レイアウトオプションに関する特定の基本ルールを使お
うとします。提供される情報は、指定したデータベースに関するもので
す。
■ パーティションが複数ある場合は、db2ed_checkconfig_all コマン
ドを使います。db2ed_checkconfig_all は、すべてのデータベー
スパーティションに db2ed_checkconfig を呼び出して、DB2 パー
ティションデータベースの設定を確認します。
■ db2ed_checkconfig_all（1M）のマニュアルページを参照してくだ
さい。
■ db2ed_checkconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。

データベース設定環境を確認するには
◆

次のように、db2ed_checkconfig コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_checkconfig -D PROD

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.）
2 ファイルシステム上のコンテナの合計は 13 です。
（Total of 13 containers over 2 file systems.）
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ファイルシステムはすべて VxFS です。
（All file systems are VxFS.）
SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3508:
/udb_home の VxFS レイアウトはバージョン 4 以上ではありません。
（SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3508:
The VxFS layout of /udb_home is not version 4.）
SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3508:
/udb_home の VxFS レイアウトはバージョン 4 以上ではありません。
（SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3508:
The VxFS layout of /udb_home is not version 4.）
バージョン 4 未満の VxFS レイアウトでは、VxFS レイアウトの一部の機能がサポートされません。
（VxFS file systems not in the version 4 layout do not support
all of the features of VxFS.）
データベースコンテナ:
（The database has:）
5 SMS コンテナ
（5 SMS Containers）
3 DMS ファイルコンテナ
（3 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.）
0 SMS コンテナの断片化検査をスキップしました。
（0 SMS containers skipped fragmentation check.）
11 ファイルは断片化しています。
（11 files are fragmented.）
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。
（Examining File System tunable settings.）
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。
（Parameters for all VxFS file systems used by PROD.）
/udb_home/db2inst1/prod_temp のファイルシステム I/O パラメータ
（Filesystem i/o parameters for /udb_home/db2inst1/prod_temp）
read_pref_io = 65536
read_nstream = 1
read_unit_io = 65536
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write_pref_io = 65536
write_nstream = 1
write_unit_io = 65536
pref_strength = 10
buf_breakup_size = 1048576
discovered_direct_iosz = 262144
max_direct_iosz = 1048576
default_indir_size = 8192
qio_cache_enable = 0
write_throttle = 0
max_diskq = 1048576
initial_extent_size = 8
max_seqio_extent_size = 2048
max_buf_data_size = 8192
hsm_write_prealloc = 0
read_ahead = 1
inode_aging_size = 0
inode_aging_count = 0
fcl_maxalloc = 31775
fcl_keeptime = 0
fcl_winterval = 3600
/udb_home のファイルシステム I/O パラメータ
（Filesystem i/o parameters for /udb_home）
read_pref_io = 65536
read_nstream = 1
read_unit_io = 65536
write_pref_io = 65536
write_nstream = 1
write_unit_io = 65536
pref_strength = 10
buf_breakup_size = 1048576
discovered_direct_iosz = 262144
max_direct_iosz = 1048576
default_indir_size = 8192
qio_cache_enable = 0
write_throttle = 0
max_diskq = 1048576
max_diskq = 1048576
initial_extent_size = 8
max_seqio_extent_size = 2048
max_buf_data_size = 8192
hsm_write_prealloc = 0
read_ahead = 1
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inode_aging_size = 0
inode_aging_count = 0
fcl_maxalloc = 222425
fcl_keeptime = 0
fcl_winterval = 3600
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.）
データベース PROD のデータは単一のボリュームグループに保持されています。
（Data for database PROD is contained in one volume group.）
SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3419:
ファイルシステム /udb_home/db2inst1/prod_temp は VxVM を使ってミラー化されていません。
（SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3419:
File system /udb_home/db2inst1/prod_temp is not mirrored using VxVM.）
SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3419:
ファイルシステム udb_home は VxVM を使ってミラー化されていません。
（SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3419:
File system /udb_home is not mirrored using VxVM.）
ボリュームグループのバージョンを検査しています。
（Examining Volume Group versions.）
db2dg のボリュームグループバージョン:
（Volume Group version for db2dg is:）
110
ボリュームグループバージョンの詳細については、vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。
（See the vxdg(1M) man page for more information on Volume Group versions.）
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/db2inst1/prod_re にあります。
（The database has transaction logs in directory
/udb_home/db2inst1/prod_re.）
SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3322: 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。
（SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3322:
Transaction log directory is not mirrored using VxVM.）
データベースはアーカイブログモードで起動しています。
（The database is running in archivelog mode.）
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SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3322:
データベース内のアーカイブログに user-exit が定義されています。
アーカイブログの保存先を特定できませんでした。
（SFDB2 db2ed_checkconfig WARNING V-81-3322:
The database has a user-exit defined for archiving logs.
Cannot determine where logs are archived to.）
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.
Name
= SYSCATSPACE
Type
= System managed space
Total pages
= 1745
Used pages
= 1745
Free pages
= Not applicable
Page size (bytes)
= 4096
Name
= USER1
Type
= Database managed space
Total pages
= 12800
Used pages
= 160
Free pages
= 12608
Page size (bytes)
= 4096
Name
= INDX1
Type
= Database managed space
Total pages
= 12800
Used pages
= 96
Free pages
= 12672
Page size (bytes)
= 4096
Name
= TEMPORARY1
Type
= System managed space
Total pages
= 1
Used pages
= 1
Free pages
= Not applicable
Page size (bytes)
= 4096
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.）

db2ed_saveconfig を使ったデータベース設定環境の保存
コマンドを使って、コマンドラインからデータベース、シマンテック社製品、システムハード
ウェアの設定情報を保存できます。
設定環境を保存するには、次の条件を満たす必要があります。
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前提条件

■

インスタンス所有者としてログオンする必要があります（通常、ユーザー
ID は db2inst1 です）。

使用上のメモ

■

db2ed_saveconfig コマンドは、データベース、シマンテック社製品、
システムハードウェアの設定情報を収集し、記録する場合に使います。
情報は、指定されたデータベースに対して収集されます。このユーティリ
ティは、完全なシステム障害が発生した場合に、管理者がシステムとデー
タベースを最初から再構築できるだけの情報を収集しようとします。
収集される情報は、多数のシステム設定ファイルの形式をとり、システム
ハードウェア、シマンテック社製品、データベースに対するクエリー実行
結果となります。設定情報が保存されている場所は、
db2ed_saveconfig コマンドの出力として表示されます。また、-l オ
プションを使うと、この場所を指定できます。
パーティションが複数ある場合は、db2ed_saveconfig_all コマン
ドを使います。db2ed_saveconfig_all は、すべてのデータベース
パーティションに db2ed_saveconfig を呼び出して、DB2 パーティ
ションデータベースの設定を保存します。
詳しくは、db2ed_saveconfig_all（1M）のマニュアルページを参照
してください。
db2ed_saveconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。

■

■

■

■

データベース設定環境を保存するには
◆

次のように、 コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_saveconfig -D PROD
システム設定情報は次のディレクトリに保存されました:
（System configuration information saved to directory:）
/tmp/vxdbed.DR.1148

db2ed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成
コマンドを使って、コマンドラインから Storage Checkpoint を作成できます。
Storage Checkpoint は online、offline のいずれかです。online を指定した場合、
Storage Checkpoint の作成時にデータベースが書き込み一時停止モードになります。
offline を指定した場合、データベースは停止していると見なされます。
Storage Checkpoint を作成するには、次の条件を満たす必要があります。
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前提条件

使用上のメモ

■

インスタンス所有者としてログオンする必要があります（通常、ユーザー
ID は db2inst1 です）。

■

リカバリ機能を最大限に活用するには、Storage Checkpoint の作成時
に、LOGRETAIN または USEREXIT データベース設定パラメータを常
に有効にしておきます。

■

db2ed_ckptcreate は、次のディレクトリに Storage Checkpoint 情報を
保存します。
/etc/vx/vxdbed/DB2.$DB2INSTANCE.$DB2DATABASE/NODEnum/checkpoint_dir

パーティションが複数ある場合は、db2ed_ckptcreate_all コマン
ドを使います。db2ed_ckptcreate_all は、各データベースパーティ
ションで db2ed_ckptcreat を呼び出して、DB2 パーティションデー
タベースの Version Checkpoint を作成します。
■ 詳しくは、db2ed_ckptcreate（1M）のマニュアルページを参照してくだ
さい。
■

データベースがオンライン中に Storage Checkpoint を作成するには
◆

次のように、db2ed_ckptcreate コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -D PROD -o online
オンライン Storage Checkpoint Checkpoint_971672042 が
GMT 2004-05-01-18.22.34.0000 に作成されました
（An online Storage Checkpoint Checkpoint_971672042 is created at
GMT 2004-05-01-18.22.34.0000.）

データベースがオンライン中に、リポジトリを更新せず Storage Checkpoint を作成する
には
◆

次のように、db2ed_ckptcreate コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -D PROD -o online -n
オンライン Storage Checkpoint Checkpoint_971672043 が
GMT 2004-05-01-18.22.34.0000 に
作成されました
（An online Storage Checkpoint Checkpoint_971672043 is created at
GMT 2004-05-01-18.22.34.0000.）
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データベースがオフライン中に Storage Checkpoint を作成するには

1

オフライン Storage Checkpoint を作成する前にデータベースを停止します。
# db2 terminate

2

次のように、db2ed_ckptcreate コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -D PROD -o offline
オフライン Storage Checkpoint Checkpoint_971672044 が
GMT 2004-05-01-18.22.34.0000 に作成されました
（An offline Storage Checkpoint Checkpoint_971672044 is created at
GMT 2004-05-01-18.22.34.0000.）

デフォルトのオプションは online です。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを Storage Checkpoint に割り当てるには
◆

次のように、db2ed_ckptcreate コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -D PROD -o online -p \
ckpt_data,ckpt_metadata
online Storage Checkpoint をデータベース PROD に作成しています
（Creating online Storage Checkpoint of database PROD.）
Storage Checkpoint Checkpoint_971672044 が作成されました。
（Storage Checkpoint Checkpoint_971672044 created.）
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複数のパーティションで Storage Checkpoint を作成するには
◆

DB2 インスタンス所有者として、db2ed_ckptcreate_all コマンドを次のように使い
ます。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate_all -I db2inst -D PROD
db2inst はインスタンス名です。
すべてのパーティションでバージョンチェックポイント
Version_ckpt_1088639094 を作成しています。
（Creating Version Checkpoint Version_ckpt_1088639094 on
all partitions.）
rah: omitting logical node 0
パーティション 1 でチェックポイントを作成しています。
（Creating checkpoint on partition 1.）
オンライン Storage Checkpoint Checkpoint_1088639125 が
GMT 2004-06-30-23.45.29.0000 に作成されました
（An online Storage Checkpoint Checkpoint_1088639125 is created at
GMT 2004-06-30-23.45.29.0000）
db2ed_ckptcreate -I ... 完了
（db2ed_ckptcreate -I ... completed ok）
パーティション 0 でチェックポイントを作成しています。
（Creating checkpoint on partition 1.）
オンライン Storage Checkpoint Checkpoint_1088639159 が
GMT 2004-06-30-23.46.03.0000 に作成されました
（An online Storage Checkpoint Checkpoint_1088639159 is created at
GMT 2004-06-30-23.46.03.0000）
db2ed_ckptcreate -I ... 完了
（db2ed_ckptcreate -I ... completed ok）

コマンド出力には、rah: omitting logical node 0 が含まれています。これは
正常な動作です。

db2ed_ckptcreate および cron を使った Storage Checkpoint の
スケジュール
db2ed_ckptcreateコマンドを使って、cron ジョブまたはその他の管理スクリプトでの

Storage Checkpoint の作成をスケジュール設定できます。
Storage Checkpoint をスケジュール設定するには、次の条件を満たす必要があります。
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前提条件

■

使用上のメモ

■

インスタンス所有者としてログオンする必要があります（通常、ユーザー
ID は db2inst1 です）。

新規 crontab ファイルを作成するか、既存の crontab ファイルを編
集して、次のようなスペースで区切られたフィールドを持つ Storage
Checkpoint 作成エントリを埋め込みます。
minute hour day_of_month month_of_year day_of_week\
/opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate
このコマンドについての説明は、次のとおりです。
minute - 0 から 59 までの数値または *
hour - 0 から 23 までの数値または *
day_of_month - 1 から 31 までの数値または *
month_of_year - 1 から 12 までの数値または *
day_of_week - 0 から 6 までの数値（0 は日曜日）または *
前述の各変数は、アスタリスク（正当なすべての値を表す）または要素の
一覧をカンマで区切って指定できます。要素として使えるのは、1 つの
数字、またはハイフンで区切った 2 つの数字（範囲を表す）のいずれか
です。
■ 詳細については、db2ed_ckptcreate（1M）、cron（1M）および
crontab（1）のマニュアルページを参照してください。

cron ジョブを使った Storage Checkpoint 作成のスケジュール
■

毎週月曜日から金曜日まで、午前 5 時と午後 7 時の 1 日 2 回 Storage Checkpoint
を作成するには、次のエントリを crontab ファイルに取り込みます。

0 5,19 * * 1-5 /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -D PROD \
-I db2inst1 -o online
■

毎月 1 日から 15 日まで、午後 11 時 30 分に Storage Checkpoint を作成するに
は、次のエントリを crontab ファイルに取り込みます。

30 23 1,15 * * /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -D PROD \
-I db2inst1 -o online
■

データベースがオフライン中に、毎日曜日午前 1 時に Storage Checkpoint を作成
するには、次のエントリを crontab ファイルに取り込みます。

0 1 * * 0 /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptcreate -D PROD \
-I db2inst1 -o offline

db2ed_ckptdisplay を使った Storage Checkpoint の表示
db2ed_ckptdisplay コマンドを使って、コマンドラインから DB2 インスタンスに関連付け

られた Storage Checkpoint を表示できます。
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また、このコマンドを使って、ファイルセットクォータの値を表示することもできます。
Storage Checkpoint を表示するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

使用上のメモ

■

インスタンス所有者、または root のどちらとしてもログインできます。
root としてこのコマンドを実行する場合は、インスタンス所有者として
$DB2INSTANCE を設定する必要があります。

db2ed_ckptdisplay は、Veritas Storage Foundation for DB2 に
よって作成された Storage Checkpoint を表示するだけでなく、その他
の Storage Checkpoint（たとえば、NetBackup によって作成された
Storage Checkpoint）も表示します。
■ 状態（Status）フィールドにより、Storage Checkpoint が部分（P）、完了
（C）、無効（I）、マウント済み（M）、読み取り専用（R）、書き込み可能（W）
のどの状態にあるのかを確認できます。
■ 複数のパーティションがある場合は、db2ed_ckptdisplay_all コマ
ンドを使います。db2ed_ckptdisplay_all は、現在の DB2 パー
ティションデータベースに関連付けられている Version Checkpoint を
表示します。
■ 詳細については、db2ed_ckptdisplay（1M）のマニュアルページを
参照してください。

Veritas Storage foundation for DB2 で作成された Storage Checkpoint を表示するに
は
◆

次のように db2ed_ckptdisplay コマンドを使って、Veritas Storage Foundation
for DB2 で作成された Storage Checkpoint の情報を表示します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptdisplay -D PROD
Checkpoint_975876659

Sun Apr 3 12:50:59 2005

P+R

Checkpoint_974424522_wr001

Thu May 16 17:28:42 2005

C+R

Checkpoint_974424522

Thu May 16 17:28:42 2005

P+R

その他の Storage Checkpoint を表示するには
◆

db2ed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptdisplay -D PROD -o other
NetBackup_incr_PROD_955133480
NetBackup_full_PROD_9551329

52

NBU
NBU

/db01
/db01
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リポジトリを更新せず、その他の Storage Checkpoint を表示するには
◆

db2ed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptdisplay -D PROD -o other
NetBackup_incr_PROD_955133480
NetBackup_full_PROD_9551329

52

NBU
NBU

/db01
/db01

すべての Storage Checkpoint を表示するには
◆

db2ed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptdisplay -D PROD -o all
Checkpoint_971672042

Sun May 15 13:55:53 2005

C+R

Checkpoint_903937870

Fri May 13 22:51:10 2005

C+R

Checkpoint_901426272

Wed May 11 16:17:52 2005

P+R

NetBackup_incr_PROD_955133480
NetBackup_full_PROD_9551329

52

NBU

/db01

NBU

/db01

リポジトリを更新せず、すべての Storage Checkpoint を表示するには
◆

db2ed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptdisplay -D PROD -o all -n
Checkpoint_971672042

Sun May 15 13:55:53 2005

C+R

Checkpoint_903937870

Fri May 13 22:51:10 2005

C+R

Checkpoint_901426272

Wed May 11 16:17:52 2005

P+R

NetBackup_incr_PROD_955133480
NetBackup_full_PROD_9551329

52

NBU
NBU

/db01
/db01
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ファイルセットクォータの値を表示するには
◆

コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptdisplay -D PROD -c \
Checkpoint_903937870 -Q
Checkpoint_975876659
ファイルシステム
（Filesystem

Wed Mar 19 9:12:20 2005

C+R

ハード制限
ソフト制限
使用量
HardLim
SoftLim
CurrentUse）

/udb_home/db2inst1/indx1_1

100000

50000

2028

/udb_home/db2inst1/indx1_1

100000

50000

2028

/udb_home/db2inst1/temp

150000

80000

2142

/udb_home/db2inst1/system1

150000

70000

3092

db2ed_ckptmount を使った Storage Checkpoint のマウント
コマンドを使って、コマンドラインからデータベースの Storage Checkpoint をマウントで
きます。
Storage Checkpoint をマウントする前に、次の情報を確認してください。
前提条件

■

インスタンス所有者、または root のどちらとしてもログインできます。
root としてこのコマンドを実行する場合は、インスタンス所有者として
$DB2INSTANCE を設定する必要があります。
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使用上のメモ
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db2ed_ckptmount コマンドは、Storage Checkpoint をファイルシス
テムの名前空間にマウントする場合に使います。マウントされた Storage
Checkpoint は、マシン上ではファイルシステムとして表示されるため、
通常のファイルシステムベースのあらゆるコマンドで操作できます。
■ DB2 インスタンス所有者には、Storage Checkpoint をマウントポイント
にマウントするための権限が必要です。
■ Storage Checkpoint は読み取り専用、または読み取りおよび書き込み
可能としてマウントできます。デフォルトでは、Storage Checkpoint は読
み取り専用としてマウントされます。
■ rw（読み取りおよび書き込み可能）オプションを指定した場合は、_wrxxx
（xxx は整数）が Storage Checkpoint 名に付け加えられます。
■

指定されたマウントポイントディレクトリが存在しない場合、Storage
Checkpoint のマウント前に db2ed_ckptmount コマンドを実行する
と、このディレクトリが作成されます。ただし、DB2 インスタンス所有者が
作成する権限を持っている場合に限ります。
■ パーティションが複数ある場合は、db2ed_ckptmount_all コマンド
を使います。db2ed_ckptmount_all は、DB2 パーティションデータ
ベースの Version Checkpoint に対応するすべての Storage
Checkpoint をマウントします。
■ db2ed_ckptmount_all（1M）のマニュアルページを参照してくださ
い。
■ 詳しくは、db2ed_ckptmount（1M）のマニュアルページを参照してく
ださい。
■

読み取りおよび書き込みオプションを指定して Storage Checkpoint をマウントするには
◆

db2ed_ckptmount コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptmount -D PROD -c Checkpoint_971672042\
-m /tmp/ckpt_rw -o rw

/tmp/ckpt_rw/udb_home/udb01a_home 上に Checkpoint_971672042_wr001 という名前
Storage Checkpoint を作成しています
（Creating Storage Checkpoint on /tmp/ckpt_rw/udb_home/udb01a_home
with name Checkpoint_971672042_wr001）

読み取り専用オプションを指定して Storage Checkpoint をマウントするには
◆

コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptmount -D PROD -c Checkpoint_971672042\
-m /tmp/ckpt_ro -o ro
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db2ed_ckptumount を使った Storage Checkpoint のマウント解除
コマンドを使って、コマンドラインから Storage Checkpoint のマウントを解除できます。
Storage Checkpoint のマウントを解除するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

使用上のメモ

■

インスタンス所有者、または root のどちらとしてもログインできます。
root としてこのコマンドを実行する場合は、インスタンス所有者として
$DB2INSTANCE を設定する必要があります。

db2ed_ckptumount コマンドは、マウントされた Storage Checkpoint
をファイルシステムの名前空間から解除する場合に使います。マウントさ
れた Storage Checkpoint は、マシン上ではファイルシステムとして表示
されるため、通常のファイルシステムベースのあらゆるコマンドで操作で
きます。マウントされた Storage Checkpoint が必要なくなった場合、マ
ウントを解除できます。
■ 詳しくは、db2ed_ckptumount（1M）を参照してください。

メモ: パーティションが複数ある場合は、db2ed_ckptumount_all コマ
ンドを使ってください。

Storage Checkpoint のマウントを解除するには
◆

次のように、 コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptumount -D PROD \
-c Checkpoint_971672042_wr001

db2ed_ckptpolicy を使った Storage Checkpoint 割り当てポリシーの作
成および使用
コマンドを使って、MVS ファイルシステム（MVS）用の Storage Checkpoint 割り当てポリ
シーを作成し、管理できます。Storage Checkpoint 割り当てポリシーによって、ボリュー
ムのリストおよびデータの割り当て順序を指定します。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを作成し、使用するには、次の条件を満たす必要
があります。
前提条件

■

インスタンス所有者としてログオンする必要があります（通常、ユーザー
ID は db2inst1 です）。
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使用上のメモ

■

■

■

■

■

■
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db2ed_ckptpolicy コマンドは、ディスクレイアウトバージョン 6 を使っ
ているファイルシステムでのみ使えます。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを使うには、VxVM ボリュームセッ
トおよび VxFS MVS ファイルシステムの機能が有効になっている必要が
あります。
データベース内の特定のファイルシステムに Storage Checkpoint 割り
当てポリシーを設定する場合は、そのファイルシステムで VxFS の MVS
ファイルシステム機能を有効にする必要があります。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーの状態は、partial（部分的）ま
たは complete（完全）のいずれかです。部分的なポリシーとは、デー
タベースで使う一部のファイルシステム上に存在するポリシーです。完全
ポリシーは、すべてのファイルシステム上に存在するポリシーです。
割り当てポリシーが Storage Checkpoint に割り当てられると、各デバイ
スからの要求の処理は、割り当て機構により、割り当てポリシーで指定さ
れている順に試行されます。この要求を割り当てポリシー内のいずれか
のデバイスで処理できない場合、ファイルシステム内に空き領域がある
他のデバイスが存在していたとしても、その要求は失敗します。割り当て
は、ポリシーに記載されているデバイスに対してのみ可能です。
詳しくは db2ed_ckptpolicy（1M）のマニュアルページを参照してく
ださい。

Storage Checkpoint 割り当てポリシーを作成するには
◆

db2ed_ckptpolicy コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE \
-o create -p ckpt_policy

次のような出力が表示されます。
ファイルシステム: /mvsfs/v2（MVS ボリューム: mvsv4,mvsv5）
（File System: /mvsfs/v2（MVS volumes: mvsv4,mvsv5））
割り当てられたデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
（Assigned Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
割り当てられたメタデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
（Assigned Meta Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
ポリシー ckpt_policy のボリューム名をスペースで区切って入力してください [skip,quit]:
（Please enter the volume name(s), sperated by space,
for the policy ckpt_policy [skip,quit]:）mvsv4
ファイルシステム: /mvsfs/v1（MVS ボリューム: mvsv1,mvsv2,mvsv3）
（File System: /mvsfs/v1（MVS volumes: mvsv1,mvsv2,mvsv3））
割り当てられたデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
（Assigned Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
割り当てられたメタデータポリシー: なし（MVS ボリューム: -）
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（Assigned Meta Data Policy: NONE（MVS Volumes: N/A））
ポリシー ckpt_policy のボリューム名をスペースで区切って入力してください [skip,quit]:
（Please enter the volume name(s), separated by space,
for the policy ckpt_policy [skip,quit]:）mvsv2
次の情報がポリシー ckpt_sample の作成に使われます
（The following information will be used to create policy ckpt_sample）
ckpt_sample
/mvsfs/v2
mvsv4
ckpt_sample
/mvsfs/v1
mvsv2

この例は、次のことを前提としています。
■

2 つの MVS ファイルシステム（/mvsfs/v1 と /mvsfs/v2）がデータファイル用
に使われている。

■

ファイルシステム /mvsfs/v1 がボリュームセット mvsvset1 上に作成されてい
る。

■

ファイルシステム /mvsfs/v2 がボリュームセット mvsvset2 上に作成されてい
る。

■

ボリュームセット mvsvset1 に mvsv1、mvsv2、mvsv3 が含まれている。

■

ボリュームセット mvsvset2 に mvsv4 と mvsv5 が含まれている。
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データベース内の Storage Checkpoint 割り当てポリシーを表示するには
◆

db2ed_ckptpolicy コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE \
-n -o display [-c storage_ckpt | -p ckpt_policy]
-p ckpt_policy オプションと -c storage_ckpt オプションを指定しない場合、

出力は次のようになります。
Policy Name
File System Coverage
-------------------- -------------------ckpt
Complete
ckpt_data
Complete
ckpt_metadata
Complete
new_ckpt
Partial
ckpt_sample
Complete
-p ckpt_policy オプションを指定した場合、出力は次のようになります。
ポリシー名
ファイルシステム
MVS ボリューム
（Policy Name
File System
MVS volumes）
-----------------------------------ckpt_sample
/mvsfs/v2
mvsv4
ckpt_sample
/mvsfs/v1
mvsv2
-c storage_ckpt オプションを指定した場合、出力は次のようになります。
Storage Checkpoint
（Storage Checkpoint
-----------------Checkpoint_1095125037
Checkpoint_1095125037

ファイルシステム
File System
-----------/mvsfs/v2
/mvsfs/v1

データポリシー メタデータポリシー
Data Policy Meta Data Policy）
----------- ---------------ckpt_data
ckpt_metadata
ckpt_data
ckpt_metadata
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Storage Checkpoint 割り当てポリシーを更新するには
◆

コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE \
-n -o update -p ckpt_policy

次のような出力が表示されます。
ファイルシステム: /mvsfs/v2（MVS ボリューム: mvsv4,mvsv5）
（File System: /mvsfs/v2（MVS volumes: mvsv4,mvsv5））
ポリシー: ckpt_sample（MVS ボリューム: mvsv4）
（Policy: ckpt_sample（MVS volumes: mvsv4））
ポリシー ckpt_sample のボリューム名をスペースで区切って入力してください [skip,quit]:
（Please enter the volume name(s), separated by space,
for the policy ckpt_sample [skip,quit]:）mvsv5
ファイルシステム: /mvsfs/v1（MVS ボリューム: mvsv1,mvsv2,mvsv3）
（File System: /mvsfs/v1（MVS volumes: mvsv1,mvsv2,mvsv3））
ポリシー: ckpt_sample（MVS ボリューム: mvsv2）
（Policy: ckpt_sample（MVS volumes: mvsv2））
ポリシー ckpt_sample のボリューム名をスペースで区切って入力してください [skip,quit]:
（Please enter the volume name(s), separated by space,
for the policy ckpt_sample [skip,quit]:）mvsv2,mvsv3
次の情報がポリシー ckpt_sample の作成に使われます
（The following information will be used to create policy ckpt_sample）
ckpt_sample
/mvsfs/v2
mvsv5
ckpt_sample
/mvsfs/v1
mvsv2,mvsv3

Storage Checkpoint 割り当てポリシーを割り当てるには
◆

db2ed_ckptpolicy コマンドを次のように使って、指定した Storage Checkpoint

に割り当てポリシーを割り当てます。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE \
-n -o assign -c ckpt_name -p ckpt_policy[,ckpt_metadata_policy]

Storage Checkpoint 割り当てポリシーを削除するには
◆

コマンドを次のように使って、指定した Storage Checkpoint から割り当てポリシーを
削除します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptpolicy -D DB2DATABASE \
-n -o remove -p ckpt_policy
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db2ed_ckptquota を使った Storage Checkpoint クォータの管理
db2ed_ckptquota コマンドを使って、コマンドラインからデータベースの Storage

Checkpoint のファイルシステムクォータを管理できます。
Storage Checkpoint のクォータを管理するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

使用上のメモ

■

インスタンス所有者としてログオンする必要があります（通常、ユーザー
ID は db2inst1 です）。

■

データベースのリポジトリエントリが存在し、DBA が影響を受けるすべて
のファイルシステムの所有者となっている必要があります。

■

詳細については、db2ed_ckptquota（1M）のマニュアルページを参
照してください。

データベース内のすべてのファイルシステムにクォータ限度を設定し、クォータの実行を
有効にするには
◆

db2ed_ckptquota コマンドを次のように使って、データベース内のすべてのファイ

ルシステムにハード制限およびソフト制限を設定し、クォータの実行を有効にします。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptquota -D DB2DATABASE \
-o set=hardlimit,softlimit,enable

リストファイルで指定したすべてのファイルシステムにクォータ限度を設定するには
◆

db2ed_ckptquota コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptquota -D DB2DATABASE \
-o set=hardlimit,softlimit -f listfile

ファイルシステムのクォータ限度を無効にするには
◆

コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptquota -D DB2DATABASE -o disable \
filesystem_path
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データベース内のすべてのファイルシステムのクォータ値を表示するには
◆

db2ed_ckptquota コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptquota -D DB2DATABASE -o display
ファイルシステム
（Filesystem

ハード制限
Hardlimit

ソフト制限 使用量
Softlimit

CurrentUse）

/db2/udb_home

50000

40000

136

/db2/testvol01

25000

20000

128

/db2/testvol02

50000

40000

128

/db2/testvol03

50000

40000

0

/db2/testvol04

25000

20000

128

/db2/testvol05

50000

40000

128

［ハード制限（Hardlimit）］と［ソフト制限（Softlimit）］の数字は、許可されたファイ
ルシステムブロックの総数を表しています。
［使用量（CurrentUse）］には、ファイルシステム内のすべての Storage Chackpoint
が、この時点で使っているファイルシステムのブロック数が表示されます。Storage
Checkpoint が存在しない場合、またはクォータが無効にされている場合は、［使用
量（CurrentUse）］に 0 が表示されます。

db2ed_ckptrollback を使った Storage Rollback の実行
db2ed_ckptrollback コマンドを使って、DB2 インスタンスを Storage Checkpoint に

ロールバックできます。
Storage Rollback を実行するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

インスタンスの所有者としてログインする必要があります。
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使用上のメモ

db2ed_ckptrollback は、DB2 データベースを指定された Storage
Checkpoint にロールバックします。Storage Rollback は、データベー
ス全体に対して実行できます。
データベース全体のデータベースロールバックでは、Storage Rollback
を開始する前にデータベースを停止する必要があります。
db2ed_ckptrollback コマンドは、DB2 データベースの実行中は開
始できません。
■ パーティションが複数ある場合は、db2ed_ckptrollback_all コマ
ンドを使います。db2ed_ckptrollback_all は、DB2 パーティショ
ンデータベースを Version Checkpoint にロールバックします。
db2ed_ckptrollback_all コマンドは db2ed_ckptrollback
を呼び出し、各パーティションで実行します。
■ 詳細については、db2ed_ckptrollback（1M）のマニュアルページ
を参照してください。
■

DB2 インスタンスを Storage Checkpoint にロールバックするには
◆

次のように、db2ed_ckptrollback コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptrollback -D PROD -c \
Checkpoint_903937870

db2ed_ckptremove を使った Storage Checkpoint の削除
db2ed_ckptremove コマンドを使って、コマンドラインから DB2 インスタンスの Storage

Checkpoint を削除できます。
Storage Checkpoint を削除するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

使用上のメモ

■

インスタンス所有者、または root のどちらとしてもログインできます。
root としてこのコマンドを実行する場合は、インスタンス所有者として
$DB2INSTANCE を設定する必要があります。

db2ed_ckptremove コマンドは、1 つのファイルシステム、または関連
付けられた複数のファイルシステムから Storage Checkpoint を削除す
る場合に使います。Storage Checkpoint は、GUI または
db2ed_ckptcreate（1M）コマンドを使って作成しておく必要がありま
す。
■ Storage Checkpoint は、削除する前にマウントを解除しておく必要があ
ります。
■ パーティションが複数ある場合は、db2ed_ckptremove_all コマン
ドを使います。db2ed_ckptremove_all は、DB2 パーティションデー
タベースの Version Checkpoint を削除します。
■ 詳しくは db2ed_ckptremove（1M）のマニュアルページを参照してく
ださい。
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Storage Checkpoint を削除するには
◆

db2ed_ckptremove コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_ckptremove -D PROD \
-c Checkpoint_971672042_wr001

db2ed_clonedb を使った DB2 データベースの作成
db2ed_clonedb コマンドを使うと、Storage Checkpoint を使って DB2 データベースの

クローンを作成できます。Storage Checkpoint を使って既存のデータベースのクローン
を作成する場合、同一ホスト上に作成する必要があります。
また コマンドの使用時に、データベースを手動または自動でリカバリすることもできます。
■

クローンインスタンスの手動（対話型）リカバリ（-i オプションを指定する必要がありま
す）では、再生するアーカイブログファイルを指定することでリカバリのレベルを制御
できます。

■

このコマンドのデフォルト使用である自動（非対話型）リカバリでは、データベース全
体をリカバリし、すべてのアーカイブログを適用します。アーカイブログの名前を入力
する必要はありません。

DB2 データベースのクローンを作成する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

まず、Storage Checkpoint を作成する必要があります。
p.285 の 「db2ed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成」 を
参照してください。
■ db2ed_clonedb を使って、同じインスタンス内、または複数インスタン
スにまたがりデータベースのクローンを作成する前は、使っているロケー
ルがデータベースロケールと同じであること、およびそのロケールが複数
インスタンスにまたがり同じであることを確認してください。ロケールの設
定がわからない場合は、ファイル
/opt/VRTSdb2ed/lib/DB2CODPAGE.tbl を参照して、ロケールと
データベース Code Page 間のマッピングを調べてみてください。
■ クローンインスタンスの作成に必要な十分な領域とシステムリソースがシ
ステムにあることを確認してください。
■ クローンデータベースは、プライマリデータベースと同量のメモリおよび
マシンリソースを消費します。
■
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使用上のメモ

■

■

■

■

■

db2ed_clonedb コマンドは、データベースのコピーを作成し、すべて
の既存データベースファイルのクローンを新しい場所に作成する場合に
使います。
db2ed_clonedb コマンドは、インスタンスが起動している場合にのみ
使えます。
ユーザーは、データベースのリカバリ手順に関して基本知識を身に付け
ていることを前提としています。
db2ed_clonedb を使ってデータベースのクローンを作成する場合、
クローンの作成元となるソースデータベースと同じ名前を持つターゲット
インスタンス内のデータベースは、一時的にアンカタログされ、使えなく
なります。同じインスタンス内にソースデータベースのクローンを作成す
る場合、db2ed_clonedb の実行中、ソースデータベースは一時的に
アンカタログされます。db2ed_clonedb の実行が完了すると、データ
ベースは再カタログされます。
詳細については、db2ed_clonedb（1M）のマニュアルページを参照
してください。

表 A-3 に、DB2 データベースのクローンを作成するためのオプションを示します。
表 A-3

db2ed_clonedb コマンドオプション

オプション

説明

-I SOURCE_INSTANCE

コピー元の DB2 データベースを指定します。インスタンスが指定
されていない場合は、現在のユーザーがもとのインスタンスの所
有者になります。

-S SOURCE_DATABASE

ソース DB2 データベースの名前を指定します。

-T TARGET_DATABASE

作成される新しい DB2 データベースの名前を指定します。

-c CKPT_NAME

新しいデータベースの作成に使う Storage Checkpoint の名前
を指定します。Storage Checkpoint は、クローンの作成中に自
動的にマウントされます。

-m MOUNT_POINT

マウントするデータベースコンテナの場所を指定します。

-l

このオプションには、引数
TARGET_DATABASE_REDOLOG_DIRECTORY が必要です。対
象となるデータベースの REDO ログディレクトリを指定します。

-i

システムによるプロンプトに応答する必要がある対話形式モード
で、コマンドを実行します。デフォルトモードは、非対話形式で
す。（オプション）

-a

このオプションには、引数 RECOVERY_LOG_LOCATION が必要
です。このオプションを指定した場合は、クローンの作成後に、最
小のデータベースリカバリが自動的に行われます。（オプション）
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オプション

説明

-o umount

クローンデータベースを停止し、Storage Checkpoint ファイルシ
ステムのマウントを解除します。

-o restartdb

Storage Checkpoint ファイルシステムをマウントし、クローンデー
タベースを起動します。-o restartdb オプションを指定する
と、クローンデータベースのリカバリは試行されません。

-d

-o umount オプションと組み合わせて使います。-d オプション
を指定した場合、クローンデータベースの作成に使われた
Storage Checkpoint がクローンデータベースと一緒に削除され
ます。

DB2 データベースのクローンを作成するには（同時に手動 DB2 リカバリを行う場合）
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -S source_db -T target_db1 \
-c Checkpoint_1049927758 -m /db2clone/target_db1
データベースのクローン作成に成功しました。
（Clone database succeeded.）

DB2 データベースのクローンを作成するには（同時に自動 DB2 リカバリを行う場合）
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -S source_db -T target_db2 \
-c Checkpoint_1049927758 -m /db2clone/target_db2 -a \
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/

データベースのクローン作成に成功しました。
（Clone database succeeded.）
データベースは 2005-04-09-22.36.02.0000 にロールフォワードされます。
（The database will be rolled forward to 2003-04-09-22.36.02.0000.）
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
がリカバリの間にアーカイブログの検索に使われます。
（will be used to be searched for archived logs during recovery.）
Rollforward Status
Input database alias
= TARGET_DB2
Number of nodes have returned status = 1
Node number
= 0
Rollforward Status
= DB working
Next log file to be read
= S0000002.LOG
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Log files processed
Last committed transaction

= = 2005-04-08-20.32.53.000000

DB20000I The ROLLFORWARD command completed successfully.
Rollforward Status
Input database alias
= TARGET_DB2
Number of nodes have returned status = 1
Node number
= 0
Rollforward Status
= not pending
Next log file to be read
=
Log files processed
= S0000002.LOG - S0000002.LOG
Last committed transaction
= 2005-04-08-20.32.53.000000
DB20000I The ROLLFORWARD command completed successfully.

DB2 データベースのクローンを作成するには（同時に対話型 DB2 リカバリを行う場合）
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -S source_db -T target_db3 \
-c Checkpoint_1049927758 -m /db2clone/target_db3 -i
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
がリカバリの間にアーカイブログの検索に使われます。
（/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
will be used to be searched for archived logs during recovery.）

[Return] キーを押して続行するか、
（Press <Return> to continue）
<r> を押して再試行するか、
（Or <r> to retry）
<q> を押して終了してください。
（Or <q> to quit:）
データベースは 2005-04-09-22.36.02.0000 にロールフォワードされます。
（The database will be rolled forward to 2003-04-09-22.36.02.0000.）
アーカイブログは /db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
から取得されます。推定最小ログは S0000002.LOG-S0000002.LOG です。
（The archived logs will be retrieved from
/db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/.
The estimated minimum logs are S0000002.LOG-S0000002.LOG.）
別のセッションから
cp /db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/*.LOG/db2clone/\
target_db3/REDOLOG
を実行することで、すべてのログファイルを取得できます。
（You can retrieve all log files by executing
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cp /db2clone/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/*.LOGdb2clone/\
target_db3/REDOLOG
from another session and then）
次に、q を押して続行するか、
（Press q to continue）
Return キーを押して最小ログを取得します。
（Or Press Enter to retrieve the minimum logs.）
必要なログが足りない場合、リカバリ処理は停止します。
（The recovery process will stop if more logs is required.）
続行するには [Return] キーを押してください...
（Press <Return> to continue ...）
または、スキップするには [q] を押してください
（or <q> to skip ...）
Rollforward Status
Input database alias
= TARGET_DB3
Number of nodes have returned status = 1
Node number
= 0
Rollforward Status
= DB working
Next log file to be read
= S0000002.LOG
Log files processed
= Last committed transaction
= 2003-04-08-20.32.53.000000
DB20000I

The ROLLFORWARD command completed successfully.

Rollforward Status
Input database alias
= TARGET_DB3
Number of nodes have returned status = 1
Node number
= 0
Rollforward Status
= not pending
Next log file to be read
=
Log files processed
= S0000002.LOG - S0000002.LOG
Last committed transaction
= 2003-04-08-20.32.53.000000
DB20000I

The ROLLFORWARD command completed successfully.

クローンデータベースを停止し、Storage Checkpoint のマウントを解除するには
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -T target_db3 -o umount
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Storage Checkpoint ファイルシステムをマウントし、クローンデータベースを起動するに
は
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -T target_db3 -o restartdb

クローンデータベースとクローンデータベースの作成に使った Storage Checkpoint を削
除するには
◆

次のように、db2ed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_clonedb -T target_db3 -o umount -d

db2ed_vmchecksnap を使ったスナッププランの作成および使用
スナッププランは、データベースのスナップショットのシナリオ（online_snapshot、
online_mirror、offline など）を指定します。スナッププランファイルには、任意の名
前を付けることができます。
オプションを使うと、スナッププランの作成とパラメータのデフォルト値の設定を行うことが
できます。テキストエディタを使って、スナッププランファイルを変更できます。
また、このコマンドを使うと、スナッププランを検証、コピー、一覧表示、または削除したり、
ストレージが Database FlashSnap 機能に適した設定になっているかどうかを検査したり
することもできます。
p.221 の 「スナッププラン（db2ed_vmchecksnap）の検証」 を参照してください。
メモ: このコマンドを使うには、Veritas Storage Foundation for DB2 の Enterprise
Edition が必要です。

スナッププランパラメータ
db2ed_vmchecksnap -o setdefaults オプションを使ってスナッププランを作成する

場合、次のパラメータを設定します。
表 A-4

スナッププランパラメータ

パラメータ

値

SNAPSHOT_VERSION

Veritas Storage Foundation for DB2 のこのリリースにおけるス
ナップショットバージョンを指定します。

PRIMARY_HOST

プライマリデータベースが存在するホストの名前を指定します。
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パラメータ

値

SECONDARY_HOST

クローンデータベースが存在するホストの名前を指定します。
Veritas Storage Foundation for DB2 環境では、プライマリホス
トとセカンダリホストが同じ場合、スナップショットボリュームはデ
ポートされません。

PRIMARY_DG

プライマリデータベースが使う Volume Manager ディスクグルー
プの名前を指定します。

SNAPSHOT_DG

スナップショットボリュームを保持するディスクグループの名前を
指定します。
Veritas Storage Foundation for DB2 環境では、スナップショッ
トボリュームは、プライマリホストのこのディスクグループに配置さ
れ、プライマリホストとセカンダリホストが異なる場合はデポートさ
れます。セカンダリホストはこのディスクグループをインポートして、
クローンデータベースを起動します。

DB2DATABASE

DB2 データベースの名前を指定します。

DB2HOME

データベースのホームディレクトリを指定します。

ARCHIVELOG_DEST

アーカイブログの絶対パスを指定します。
アーカイブログを多重化した場合、データベースリカバリの際に
使えるアーカイブログ記録先はいくつかあります。どのアーカイブ
ログ記録先を使うかを指定する必要があります。
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG を yes に設定した場合は、アーカ
イブログ記録先を別のボリュームにすることをお勧めします。
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パラメータ

値

SNAPSHOT_MODE

online_snapshot、online_mirror または offline を指定します。
スナップショットを作成するときは、online_snapshot、
online_mirror、offline のいずれかのスナップショットモー
ドを指定する必要があります。デフォルトの SNAPSHOT_MODE は
online_snapshot です。
データベースの SNAPSHOT_MODE をonline_snapshot また
は online_mirror に設定してスナップショットを作成すると、
db2ed_vmsnap コマンドは最初にデータベースを WRITE
SUSPEND モードにします。db2ed_vmsnap によるスナップショッ
トの作成が完了すると、データベースは WRITE SUSPEND モー
ドから解除されます。データベースがオフラインの場合は、デー
タベースを WRITE SUSPEND モードにする必要はありません。
SNAPSHOT_MODE が offline の場合、セカンダリホストはプラ
イマリホストとは異なるホストである必要があります。
SNAPSHOT_MODE が online_mirror の場合は、プライマリ
ホストがセカンダリホストと同じホストである必要があります。また、
スナッププランの ALLOW_REVERSE_RESYNC パラメータを yes
に設定する必要があります。SNAPSHOT_MODE が
online_snapshot の場合は、プライマリホストとセカンダリホ
ストのいずれかにスナップショットを作成できます。

SNAPSHOT_PLAN_FOR

database（デフォルト値）。この値を変更することはできません。
スナップショットを作成するデータベースオブジェクトを指定しま
す。

SNAPSHOT_PLEX_TAG

db2ed_vmsnap によって、スナップショットの取得に使われるプ
レックスに設定するタグの名前を指定します。データベース内の
すべてのボリュームにこのタグ名のプレックスが設定されている場
合、db2ed_vmchecksnap コマンドは、このタグ名を使って検
索します。

SNAPSHOT_VOL_PREFIX

スナップショットボリューム接頭辞を指定します。プライマリディス
クグループから分離したスナップショットボリュームの接頭辞を指
定する場合に、この変数を使います。ボリューム名は 32 文字以
内です。

ALLOW_REVERSE_RESYNC

yes または no。
デフォルトでは、逆再同期はオフ（no）になっています。yes に
設定した場合、このパラメータによって、もとのボリュームをスナッ
プショットからリストアできます。ただし、この操作を行うには、もと
のデータベースを停止する必要があります。
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パラメータ

値

SNAPSHOT_MIRROR

スナップショットにするプレックスの数を指定します。デフォルト値
は 1 です。

スナッププランの作成
スナッププランを作成するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

DB2 インスタンス所有者である必要があります。

■

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。ディス
クグループのバージョンの詳細については、vxdg（1M）のマニュアル
ページを参照してください。
DCO と DCO ボリュームが、スナップショットの作成対象のボリュームに関
連付けられていることを確認してください。
スナップショットプレックスおよびそれらに関連する DCO ログが、もとのプ
レックスとは別のディスク上に存在し、システム管理者によってスナップ
ショットを作成できるように、正しく設定されている必要があります。
既存のデータベースボリュームで永続 FastResync が有効になってお
り、スナップショットボリュームに対してディスクが割り当てられている必要
があります。
LOGRETAIN モードを有効にしてデータベースを実行する必要がありま
す。

■

■

■

■

使用上のメモ

■

スナッププランは、プライマリホストで作成する必要があります。

■

db2ed_vmchecksnap コマンドを使ってスナッププランを作成した後、
必要に応じて、テキストエディタを使ってファイルの確認と更新ができま
す。
ローカルの作業ディレクトリを作成し、そのディレクトリにスナッププランを
保存することをお勧めします。
詳細については、db2ed_vmsnap（1M）のオンラインマニュアルページ
を参照してください。
SNAPSHOT_MODE が online_snapshot に設定されている場合は、
プライマリホストでもセカンダリホストでもクローンデータベースをリカバリ
できます。SNAPSHOT_MODE が online_mirror に設定されている
場合は、プライマリホストとセカンダリホストは同じである必要があります。
SNAPSHOT_MODE が offline に設定されている場合は、セカンダリホ
ストでクローンデータベースをリカバリする必要があります。
SMP または MPP 環境の DB2 パーティションデータベースでは、
Database FlashSnap 関連のコマンドを使えません。

■

■

■

■

表 A-5 にスナッププランを作成するためのオプションを示します。
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表 A-5

スナッププランを作成するためのオプション

オプション

説明

-D DB2DATABASE

スナップショットイメージを作成する DB2 データベースの名前を
指定します。

-I DB2INSTANCE

DB2 インスタンスの名前を指定します。

-f SNAPPLAN

作成するスナッププランのローカルパスまたは完全パスを指定し
ます。

-o setdefaults

デフォルトのスナッププランを作成します。このオプションを -o
validate オプションと組み合わせて使うと、設定が正しいかど
うかを検証できます。

-o validate

スナッププランの各パラメータを検証して、スナップショットボリュー
ムがスナップショット作成用に正しく設定されているかどうかを確
認し、スナッププランをリポジトリにコピーします。

-o list

特定の $DB2DATABASE に関連付けられたすべてのスナップ
プランを一覧表示します。

-o copy

スナッププランをリポジトリから使用中のローカルディレクトリにコ
ピーします。

-o remove

リポジトリおよびローカルディレクトリからスナッププランを削除し
ます。

-t SECONDARY_HOST

スナップショットイメージをデポートする先のホスト名を指定しま
す。デポート先がプライマリサーバーと同じ場合、スナップショット
ボリュームはデポートされません。この引数は、-o
setdefaults を使う場合に必要となります。-o validate
を指定した場合は無視されます。

[-p plex_tag]

スナップショットの作成に使うプレックスのタグ名を指定します。指
定しない場合、db2ed_flashsnap がデフォルトのプレックスタ
グとして使われます。

スナッププランを作成して、単一ホストにデフォルト値を設定するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 \
-o setdefaults -t host1 -p PRODtag

PROD の Snapplan snap1
（Snapplan snap1 for PROD.）
=====================================================
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SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host1
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
DB2DATABASE=PROD
DB2HOME=/PROD_HOME
REDOLOG_DEST=/PROD_HOME/inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/
SNAPSHOT_MODE=online_snapshot
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=PRODtag
SNAPSHOT_MIRROR=1
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no

スナッププランを作成して、2 台ホスト構成にデフォルト値を設定するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD \
-f snap2 -o setdefaults -t host2 -p PRODtag

PROD の Snapplan snap2
（Snapplan snap2 for PROD.）
=====================================================
SNAPSHOT_VERSION=4.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host2
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
DB2DATABASE=PROD
DB2HOME=/PROD_HOME
REDOLOG_DEST=/PROD_HOME/inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/
SNAPSHOT_MODE=online_snapshot
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=PRODtag
SNAPSHOT_MIRROR=1
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
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スナッププランの検証
-o validate オプションを指定して db2ed_vmchecksnap コマンドを使うと、スナッププ

ランを検証して、ストレージが Database FlashSnap 機能に適した設定になっているかど
うかを確認できます。
プライマリホストで使うスナップショットイメージのスナッププランを検証するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o validate

PRIMARY_HOST は host1 です
（PRIMARY_HOST is host1）
SECONDARY_HOST は host1 です
（SECONDARY_HOST is host1）
PRIMARY_DG-PRODdg の バージョンは 110 です。
（The version of PRIMARY_DG-PRODdg is 110.）
SNAPSHOT_DB は SNAP_PRODdg です。
（SNAPSHOT_DB is SNAP_PRODdg）
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）
PRODdg 上のボリューム prod_db はスナップショットの準備ができています。
（Volume prod_db on PRODdg is ready for snapshot.）
prod_db のオリジナルプレックスと DCO ログは PRODdg01 上にあります。
（Original plex and DCO log for prod_db is on PRODdg01.）
prod_db のスナップショットプレックスと DCO ログは PRODdg02 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for prod_db is on PRODdg02.）
スナップショットの SNAP_PRODdg は次を含みます: PRODdg02
（SNAP_PRODdg for snapshot will include: PRODdg02）
ALLOW_REVERSE_RESYNC は yes です
（ALLOW_REVERSE_RESYNC is yes）
スナッププラン snap1 が作成されました。
（The snapplan snap1 has been created.）

セカンダリホストで使うスナップショットイメージのスナッププランを検証するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap2 -o validate

PRIMARY_HOST は host1 です（PRIMARY_HOST is host1）
SECONDARY_HOST は host2 です。
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（SECONDARY_HOST is host2）
PRIMARY_DG-PRODdg の バージョンは 110 です。
（The version of PRIMARY_DG-PRODdg is 110.）
SNAPSHOT_DB は SNAP_PRODdg です。
（SNAPSHOT_DB is SNAP_PRODdg）
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.）
PRODdg 上のボリューム prod_db はスナップショットの準備ができています。
（Volume prod_db on PRODdg is ready for snapshot.）
prod_db のオリジナルプレックスと DCO ログは PRODdg01 上にあります。
（Original plex and DCO log for prod_db is on PRODdg01.）
prod_db のスナップショットプレックスと DCO ログは PRODdg02 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for prod_db is on PRODdg02.）
スナップショットの SNAP_PRODdg は次を含みます: PRODdg02
（SNAP_PRODdg for snapshot will include: PRODdg02）
ALLOW_REVERSE_RESYNC は yes です
（ALLOW_REVERSE_RESYNC is yes）
スナッププラン snap2 が作成されました。
（The snapplan snap2 has been created.）

db2ed_vmchecksnap を使ったスナッププランの一覧表示および
表示
db2ed_vmchecksnap コマンドを使って、既存のスナッププランを一覧表示したり、表示

したりすることができます。
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特定の DB2 データベースの使用可能なスナッププランをすべて表示するには
◆

コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -o list
PROD で次のスナッププランを使えます:
（The following snapplan（s）are available for PROD:）
SNAP_PLAN

SNAP_STATUS

DB_STATUS

SNAP_READY

snap1

init_full

-

yes

snap2

init_full

-

yes

snap3

init_full

-

yes

コマンド出力には、使用可能なすべてのスナッププラン、それらのスナップショットの
状態（SNAP_STATUS）、データベースの状態（DB_STATUS）およびスナップショットを
作成できるかどうか（SNAP_READY）が表示されます。
p.343 の 「Database FlashSnap スナップショットの状態とデータベースの状態」 を参
照してください。
スナッププランを表示するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o list

SNAPSHOT_VERSION=4.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host1
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
DB2DATABASE=PROD
DB2HOME=/PROD_HOME
REDOLOG_DEST=/PROD_HOME/inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/
SNAPSHOT_MODE=online_snapshot
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=PRODtag
SNAPSHOT_MIRROR=1
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=yes
STORAGE_INFO
PRODdg02
SNAP_PLEX=prod_db-02
STATUS_INFO
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SNAP_STATUS=init_full
DB_STATUS=init
LOCAL_SNAPPLAN=/export/snap_dir/snap1

db2ed_vmchecksnap を使ったスナッププランのコピーまたは削除
db2ed_vmchecksnap コマンドを使って、スナッププランをコピーまたは削除することがで

きます。
スナッププランをリポジトリからローカルディレクトリにコピーするには
◆

スナッププランがローカルディレクトリに存在していない場合、次のように
db2ed_vmchecksnap コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o copy
snap1 を /export/snap_dir にコピーしています
（Copying 'snap1' to '/export/snap_dir'）

スナッププランを削除するには
◆

db2ed_vmchecksnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmchecksnap -D PROD -f snap1 -o remove
スナッププラン snap1 が削除されました。
（The snapplan snap1 has been removed.）

db2ed_vmsnap を使ったスナップショットデータベースの作成、再同期
化、逆再同期
db2ed_vmsnap コマンドを使うと、データベースのスナップショットイメージを作成できま

す。このスナップショットは、ローカルまたは共有ストレージに物理的に接続されている別
のホストで使えます。スナップショットイメージは、プライマリデータベースに再同期化する
こともできます。
スナップショットデータベースの作成、再同期、逆再同期を行う前に、次の情報を確認し
てください。
前提条件

■

DB2 インスタンス所有者としてログインする必要があります。

■

db2ed_vmsnap を使ってスナップショットイメージを作成する前に、
db2ed_vmchecksnap を使ってスナッププランを作成し、確認する必
要があります。
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使用上のメモ

■

db2ed_vmsnap コマンドは、プライマリホストでのみ使えます。

スナップショットボリュームを作成するときは、プライマリボリュームとは別
のコントローラまたはディスク上にスナップショットを作成してください。
■ クローンデータベースを起動する場合は、スナップショットにオンライン
REDO ログを含める必要があります。
■ 再同期化に必要な時間は、ミラーの切断中にプライマリボリュームとセカ
ンダリボリュームで変更されたデータの量によって異なります。
■ 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。
■

db2ed_vmsnap コマンドのオプションは、次のとおりです。

表 A-6

db2ed_vmsnap コマンドのオプション

オプション

説明

-D DB2DATABASE

スナップショットイメージを作成する DB2 データベースの名前を
指定します。

-f SNAPPLAN

使うスナッププランの名前を指定します。

-o snapshot [-F] |
resync

スナップショットを作成するか、スナップショットイメージを現在の
データベースイメージと同期化させるかを指定します。-F オプショ
ンは、スナップショット対象のボリュームを準備し、スナップショット
の作成を実行します。

-o
reverse_resync_begin

逆再同期を開始します。

-o
変更が適用可能であるかどうかを検証した後で、逆再同期による
reverse_resync_commit 変更をコミットします。
-o
reverse_resync_abort

逆再同期を停止し、もとのボリュームを使うように設定されたファ
イルシステムでもとのボリュームをマウントし直します。
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プライマリホストでスナップショットイメージを作成するには
◆

db2ed_vmsnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 -o snapshot
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 13:10:54 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2006-03-10 13:10:54）
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DG SNAP_PRODdg に DB2DATABASE PROD のスナップショットがあります。
（A snapshot of DB2DATABASE PROD is in DG SNAP_PRODdg.）
このスナップショットではスナッププラン snap1 が使われます。
（Snapplan snap1 is used for the snapshot.）
DB2 サーバー (server_name) は kagu です
（DB2 server (server_name) is kagu）
-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:）
/PROD_HOME.
/PROD_TBS.
db2ed_vmsnap は 2006-03-10 13:11:17 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2006-03-10 13:11:17）
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スナップショットをデータベースに再同期化するには
◆

db2ed_vmsnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 -o resync
db2ed_vmsnap は 2005-03-15 10:07:10 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2005-03-15 10:07:10）
オプション resync が完了しました。
（The option resync has been completed.）
db2ed_vmsnap は 2005-03-15 10:07:21 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2005-03-15 10:07:21）

データベースをスナップショットに再同期化するには
◆

VxFS ファイルシステムをマウントする前に、プライマリデータベースのマウントポイン
トを DB2 インスタンス所有者が作成し、所有していることを前提とします。
db2ed_vmsnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 \
-o reverse_resync_begin
db2ed_vmsnap は 2004-05-26 13:37:11 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2004-05-26 13:37:11）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I

The tool completed successfully.

db2ed_vmsnap は 2004-05-26 13:37:48 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2004-05-26 13:37:48）
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スナップショットへのデータベースの再同期化を停止するには
◆

db2ed_vmsnap コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 -o \
reverse_resync_abort
db2ed_vmsnap は 2004-05-26 13:38:16 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2004-05-26 13:38:16）
DB20000I

The FORCE APPLICATION command completed successfully.

DB21024I

This command is asynchronous and may not be effective

immediately.
DB20000I

The UNCATALOG DATABASE command completed successfully.

DB21056W Directory changes may not be effective until the directory
cache is refreshed.
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I

The tool completed successfully.

DB20000I

The UNCATALOG DATABASE command completed successfully.

DB21056W Directory changes may not be effective until the directory
cache is refreshed.
DB20000I

The CATALOG DATABASE command completed successfully.

DB21056W Directory changes may not be effective until the directory
cache is refreshed.
オプション reverse_resync_abort が完了しました。
（The option reverse_resync_abort has been completed.）
db2ed_vmsnap は 2004-05-26 13:39:31 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2004-05-26 13:39:31）

このオプションは、reverse_resync_begin がすでに実行されている場合にのみ
使えます。reverse_resync_commit が実行されている場合は使えません。
スナップショットモードを online_mirror に設定してスナップショットを作成した場
合、db2ed_vmsnap -o reverse_resync_abort を実行した後に、db2ed_vmsnap
-o reverse_resync_begin を実行することはできません。逆再同期を再び実行
する前に、新しいスナップショットを作成する必要があります。
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逆再同期による変更をコミットするには
◆

コマンドを次のように使います。
警告: 逆再同期が完了すると、もとのデータベースの内容は破棄されます。スナップ
ショットの作成前または作成後にもとのデータベースまたはクローンデータベースの
いずれかで使われていた Storage Chackpoint は破棄されます。スナップショットの
作成前に作成された Storage Checkpoint は保持されます。db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_commit コマンドは元に戻すことができないため、十分に注意し
て使う必要があります。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D PROD -f snap1 -o \
reverse_resync_commit
db2ed_vmsnap は 2004-05-26 13:40:32 に開始しました。
（db2ed_vmsnap started at 2004-05-26 13:40:32）
DB20000I

The FORCE APPLICATION command completed successfully.

DB21024I This command is asynchronous and may not be effective
immediately.
DB20000I

The UNCATALOG DATABASE command completed successfully.

DB21056W Directory changes may not be effective until the
directory cache is refreshed.
DB20000I

The CATALOG DATABASE command completed successfully.

DB21056W Directory changes may not be effective until the
directory cache is refreshed.
db2ed_vmsnap は 2004-05-26 13:41:35 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2004-05-26 13:41:35）

このオプションは、reverse_resync_begin がすでに実行されている場合にのみ
使えます。

db2ed_vmclonedb を使ったクローンデータベースの作成または停止
コマンドを使うと、プライマリホストのスナップショットボリュームを使って、プライマリホストま
たはセカンダリホストのどちらに対しても、クローンデータベースを作成または停止できま
す。
クローンデータベースを作成または停止する前に、次の条件を満たす必要があります。

321

322

付録 A Veritas Storage Foundation for DB2 コマンドラインインターフェース
コマンドラインインターフェースについて

前提条件

■

■

■

■

■

■

使用上のメモ

db2ed_vmclonedb コマンドを使うには、DB2 インスタンス所有者とし
てログインする必要があります。
db2ed_vmclonedb コマンドを使うには、 スナッププランを作成、検証
してスナップショットを作成する必要があります。
ボリュームスナップショットにはデータベース全体が含まれている必要が
あります。
システム管理者は、データベース管理者が必要なボリュームとマウントポ
イントにアクセスできるようにする必要があります。
db2ed_vmclonedb コマンドに -r relocate_path オプション（ス
ナップショットイメージの初期マウントポイントを指定）を指定して使うに
は、 事前にシステム管理者がマウントポイントを作成し、 その所有者権
限を DB2 インスタンス所有者に変更しておく必要があります。
SNAPSHOT_MODE は、 online_snapshot または offline にする
必要があります。 SNAPSHOT_MODE が offline に設定されている場
合、2 台ホスト 構成が必要です。

■

db2ed_vmclonedb コマンドはセカンダリホストで使えます。

■

単一ホスト構成の場合、 プライマリホストとセカンダリホストは同じです。

■

単一ホスト構成では、-r relocate_path が必要です。

2 台ホスト構成では、server_name=svr_name オプションが必要で
す。
■ 詳細については、db2ed_vmclonedb（1M）のマニュアルページを参
照してください。
■

次のオプションがあります。
表 A-7

db2ed_vmclonedb オプション

オプション

説明

-D DB2DATABASE

スナップショットイメージを作成する DB2 データベースの名前を
指定します。

-I DB2INSTANCE

スナップショットの作成に使う DB2 インスタンスの名前を指定しま
す。別のインスタンスでデータベースのクローンを作成する場合
は、このオプションを指定する必要があります。

-g snap_dg

すべてのスナップショットボリュームを保持するディスクグループ
の名前を指定します。

-o mount

ファイルシステムをマウントします。これにより、ファイルシステムを
使ってバックアップを実行できるようになります。

-o mountdb

データベースを起動し、手動によるデータベースのリカバリを実
行できるようにします。

-o recoverdb

データベースを自動的にリカバリします。
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オプション

説明

-o restartdb

クローンデータベースが停止している場合、データベースを再起
動します。-o restartdb オプションを使うには、クローンデー
タベースが存在している必要があります。

-o update_status

リポジトリ内のデータベース状態情報を更新します。 このオプショ
ンは、データベースを手動でリカバリ（-o mountdb）した後での
み必要となります。

-o umount

クローンデータベースを停止し、すべてのスナップショットファイ
ルのマウントを解除します。

server_name=svr_name

プライマリ DB2 データベースが動作するホストを指定します。

-f SNAPPLAN

使うスナッププランの名前を指定します。

-r relocate_path

スナップショットイメージの初期マウントポイントを指定します。
単一ホスト構成でクローンを作成している場合、-r は必須です。
それ以外の場合、引数はオプションです。
システム管理者は、 このマウントポイントの所有者を DB2 インス
タンス所有者に変更しておく必要があります。
db2ed_vmclonedb コマンドは、 DB2 インスタンス所有者がこ
のマウントポイントに対するアクセス権限を持っていない場合は
実行できません。
-r relocate_path と -o mount | mountdb |
reccoverdb オプションを同時に指定する場合は、クローンデー
タベースを再起動するか、クローンデータベースのマウントを解
除する必要があります。
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単一ホスト構成でプライマリクローンデータベースを自動的に作成するには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o recoverdb,new_db=NEWPROD,server_name=db2svr -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2004-04-01 13:18:02 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-01 13:18:02）
/clone/testvol を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol に
マウントしています。
（Mounting /clone/testvol on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol.）
/clone/udb_home を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home に
マウントしています。
（Mounting /clone/udb_home on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home.）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I

The tool completed successfully.

Database relocation was successful.
DBT1000I

The tool completed successfully.

DB20000I

The CATALOG DATABASE command completed successfully.

DB21056W Directory changes may not be effective until the directory
cache is refreshed.
db2ed_vmclonedb は 2004-04-01 13:18:40 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-01 13:18:40）
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2 台ホスト構成のセカンダリホストにプライマリデータベースクローンを自動的に作成す
るには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o recoverdb,new_db=NEWPROD,server_name=db2svr -f snap2
db2ed_vmclonedb は 2004-04-06 07:54:09 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-06 07:54:09）
/clone/testvol を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol.）
/clone/udb_home を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home
にマウントしています。
（Mounting /clone/udb_home on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home.）

Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I

The tool completed successfully.

Database relocation was successful.
DBT1000I

The tool completed successfully.

db2ed_vmclonedb は 2004-04-06 07:55:00 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-06 07:55:00）

326

付録 A Veritas Storage Foundation for DB2 コマンドラインインターフェース
コマンドラインインターフェースについて

単一ホスト構成でプライマリクローンデータベースを手動で作成するには

1

ファイルシステムをマウントします。

2

db2ed_vmclonedb コマンドを使ってクローンを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o mount,new_db=NEWPROD -f snap1,server_name=db2svr -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2004-04-01 13:30:12 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-01 13:30:12）
/clone/testvol を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol.）
/clone/udb_home を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home
にマウントしています。
（Mounting /clone/udb_home on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home.）
db2ed_vmclonedb は 2004-04-01 13:30:24 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-01 13:30:24）

3

データベースを手動でリカバリします。

4

手動によるリカバリが完了したら、プライマリホスト上のクローンデータベースのスナッ
プショットの状態（database_recovered）を更新します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -o
update_status,new_db=NEWPROD,server_name=db2svr -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2004-04-01 13:37:09 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-01 13:37:09）
スナップショットの状態が更新されました。
（The snapshot status has been updated.）
db2ed_vmclonedb は 2004-04-01 13:37:23 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-01 13:37:23）

付録 A Veritas Storage Foundation for DB2 コマンドラインインターフェース
コマンドラインインターフェースについて

327

2 台ホスト構成でプライマリクローンデータベースを手動で作成するには

1

ファイルシステムをマウントします。

2

db2ed_vmclonedb コマンドを使ってクローンを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o mount,new_db=NEWPROD,server_name=db2svr -f snap2
db2ed_vmclonedb は 2004-04-06 09:06:09 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-06 09:06:09）
/clone/testvol を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol.）
/clone/udb_home を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home
にマウントしています。
（Mounting /clone/udb_home on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home.）
db2ed_vmclonedb は 2004-04-06 09:06:43 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-06 09:06:43）

3

データベースを手動でリカバリします。

4

手動によるリカバリが完了したら、セカンダリホスト上のクローンデータベースのスナッ
プショットステータス（database_recovered）を更新します。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -o \
update_status,new_db=NEWPROD,server_name=db2svr -f snap2
db2ed_vmclonedb は 2004-04-06 09:22:27 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-06 09:22:27）
スナップショットの状態が更新されました。
（The snapshot status has been updated.）
db2ed_vmclonedb は 2004-04-06 09:22:40 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-06 09:22:40）
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クローンデータベースを停止し、単一ホスト構成のすべてのスナップショットファイルシス
テムのマウントを解除するには
◆

次のように、 コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -o umount,new_db=NEWPROD,\
server_name=db2svr -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2004-04-02 15:11:22 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-02 15:11:22）
/clone/prod_db のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/prod_db.）
/clone/prod_ar のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/prod_ar.）
db2ed_vmclonedb は 2004-04-02 15:11:47 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-02 15:11:47）

クローンデータベースを停止し、2 台一ホスト構成のすべてのスナップショットファイルシ
ステムのマウントを解除するには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D prod_db -f snap2 -o \
umount,new_db=clonedb,server_name=db2svr -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2004-04-09 23:09:21 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-04-09 23:09:21）
/clone/arch のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/arch.）
/clone/prod_db のマウントを解除しています。
（Umounting /clone/prod_db.）
db2ed_vmclonedb は 2004-04-09 23:09:50 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-04-09 23:09:50）

これでクローンデータベースは停止してファイルシステムのマウントは解除され、セ
カンダリホスト上にあるクローンのスナップショットディスクグループはデポートされま
す。
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単一ホスト構成でクローンデータベースを再起動するには
◆

次のように、db2ed_vmclonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o restartdb,new_db=NEWPROD,server_name=db2svr -f snap1 -r /clone
db2ed_vmclonedb は 2004-05-26 13:20:58 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-05-26 13:20:58）
/clone/testvol01 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol01
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol01 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol01.）
/clone/testvol02 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol02
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol02 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol02.）
/clone/testvol03 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol03
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol03 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol03.）
/clone/testvol04 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol04
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol04 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol04.）
/clone/testvol05 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol05
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol05 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol05.）
/clone/udb_home を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home
にマウントしています。
（Mounting /clone/udb_home on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home.）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I

The tool completed successfully.

db2ed_vmclonedb は 2004-05-26 13:21:48 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-05-26 13:21:48）
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2 台ホスト構成でクローンデータベースを再起動するには
◆

次のように、 コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/db2ed_vmclonedb -D PROD -g SNAP_PRODdg \
-o restartdb,new_db=NEWPROD,server_name=db2svr -f snap2
db2ed_vmclonedb は 2004-05-26 10:14:21 に開始しました。
（db2ed_vmclonedb started at 2004-05-26 10:14:21）
/clone/testvol01 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol01
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol01 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol01.）
/clone/testvol02 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol02
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol02 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol02.）
/clone/testvol03 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol03
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol03 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol03.）
/clone/testvol04 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol04
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol04 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol04.）
/clone/testvol05 を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol05
にマウントしています。
（Mounting /clone/testvol05 on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_testvol05.）
/clone/udb_home を /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home
にマウントしています。
（Mounting /clone/udb_home on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_udb_home.）
Files and control structures were changed successfully.
Database was catalogued successfully.
DBT1000I

The tool completed successfully.

db2ed_vmclonedb は 2004-05-26 10:15:15 に終了しました。
（db2ed_vmclonedb ended at 2004-05-26 10:15:15）

edgetmsg2 を使ったログファイルの管理
edgetmsg2 ユーティリティを使って、メッセージログファイルを管理することができます。
edgetmsg2ユーティリティを使うと、ログファイルやコンソールへのメッセージの書き込み、
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ログファイルの読み取り、コンソールへの出力、および使用可能なログファイルの表示を
実行できます。
edgetmsg2 コマンドでログファイルを管理する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

■

このコマンドを使うには、インスタンス所有者または root としてログインす
る必要があります。

使用上のメモ

■

データベースのデフォルトログファイルは次のディレクトリにあります:
/etc/vx/vxdbed/logs/sfua_database.log
database は DB2DATABASE です。

デフォルトでは、重要度が ERROR 以上のメッセージのみがログに記録
されます。
■ 詳細については、edgetmsg2（1M）のマニュアルページを参照してく
ださい。
■

表 A-8に、edgetmsg2 のオプションを一覧表示します。
表 A-8

edgetmsg2 オプション

オプション

説明

-s set_num

メッセージカタログセット番号を指定します。デフォルトは 1 です。

-M msgid[:severity]

出力対象の ID および重要度を指定します。

-f msg_catalog |
logfile |
log_directory

メッセージカタログパス、ログファイル、または ログディレクトリを指
定します。

-v severity |
severity

重要度が最も低いレベルのログを上書きする場合、または識別
するフィルタを作成する場合に使います。重要度の値は 0 から
8 または 100 から 108 です。

-p

表示メッセージの最後でカーソルを一時停止します。 デフォルト
では、各表示メッセージに改行が追加されています。-p オプショ
ンを使うと、改行を追加しないように指定できます。

-o list
[,suppress_time]

ログファイルの内容を表示します。,suppress_time を指定す
ると、ユーティリティ出力から時間情報を除外できます。

-o report[,no_archive] 使用可能なログファイルを表示します。,no_archive を指定する
と、 ユーティリティ出力からログファイルを除外できます。
-t from_time[,to_time] 期間を指定すると、ユーティリティ出力の長さを短縮できます。こ
のオプションは、-o list オプションと組み合わせて使う必要が
あります。次の形式を使います。yyy-mm-dd HH:MM:SS

331

332

付録 A Veritas Storage Foundation for DB2 コマンドラインインターフェース
コマンドラインインターフェースについて

オプション

説明

-I DB2INSTANCE

DB2 インスタンスを指定します。

-D DB2DATABASE

DB2 データベースを指定します。

"default format
string"

C 言語の printf() 形式の文字列を指定します。

[args]

この形式の文字列中にある変換文字と置き換える引数を指定し
ます。

メッセージを出力するには
◆

edgetmsg2 コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/edgetmsg2 [-s set_num] \
[-M msgid[:severity]] \
[-f msg_catalog] [-v severity] [-p] [-m value] \
["default format string" [args]]

メッセージログファイルを読み取るには
◆

edgetmsg2 コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/edgetmsg2 -o list[,suppress_time] \
-I DB2INSTANCE -D DB2DATABASE | [-f logfile] \
[-v severity] [-t from_time,to_time]

使用可能なログファイルを一覧表示するには
◆

edgetmsg2 コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/edgetmsg2 -o report[,no_archive] \
[-f log_directory]

vxstorage_stats を使った I/O マッピングと統計情報の表示
vxstorage_stats コマンドを使って、1 度に 1 つの Veritas File System ファイルに関

する I/O マッピングおよび統計情報を表示できます。統計情報は、VxFS ファイルと VxVM
ボリュームについてのみ記録されます。これらの統計情報は、I/O アクティビティを表しま
す。
I/O マッピングと統計情報を表示する前に、次の条件を満たす必要があります。
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前提条件

■
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データベース管理者または root としてログインできます。

vxstorage_stats コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/vxstorage_stats [-m] [-s] [-i interval -c count ] \
-f file_name

表 A-9 に、vxstorage_stats コマンドのオプションを一覧表示します。
表 A-9

vxstorage_stats コマンドオプション

オプション

説明

-m

指定したファイルの I/O トポロジを表示します。

-s

指定したファイルのファイル統計情報を表示します。

-c count

統計情報の表示回数を指定します。

-i interval

更新された I/O 統計情報を表示する間隔を指定します。

-f filename

I/O マッピングと統計情報を表示するファイルを指定します。

I/O マッピング情報を表示するには
◆

-m オプションを指定した vxstorage_stats コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/vxstorage_stats -m -f \
/data/system01.dbf

ファイルタイプ（fi）の場合、SIZE 列はバイト数を表します。ボリューム（v）、プレック
ス（pl）、サブディスク（sd）、物理ディスク（da）の場合、SIZE 列は 512 バイト単位の
ブロック数を表します。ストライプサイズは、セクタ単位です。
TY
fi
v
pl
rd
sd
da
rd
sd
da
rd
sd
da

NAME
/data/system01.dbf
/dev/vx/rdsk/db2dg/mydb01_user
vxvm:db2dg/mydb01_user-01
/dev/vx/rdmp/c5t2d0s2
/dev/rdsk/c5t2d0s2
c5t2d0
/dev/vx/rdmp/c5t3d0s2
/dev/rdsk/c5t3d0s2
c5t3d0
/dev/vx/rdmp/c5t4d0s2
/dev/rdsk/c5t4d0s2
c5t4d0

DESCRIPTION
FILE
MIRROR
STRIPE
HOST_DEVICE
DEVICE
DISK
HOST_DEVICE
DEVICE
DISK
HOST_DEVICE
DEVICE
DISK

SIZE
536870912
16777216
16777600
0
3355520
71120064
0
3355520
71120064
0
3355520
71120064

EXT
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OFFSET
1048576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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rd
sd
da
rd
sd
da

/dev/vx/rdmp/c5t0d0s2
/dev/rdsk/c5t0d0s2
c5t0d0
/dev/vx/rdmp/c5t1d0s2
/dev/rdsk/c5t1d0s2
c5t1d0

HOST_DEVICE
DEVICE
DISK
HOST_DEVICE
DEVICE
DISK

0
3355520
71120064
0
3355520
71120064

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

出力内容は、ファイルが単一のエクステント（通常は Veritas Quick I/O を示す）を持つ
ことを示しています。ボリューム mydb01_user（ここには、ファイルシステムが作成されて
いる）は、5 つのディスク（c5t0 から c5t4 まで）にわたる 5 カラムのストライプ化を実現し
た Veritas Volume Manager ボリュームです。
I/O マッピング全体と各 I/O スタックの統計情報を表示するには
◆

-m オプションおよび -s オプションを指定した vxstorage_stats コマンドを次のよ

うに使います。
$ /opt/VRTS/bin/vxstorage_stats -m -s -f /data/system01.dbf

TY NAME
NSUB
PROPERTIES
fi /data/system01.dbf
1
Extents: 6 Sparse Extents:0
v data_vol
2
pl vxvm:mapdg/data_vol-01 1
rd /dev/vx/rdmp/c1t10d0s2 1
sd /dev/rdsk/c1t10d0s2
1

DESCRIPTION

SIZE

OFFSET

FILE

262146048

1172128

MIRROR
CONCAT_VOLUME
PARTITION
PARTITION

8388608
8388608
8388608
35368272

0
0
0
0

da
pl
rd
sd
da

DISK
CONCAT_VOLUME
PARTITION
PARTITION
DISK

35368272
8388608
8388608
71127180
71127180

0
0
0
0
0

c1t10d0
vxvm:mapdg/data_vol-03
/dev/vx/rdmp/c1t13d0s2
/dev/rdsk/c1t13d0s2
c1t13d0

0
1
1
1
0

OPERATIONS
OBJECT
READ
/data/system01.dbf
615
/dev/vx/rdsk/mapdg/data_vol 19444
vxvm:mapdg/data_vol-01
19444
/dev/rdsk/c1t10d0s2
19444
c1t10d0
19444
vxvm:mapdg/data_vol-03
0
/dev/rdsk/c1t13d0s2
0
c1t13d0
0

WRITE
19
33318
33318
33318
33318
33318
33318
33318

FILE BLOCKS
B_READ
20752
895903
895903
895903
895903
0
0
0

AVG TIME(ms)
(512 byte)
B_WRITE AVG_RD AVG_WR
152
3.53
24.74
1376825 9.26
16.14
1376825 9.24
14.00
1376825 9.24
14.00
1376825 9.24
14.00
1376825 0.00
14.18
1376825 0.00
14.18
1376825 0.00
14.18
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たとえば、2 秒間隔で統計情報を 2 度表示するには、次のように入力します。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/vxstorage_stats -s -i2 -c2 \
-f /data/system01.dbf

qio_getdbfiles を使った Quick I/O に変換可能な VxFS ファイルの識別
メモ: このコマンドは、Linux で稼動する Veritas Storage Foundation for DB2 では利
用できません。
VxFS ファイルを Quick I/O ファイルに変換する前に VxFS ファイルを識別するには、
qio_getdbfiles コマンドを使います。VxFS ファイルだけを Quick I/O に変換できま
す。
qio_getdbfiles コマンドは、データベースに問い合わせて、Quick I/O に変換するデー

タファイルのリストを収集します。このコマンドは、データベースに直接アクセスする必要
があります。
qio_getdbfiles コマンドを使用する前に、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

DB2 でこのコマンドを使うには、DB2DATABASE 環境変数を設定する必
要があります。
■ インスタンスの所有者としてログインする必要があります。

使用上のメモ

■

-T オプションは、特定のデータベースタイプに対応した動作を強制しま
す。このオプションに設定できるのは、ora、syb、または db2 です。複
数のタイプのデータベースが存在する環境では、このオプションを使い
ます。
■ -a オプションは、すべてのデータファイルを含めるかどうかを指定しま
す。デフォルトでは、潜在的な スパースファイルが除外されます。
■ 詳細については、qio_getdbfiles（1M）のマニュアルページを参照
してください。
■ 詳細については、qio_getdbfiles（1M）のマニュアルページを参照
してください。
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Quick I/O に変換できる VxFS ファイルを識別するには

1

次のように、qio_getdbfiles コマンドを使います。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_getdbfiles [-T ora|syb|db2]
$ /opt/VRTSsybed/bin/qio_getdbfiles [-T syb] \
[-d <database_name>] [-m <master_device_pathname>]
-T syb は、Sybase に対応した動作を強制し、<database_name> は、データベー

スのデバイスファイルを指定し、<master_device_pathname> は、Sybase ASE
サーバーのマスターデバイスの完全パス名を指定します。
qio_getdbfiles コマンドは、ファイル名とファイルサイズ（バイト単位）を mkqio.dat

という名前のファイルに格納します。

2

mkqio.dat ファイルを表示します。
$ cat mkqio.dat
mkqio.dat ファイルには、Quick I/O ファイルに変換できるデータベースファイルの

名前が含まれています。ファイルの形式は、ファイルパスとファイルサイズのリストで
す。次に例を示します。
/database/dbfiles.001 1024000
/database/dbfiles.002 2048000

qio_convert dbfiles を使った VxFS ファイルの Quick I/O への変換
qio_getdbfiles を実行したら、qio_convertdbfiles コマンドを使って、Quick I/O

を使うようにデータベースファイルを変換できます。このコマンドは、VxFS ファイルシステ
ム専用です。
qio_convertdbfiles コマンドは、通常のファイルまたは VxFS ファイルシステムにある

通常のファイルを指すシンボリックリンクを Quick I/O に変換します。qio_convertdbfiles
コマンドは、mkqio.dat ファイルにリストされたファイルだけを Quick I/O に変換します。
mkqio.dat ファイルは、qio_getdbfiles を実行することで作成されます。またこのファ
イルは手動でも作成できます。
ファイルを変換する前に、次の条件を満たす必要があります。
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前提条件

DB2 でこのコマンドを使うには、DB2DATABASE 環境変数を設定する必
要があります。
■ インスタンスの所有者としてログインする必要があります。
■

■

使用上のメモ

mkqio.dat ファイル内にある VxFS ファイル以外のファイルは、
qio_convertdbfiles コマンドを実行する前に削除しておく必要が
あります。mkqio.dat 内にあるいずれかのデータベースファイルが VxFS
ファイルシステム上に存在しない場合、qio_convertdbfiles コマ
ンドはエラーメッセージを表示します。

qio_convertdbfiles コマンドは、すべてのファイルがデータベー
ス管理者によって所有されていると見なします。
■ 既存のデータベースファイルが断片化されている場合、そのファイルを
Quick I/O ファイルに変換することはお勧めできません。この場合、
qiomkfile コマンドを使って新しいファイルを作成し（これらのファイル
は断片化されないことが保証される）、 dd などのコマンドを使ってもとの
ファイルからデータを変換することをお勧めします。
■ qio_convertdbfiles を実行する前に、データベースを停止してく
ださい。
■ 詳細については、qio_convertdbfiles（1M）のマニュアルページ
を参照してください。
■

表 A-10 に、qio_convertdbfiles コマンドのオプションを一覧表示します。
表 A-10

qio_convertdbfiles コマンドオプション

オプション

説明

-T

特定のデータベースタイプに対応した動作を強制します。サポートされる
データベースオプションは、 ora、syb、 db2 のいずれかです。 複数のタイ
プのデータベースが存在する環境では、このオプションを使います。

-a

絶対パス名を使って、通常のファイルを Quick I/O ファイルに変更します。
シンボリックリンクが絶対パス名を指す必要がある場合は、このオプションを
使います。デフォルトでは、相対パス名が使われます。

-f

mkqio.dat にリストされたファイルの現在の断片化レベルについて報告し
ます。断片化レベルは、断片化していません（not fragmented）、わずかに
断片化しています（slightly fragmented）、断片化しています
（fragmented）、極度に断片化しています（highly fragmented）の 4 つの
レベルで報告されます。

-h

ヘルプメッセージを表示します。

-i

SAP の コマンドをサポートするために、すべてのデータベースファイルとロ
グファイルに対して /dev ディレクトリ内にリンクを作成します。

-u

Quick I/O ファイルを通常のファイルに戻します。

337

338

付録 A Veritas Storage Foundation for DB2 コマンドラインインターフェース
コマンドラインインターフェースについて

VxFS ファイルを Quick I/O ファイルに変換するには

1

qio_getdbfiles コマンドを実行し、その後データベースを停止させます。

警告: データベースの実行中に、-f 以外のオプションを使って qio_convertdbfiles
コマンドを実行すると、データの消失や破壊など、重大な問題がデータベースに発
生する可能性があります。qio_convertdbfiles コマンドを実行する場合、必ず事
前にデータベースを停止させてください。

2

qio_convertdbfiles コマンドを実行して、mkqio.dat にリストされているファイル

を Quick I/O ファイルに変換します。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_convertdbfiles
mkqio.dat ファイル内にある VxFS ファイル以外のファイルは、
qio_convertdbfiles コマンドを実行する前に削除しておく必要があります。
mkqio.dat 内にあるいずれかのデータベースファイルが VxFS ファイルシステム上

に存在しない場合、qio_convertdbfiles コマンドはエラーメッセージを表示しま
す。

3

データベースを再起動します。再起動後、これらのデータベースファイルには Quick
I/O インターフェースを使ってアクセスできます。

以前に実行した qio_convertdbfiles を元に戻すには
◆

次のように qio_convertdbfiles を使います。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_convertdbfiles -u
.dbfile::cdev:vxfs: --> dbfile

これで、以前に実行した qio_convertdbfiles が取り消され、Quick I/O ファイル
が通常の VxFS ファイルに戻ります。
データベースが実行中の場合は、データベースを停止してから
qio_convertdbfiles コマンドを実行する必要があるというエラーメッセージが表
示されます。

qio_recreate を使った Quick I/O ファイルの再作成
メモ: このコマンドは、Linux で稼動する Veritas Storage Foundation for DB2 では利
用できません。
qio_recreate コマンドを使うと、データベースのリカバリ時に Quick I/O ファイルを自

動的に再作成できます。
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ファイルを Quick I/O に変換する前に、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

使用上のメモ

■

DB2 でこのコマンドを使うには、DB2DATABASE 環境変数を設定する必
要があります。
このコマンドを使うには、インスタンス所有者としてログインする必要があ
ります。

qio_recreate コマンドは、コマンドが実行されたディレクトリで、
mkqio.dat という名前のファイルを探します。mkqio.dat ファイルには、
データベースが使う Quick I/O ファイルのリストと、それらのサイズのリス
トが含まれています。mkqio.dat ファイルがこのディレクトリに存在しな
い場合、 qio_getdbfiles を使ってそれを作成するように指示されま
す。
p.335 の 「qio_getdbfiles を使った Quick I/O に変換可能な VxFS ファイ
ルの識別」 を参照してください。
■ qio_recreate コマンドは、従来の Quick I/O ファイル （file -->
.file::cdev:vxfs: 形式の Quick I/O ファイル）だけをサポートし
ます。Quick I/O ファイルを作成する際、qio_convertdbfiles コマ
ンドは 通常の VxFS ファイルの file を、Quick I/O 拡張子
（:cdev::vxfs:）付きの .file に変更し、 このファイルへのシンボ
リックリンクを作成します。デフォルトでは、シンボリックリンクでは相対パ
ス名が使われます。
■ qio_recreate コマンドにはオプションはなく、 コマンドが正しく実行
された場合は、何も出力されません。
■ 詳細については、qio_recreate（1M）のマニュアルページを参照し
てください。

qio_recreate コマンドは、以下のルールに従って、データベースのリカバリ時に Quick
I/O ファイルを再作成します。
■

Quick I/O ファイル（.file::cdev:vxfs:）が存在しない場合、qio_recreate は
Quick I/O ファイルを再作成します。

■

シンボリックリンク（file）とそれに関連付けられた Quick I/O ファイル
（.file::cdev:vxfs:）がともに存在しない場合、qio_recreate はシンボリックリン
クと Quick I/O ファイルの両方を再作成します。

■

通常の VxFS ファイルから関連する Quick I/O ファイル（.file::cdev:vxfs:）への
シンボリックリンク（file）が存在しない場合、qio_recreate はシンボリックリンクを再
作成します。

■

Quick I/O ファイル（.file::cdev:vxfs:）が存在せず、Quick I/O ファイルにシン
ボリックリンクされた通常の VxFS ファイルが、Quick I/O ファイルの作成元となった
VxFS ファイルと異なる場合、qio_recreate は警告メッセージを発行し、Quick I/O
ファイルを再作成しません。
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■

Quick I/O ファイル（.file::cdev:vxfs:）のサイズが mkqio.dat にリストされたサ
イズより小さい場合、qio_recreate は警告メッセージを発行します。

データベースのリカバリ時に Quick I/O ファイルを自動的に再作成するには
◆

次のように、qio_recreate コマンドを使います。
$ /opt/VRTSdb2ed/bin/qio_recreate

B
サードパーティソフトウェア
によるファイルのバックアッ
プ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Legato NetWorker を使った Quick I/O ファイルのバックアップとリストアについて

Legato NetWorker を使った Quick I/O ファイルのバック
アップとリストアについて
qiomkfile コマンドを使って Quick I/O ファイルを作成すると、ストレージ領域が割り当

てられた隠しファイルとリンクが作成されます。このリンクは、隠しファイルの Quick I/O イ
ンターフェースを指します。qiomkfile を使うと、ファイルに連続した領域を割り当てるこ
とができるため、一般に処理効率が向上します。
Legato NetWorker は、バックアップ時はシンボリックリンクをたどりません。シンボリックリ
ンクをたどると、シンボリックリンクの使用時とファイル自体の合計 2 回、データがバック
アップされるためです。そのため、Quick I/O ファイルは、2 つの個別ファイルとしてバッ
クアップし、それに応じてリストアする必要があります。
Legato NetWorker は、リストア前にファイルを削除して再作成するため、リストア後のファ
イルは、連続した割り当てを失い、間接エクステントによる断片化されたファイルとしてリス
トアされることがあります。これは、リストア対象のデータの一貫性には影響しませんが、処
理効率が低下する可能性があります。バックアップを行う前に qiomkfile を使ってファ
イルを作成しても、NetWorker によってファイルが削除および再作成されるため、この問
題は解決されません。
このような処理効率低下の可能性を回避するには、Quick I/O ファイルを RAW デバイス
のバックアップやリストアと同じ方法でバックアップし、リストアする必要があります。この方
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法では、NetWorker の rawasm コマンドを使ってバックアップするか、Quick I/O ファイ
ルが保持されるディレクトリに save を実行する必要があります。NetWorker は、rawasm
コマンドの実行方法に従って、Quick I/O シンボリックリンクをたどり、隠しファイル内の実
データをバックアップします。データが 2 回バックアップされることを避けるため、隠しファ
イルはスキップしてください。リストア中、NetWorker は、保存されているファイルの属性
を調べて、rawasm を使ってリストアし、ファイルの削除および再作成手順をバイパスしま
す。
たとえば、db01 ディレクトリにあるすべてのファイルを表示するには、次のように実行しま
す。
$ ls -al /db01
total 2192
drwxr-xr-x

2 root

root

96

drwxr-xr-x

9 root

root

8192

-rw-r--r--

db2inst1

lrwxrwxrwx

1 db2inst1

Oct 20 17:39 .

db2iadm1
db2iadm1

Oct 20 17:39 ..
1048576
22

Oct 20 17:39 .dbfile

Oct 20 17:39 dbfile

->\

.dbfile::cdev:vxfs:
rawasm を使って /db01 ディレクトリをバックアップするためのコマンドは、次のようになり

ます。
<< /db01 >>
rawasm: dbfile
skip: .dbfile

ファイルをリストアするには、qiomkfile コマンドを使って Quick I/O ファイルを事前に割
り当て、次のように入力します。
$ cd /db01
$ recover -a /db01/dbfile

C
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。
■

Database FlashSnap スナップショットの状態とデータベースの状態

Database FlashSnap スナップショットの状態とデータベー
スの状態
Veritas Database FlashSnap 機能では、スナッププラン手順とスナップショット手順の
様々な段階についてのスナップショットの状態情報とスナップショットデータベースの状態
情報の両方を確認できます。この状態情報は CLI および GUI を介して表示できます。
Database FlashSnap GUI 機能について詳しくは『Veritas Storage Foundation for
DB2 グラフィカルユーザーインターフェースガイド』を参照してください。
-o list オプション付きで db2ed_vmchecksnap コマンドを実行すると、コマンドラインから

スナップショットの状態とデータベースの状態の両方を取得できます。スナップショットの
状態とデータベースの状態に関する情報は、エラーメッセージにも表示されます。

スナップショットの状態の詳細
コマンドラインからスナップショットの状態情報を表示するには、指定されたデータベース
に使用可能なすべてのスナッププランを一覧表示する -o list 付きの
db2ed_vmchecksnap コマンドを使います。スナップショットの状態情報は、列見出し
SNAP_STATUS の下のコマンド出力に表示されます。
表 C-1 に各スナップショット状態（SNAP_STATUS）値の詳しい情報を示します。
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スナップショットの状態の値

表 C-1
SNAP_STATUS

完了した操作

可能な操作

init_full

■

■

db2ed_vmsnap -o snapshot

db2ed_vmchecksnap -o
validate -f snapplan（失
敗）

■

db2ed_vmchecksnap -o validate
| list -f snapplan

■

db2ed_vmchecksnap -o
validate（成功）

■

db2ed_vmsnap -o resync
（成功）
■ db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_commit（成
功）
init_db

■

ストレージ設定が正しく設定されていること
を確認してください。

invalid

■

db2ed_vmchecksnap -o
validate（失敗）

snapshot_start

■

db2ed_vmsnap -o snapshot ■ システム管理者に連絡してください。Veritas
Volume Manager のコマンドを使ってスナッ
（失敗）
プショットボリュームを再同期します。さらに、
db2ed_vmsnap -o snapshot -F を
使ってスナップショットを強制的に作成しま
す。

snapshot_end

■

snapshot_vol_start

■

db2ed_vmsnap -o snapshot ■ db2ed_vmsnap -o snapshot を再実
（失敗）
行します。

■

db2ed_vmsnap -o resync
（失敗）

db2ed_vmchecksnap -o validate

db2ed_vmsnap -o snapshot ■ db2ed_vmsnap -o resync
（成功）
■ db2ed_vmsnap -o
■ db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_begin
reverse_resync_abort（成 ■ db2ed_vmclonedb -o
功）
mount|mountdb|recoverdb

snapshot_vol_end
snapshot_dg_start
snapshot_dg_end
resync_vol_start
resync_vol_end
snapshot_dg_start
snapshot_dg_end

■

db2ed_vmsnap -o resync を再実行
します。
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SNAP_STATUS

完了した操作

可能な操作

resync_start

■

db2ed_vmsnap -o resync
（失敗）

■

システム管理者に連絡してください。Veritas
Volume Manager のコマンドを使ってスナッ
プショットボリュームを再同期します。さらに、
db2ed_vmsnap -o snapshot -F を
使ってスナップショットを強制的に作成しま
す。

reverse_resync
_begin_start

■

db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_begin（失
敗）

■

Veritas サポートにお問い合わせください。

reverse_resync _begin_end

■

db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_begin（成
功）

■

db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_abort

■

db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_commit

reverse_resync_commit_start ■ db2ed_vmsnap -o
■ Veritas サポートにお問い合わせください。
reverse_resync_commit（失
敗）
mount_end

■

db2ed_vmclonedb -o mount ■ db2ed_vmclonedb -o umount
（成功）

restartdb_start

■

db2ed_vmclonedb -o
restartdb（失敗）

■

db2ed_vmclonedb -o umount

■

スナップショットデータベースを手動で起動
します。

restartdb_end

■

db2ed_vmclonedb -o
restartdb（成功）

■

db2ed_vmclonedb -o umount

recoverdb_start

■

db2ed_vmclonedb -o
recoverdb（失敗）

■

スナップショットデータベースを手動でリカ
バリし、db2ed_vmclonedb -o
update_status を実行します。

■

db2ed_vmclonedb -o umount

recoverdb_end

■

db2ed_vmclonedb -o
recoverdb（成功）

■

db2ed_vmclonedb -o umount

umount_start

■

db2ed_vmclonedb -o
umount（失敗）

■

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。

345

346

付録 C Veritas Database FlashSnap の状態情報
Database FlashSnap スナップショットの状態とデータベースの状態

SNAP_STATUS

完了した操作

可能な操作

umount_end

■

■

db2ed_vmclonedb -o mount

■

db2ed_vmclonedb -o restartdb

■

db2ed_vmsnap -o resync

■

db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_begin

db2ed_vmclonedb -o
umount（成功）

データベースの状態の詳細
コマンドラインからスナップショットの状態情報を表示するには、指定されたデータベース
に使用可能なすべてのスナッププランを一覧表示する -o list 付きの
db2ed_vmchecksnap コマンドを使います。データベースの状態情報は、列見出し
DB_STATUS の下のコマンド出力に表示されます。
表 C-2 に各データベース状態（DB_STATUS）値の詳しい情報を示します。
表 C-2

データベースの状態の値

DB_STATUS

完了した操作

init

■

db2ed_vmchecksnap
-o validate（成功）
db2ed_vmsnap -o
snapshot（成功）
db2ed_vmsnap -o
reverse_resync_begin
（成功）

database_recovered ■ db2ed_vmclonedb -o
recoverdb（成功）

用語集

address-length ペア
（address-length pair）

開始ブロックアドレスとエクステント長（ファイルシステムまたは論理ブロック内）を指定しま
す。

Cached Quick I/O

Cached Quick I/O を使うと、データベースは Quick I/O による処理効率上のメリットを維
持したまま、大容量のシステムメモリを効率よく活用できます。Cached Quick I/O では、
効率的で選択的なバッファリング機能が提供され、非同期 I/O を補完できます。

Command Launcher

Veritas Volume Manager またはその他のオブジェクトで実行可能なタスクのリストが表
示されるグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）ウィンドウ。各タスクには、オブジェ
クトタイプ、タスク（動作）およびタスクの説明が表示されます。タスクは、Command
Launcher でタスク名をクリックすることにより起動されます。シーケンシャルに連続して配
列されたサブディスクを特徴とする Veritas Volume Manager のレイアウトスタイルです。

DMP

「DMP（Dynamic Multipathing）」を参照してください。

DMP（Dynamic

DMP は、負荷分散と冗長性の実装のため、複数のパスによる同一ストレージデバイスへ
のアクセスを可能にする Veritas Volume Manager の機能です。

Multipathing）

Logging）

Veritas Volume Manager がプレックスへの変更を監視し、記録する手順。変更領域の
ビットマップは、ログサブディスクと呼ばれる関連付けられたサブディスクに保存されます。

DSS

「意思決定支援システム（Decision Support Systems）」を参照してください。

DRL（Dirty Region

i ノードリスト（inode list） i ノードは、ファイルに関する名前以外をすべて定義するファイルシステム内のディスクに

格納されるデータ構造です。i ノードには、ファイルのユーザーやグループ所有権、アク
セスモード（アクセス権）、アクセス時間、ファイルサイズ、ファイルタイプ、データ内容のブ
ロックマップなどの情報が保持されます。各 i ノードは、その i ノードが存在するファイル
システム内で、固有の i ノード番号によって識別されます。i ノード番号は、ファイルシス
テムの i ノードリストで i ノードを検索するときに使われます。i ノードリストは、一連の i ノー
ドで構成されます。このリストには、ファイルシステム内のファイルごとに 1 つの i ノードが
存在します。
LUN

「論理ユニット番号（Logical Unit Number）」を参照してください。

NBU

「Veritas NetBackup（NBU）」を参照してください。

OLTP

「オンライントランザクション処理（Online Transaction Processing）」を参照してくださ
い。

Quick I/O

Quick I/O は、通常の Veritas File System ファイルを RAW デバイスとしてアプリケー
ションに提供します。これにより、Quick I/O ファイルがディスクデバイスを通じて非同期
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I/O およびダイレクト I/O を活用できる他、多くのファイルシステムファイルが備える UNIX
の単一書き込みロック動作をバイパスできます。
Quick I/O ファイル（Quick Quick I/O の命名拡張子（::cdev:vxfs:）を使ってアクセスが行われる通常の UNIX ファ
I/O file）

イル。

RAID

Redundant Array of Independent Disks の略称。組み合わされたストレージ容量を
使って、アレイに格納されたデータに関する複製情報を保存するディスクアレイです。こ
のディスクアレイにより、ディスクに障害が発生してもデータを再生成することができます。

SGA

「システムグローバル領域（System Global Area）」を参照してください。

Storage Checkpoint

現在マウントされている VxFS ファイルシステムのポイントインタイムイメージを作成する効
率のよいスナップショットテクノロジ。Storage Checkpoint は、変更されたファイルシステ
ムブロックを特定、維持することによって、ファイルシステムの整合性のあるポイントインタ
イムビューを提供します。

Storage Rollback

ファイルの喪失など、論理的エラーから迅速にリカバリできるオンディスクリストア機能。各
Storage Checkpoint は、特定のファイルシステムのポイントインタイムイメージなので、
Storage Rollback によって、ファイルまたはファイルシステム全体を簡単に Storage
Checkpoint にリストアまたはロールバックできます。

UFS

4.2 Berkeley Fast File System に由来するファイルシステム形式の Solaris オペレー
ティングシステムでの名前。

Veritas Enterprise

グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）機能にアクセスするために必要なアプリケー
ション。

Administrator
Veritas NetBackup
（NBU）
Veritas Volume
Replicator（VVR）

クライアントシステム上に存在するファイル、ディレクトリ、または RAW パーティションの
バックアップ、アーカイブ、リストアを行うことができます。
VVR は、Veritas Volume Manager が備える機能の 1 つで、効果的なディザスタリカバ
リプランを支援するデータ複製を行うことができます。

Version Checkpoint

DB2 UDB EEE または ESE の Data Partitioning Feature（DPF）環境では、Version
Checkpoint は、複数のパーティションにまたがった一連のチェックポイントからなります。
Version Checkpoint は、パーティションごとに 1 つの Storage Checkpoint を持ちます。
Storage Checkpoint は、現在マウントされている VxFS ファイルシステムのポイントイン
タイムイメージを作成する効率のよいスナップショットテクノロジです。Storage Checkpoint
は、変更されたファイルシステムブロックを特定、維持することによって、ファイルシステム
の整合性のあるポイントインタイムビューを提供します。

VVR

「Veritas Volume Replicator（VVR）」を参照してください。

vxfs または VxFS

Veritas File System の略称。

vxvm または VxVM

Veritas Volume Manager の略称。

意思決定支援システム

意思決定支援システム（DSS）は、問題のモデリング、特定、および解決と、意思決定に
使われるコンピュータベースのシステムです。

（Decision Support
Systems）

用語集

logging）

ファイルシステム構造に対する保留変更を記録するログスキーム。これらの変更は、イン
テントログに記録されます。

永続的（persistence）

システムを再ブートまたはクラッシュしても失われない情報または状態。

エクサバイト（exabyte）

メモリまたはストレージの測定単位。1 EB は、約 1,000,000,000,000,000,000 バイト（技
術的には、2 の 60 乗、つまり 1,152,921,504,606,846,976 バイト）です。EB とも表され
ます。

エクステント（extent）

1 つのまとまりとして扱われる連続したファイルシステムデータブロックのグループを定義
するデータベースの物理特性。エクステントは、開始ブロックとエクステント長で定義され
ます。

インテントログ（intent

エクステント属性（extent ファイルやファイルシステムに関連付けられるエクステントの割り当てポリシー。たとえば、
attributes）

「address-length ペア（address-length pair）」を参照してください。

エラー処理（error

エラーに対処するプログラム内のルーチン。エラー処理の品質は、システムがこれらの状
態をユーザーにどのように通知し、それを処理するためにどのような手段を備えているか
によって決まります。

handling）

オブジェクト（VxVM）
（object（VxVM））

オンライン管理（online

Veritas Volume Manage によって内部的に定義され、認識されるエンティティ。VxVM
オブジェクトには、ボリューム、プレックス、サブディスク、ディスク、ディスクグループがあり
ます。VxVM ディスクオブジェクトには、2 種類があり、1 つはディスクの物理的な面を表
すために使われ、もう 1 つはディスクの論理的な面を表すために使われます。
システムやデータベースを停止しないで、設定を変更できる管理機能。

administration）

トランザクション指向のアプリケーションをサポートするために設計されたシステムの形式。
OLTP システムは、ユーザー要求に対して迅速に応答するように設計されており、各要求
Transaction Processing） は、1 つのトランザクションと見なされます。要求には、データの追加、検索、更新または
削除を含めることができます。
オンライントランザクショ
ン処理（Online

カーネル非同期 I/O
（kernel asynchronous

ノンブロッキングのシステムレベルの読み取りおよび書き込みを実行する I/O 形式。これ
により、システムで同時に複数の I/O 要求を処理できるようになります。

I/O）
ギガバイト（gigabyte）

メモリまたはストレージの測定単位。1 ギガバイトは、約 1,000,000,000 バイト（技術的に
は、2 の 30 乗、つまり 1,073,741,824 バイト）です。GB および G バイトとも表されます。

キャッシュ（cache）

I/O 要求に対する遅延を短縮するために使われるメモリ。読み取りキャッシュには、クライ
アントからの要求が予測されるデータが保持されます。また、書き込みキャッシュには、不
揮発性ストレージメディアに安全に格納できるまで、書き込まれたデータが保持されます。

共有ディスクグループ

複数のディスクが複数のホストで共有されるディスクグループ（クラスタディスクグループと
も呼ばれます）。

（shared disk group）
キロバイト（kilobyte）

メモリまたはストレージの測定単位。1 キロバイトは、約 1,000 バイト（技術的には、2 の
10 乗、つまり 1,024 バイト）です。KB および K バイトとも表されます。

クラスタ（cluster）

一連のディスクを共有するひとまとまりのホスト。
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クラスタ共有可能なディス 複数のホスト間で共有されるディスクが保持されるディスクグループ。
クグループ
（cluster-shareable disk
group）
原子操作（atomic
operation）

高可用性（high
availability（HA））

コールドバックアップ

操作が正常に終了するか、正常に終了しない場合は、操作開始前とまったく同じ状態の
ままとなる処理。正常に終了した場合、ただちにすべての操作が有効になり、変更過程
の状態は表示されません。処理が正常に終了しない場合、操作は中止され、何も変更さ
れません。
個々のコンポーネントを組み合わせからなる大幅に長期間にわたって（大きな遮断が行
われることなく）継続的に機能を提供できるシステムの能力。一般に、高可用性は、シス
テム、ネットワーク、およびサイト全体にわたる冗長ディスクからなる耐障害性および冗長
構成の実装によって実現されます。
オンラインで使われていないデータベースをバックアップする処理。

（cold backup）
固定エクステントサイズ
（fixed extent size）
コピーオンライト
（copy-on-write）

ファイルシステムのデフォルトの割り当てポリシーの上書きする形で関連付けられるエクス
テント属性の 1 つ。
何らかのデータの元を保存するテクニック。書き込み操作によってデータが変更されると
きに、データのもとのコピーがコピーされます。
この技術が Storage Checkpoint テクノロジに活用されています。Storage Checkpoint
作成時のもとのデータが上書きされるときに、このデータがファイルシステムから Storage
Checkpoint にコピーされます。これにより、ある特定時点のファイルシステムイメージが
Storage Checkpoint に保存されます。

コンテナ（container）

ディレクトリ名、デバイス名またはファイル名で識別される物理ストレージデバイス。

サブディスク（subdisk）

論理ディスクセグメントを形成する連続したディスクブロックのセット。サブディスクをプレッ
クスと関連付けることによって、ボリュームを形成することができます。

事前割り当て

ディスクブロックが、使用前に物理的にひとまとまりのファイルになるように、ファイルに領
域を事前に指定すること。アプリケーションによってファイルに領域を事前割り当てできる
ようにすると、事前割り当てを行わなかった場合にはファイルシステムの容量が不足する
ような状況においても、指定量の領域をそのファイル用に確保できます。

（preallocation）

（superuser）

無制限のアクセス権を持つユーザーで、コンピュータ上であらゆる操作を実行できます。
UNIX では、ルートユーザーと呼ばれることがあります。また、Windows NT では、管理
者と呼ばれます。

スクリプト（script）

処理を実行するために実行可能な 1 つ以上のコマンドが含まれるファイル。

ストライプ（stripe）

マルチディスクレイアウト内のひとまとまりのカラムにわたって同位置を占める一連のストラ
イプユニット。

スーパーユーザー

用語集

ストライプユニット（stripe 各ストライプ化プレックスのサブディスク（カラム内）に交互に割り当てられる同サイズの領
unit）

域。アレイにおけるストライプユニットは、アレイの次のディスクから割り当てが実行される
前に各ディスク上に存在する、論理的に連続した一連のブロックです。

ストライプユニットサイズ

各ストライプユニットのサイズ。VxVM のデフォルトのストライプユニットサイズは 32 セクタ
（16 KB）です。RAID 0 ストライプ化のストライプユニットサイズは 128 セクタ（64 KB）で
す。VxVM RAID 5 のストライプユニットサイズは 32 セクタ（16 KB）です。ストライプユニッ
トサイズは、ストライプ幅とも呼ばれています。

（stripe unit size）

ストライプ化（striping）

ストライプを使い、複数の物理ディスクにデータを分散させるレイアウト手法。データは各
プレックスのサブディスク内のストライプに交互に割り当てられます。

ストレージクラス（storage 同じボリュームタグを持つボリュームの集合。
class）
スナップショット
（snapshot）

バックアップとして使用可能な、ボリュームまたはファイルシステムのポイントインタイムイ
メージ。

スナップショットの作成元 スナップショットボリュームの作成に使われた等しいイメージを保持するボリューム。
ボリューム（snapped
volume）
スナップショットファイルシ マウントされているファイルシステムのある一時点における正確なコピーで、オンラインバッ
ステム（snapshot file
system）

クアップに使われます。スナップショットファイルシステムは永続的ではなく、システムがク
ラッシュまたは再ブートされると削除されます。

スナップショットボリューム ボリュームのある一時点における正確なコピー。スナップショットは、ミラー化ボリュームに
（snapshot volume）

基づいて作成され、オンラインバックアップに使われます。

スナップファイルシステム スナップショットファイルシステムの作成にイメージが使われたファイルシステム。
（snapped file system）
スパンニング（spanning） ボリューム（とそのファイルシステムまたはデータベース）が大きすぎて単一のディスクに

収まらない場合に、データを複数のディスクまたはボリュームに分散できるレイアウトテク
ニック。
スライス（slice）

論理ディスクデバイスの標準区画。パーティションとスライスという用語は、同義語として使
われることがあります。

スループット
（throughput）

特定の時間内に完了する処理量。ファイルシステムでは、一般に、特定時間内に完了す
る I/O 操作の数を表します。

スレーブノード（slave

マスターノードとして指定されていないノード。

node）
セクタ（sector）

ディスクパーティションの最小単位。セクタのサイズはシステムによって異なります。
通常、1 セクタは 512 バイトです。

セグメント（segment）

任意のパーティション、予約済み領域、部分コンポーネント、または大容量構造の一部。
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database）

既存の Veritas Volume Manager オブジェクト（ディスクやボリュームの属性など）に関
する詳細情報を含むレコードのセット。設定データベースの 1 つのコピーは、設定コピー
と呼ばれます。

退避（evacuate）

サブディスクをソースディスクからターゲットディスクに移動すること。

大容量ファイル（large

サイズが 2 GB 以上のファイル。ファイル内容のアドレッシングに 32 ビットの符号付き整
数を使うオペレーティングシステムでは、大容量ファイルがサポートされませんが、VxFS
ディスクレイアウトバージョン 4 では、最大 2 テラバイトまでのファイルサイズに対応できま
す。

設定データベース
（configuration

file）

大容量ファイルシステム
（large file system）

2 GB を超えるファイルシステム。VxFS と VxVM を組み合わせて使うと、大容量ファイル
システムに対応できます。

ダイレクト I/O（direct I/O） カーネルによるデータのバッファリングをバイパスする非バッファ I/O の形式。ダイレクト

I/O では、ディスクとユーザーアプリケーション間でデータが直接転送されます。
単一スレッド（single

1 つのトランザクションが完了してから次のトランザクションを開始する処理。

threading）
断片化（fragmentation） ディスク上の不連続領域内にあるデータのストレージ。ファイルを更新すると、新しいデー

タは、連続していない可能性がある使用可能な空き領域に格納されます。ファイルが断
片化されると、読み取りおよび書き込みのためのヘッドの移動が大きくなり、ディスクアク
セスが低速化します。
断片化の解消
（defragmentation）

断片化を軽減するためのデータの再編成動作。ファイルシステム内のデータは、時間の
経過につれて断片化されていきます。

遅延（latency）

特定の作業を完了するまでにかかる時間。ファイルシステムの場合、ファイルシステムの
特定の操作がユーザーに戻るまでの時間。また、ディスク検索時間を表す場合にも使わ
れます。

ディスクアクセス名（disk

物理ディスクへのアクセスに使われる名前。AIX システムでは Disk_1、HP-UX システム
では c1t1d1、Linux システムでは sda、Solaris システムでは c0t0d0s0 などが使われま
す。ディスクアクセス名には、デバイス名という用語も使われます。

access name）

ディスクアレイ（disk
array）
ディスクキャッシュ（disk
cache）

ディスクグループ（disk
group）

論理的および物理的にオブジェクトに配列されたディスクの集合。アレイによって、デー
タの冗長性や処理効率の向上などの利点がもたらされます。
ディスクとアプリケーション間のキャッシュとして機能する RAM の一部。ディスクキャッシュ
により、コンピュータの動作を高速化できます。ハードディスクからデータを取得すると時
間がかかることがあるため、ディスクキャッシュプログラムでは、最近アクセスされたデータ
をディスクキャッシュに配置することによりこの問題を解決しています。次回同じデータが
必要となったときは、ディスクキャッシュにアクセスすることによって高速化しています。ディ
スクキャッシュを使えない場合は、ハードディスクに対しアクセスするため時間がかかりま
す。
共通の設定情報を共有するディスクの集合。

用語集

ディスクグループ設定情報は、既存 Veritas Volume Manager オブジェクト（ディスクや
ボリュームの属性など）やその関係に関する詳細情報を含むレコードのセットです。各ディ
スクグループでは、管理者が割り当てた名前と、内部的に定義された固有の ID が保持
されます。ルートディスクグループ（rootdg）は、特殊な専用ディスクグループです。
ディスク名（disk name）

disk03 など、ディスクに付けられた Veritas Volume Manager の論理名または管理名。
ディスク名には、ディスクメディア名という用語も使われます。

データベース（database） データベースは、構造化形式に編成された情報の集合です。データベースの例として、

データがテーブルに格納され、一般には 1 つ以上のキーによってアクセスするリレーショ
ナルデータベース（Oracle、Sybase、DB2 など）と、通常はテーブルや関係によってデー
タが構成されないフラットファイルデータベースが挙げられます。一般に、データベース
には、データを検索するためのツールやインターフェースが備えられています。
デバイスファイル（device /dev ディレクトリに存在するブロックまたはキャラクタ特殊ファイルで、デバイスを表しま
file）

す。

デバイス名（device

デバイスを表すデバイスファイルの名前。AIX 構文は Disk_#、HP-UX 構文は c#t#d#、
Linux 構文は sda（「a」は任意の英字）、Solaris 構文は c#t#d#s# です。

name）
テラバイト（terabyte）

メモリまたはストレージの測定単位。1 テラバイトは、約 1,000,000,000,000 バイト（技術
的には、2 の 40 乗、つまり 1,000 GB）です。TB とも表されます。

同時 I/O（concurrent
I/O）

ファイルへの書き込み時にファイルレベルの書き込みロックを必要としない、ダイレクト I/O
の 1 形式。同時 I/O によって、リレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）は特
定のファイルに同時に書き込むことが可能になります。

ノード（node）

クラスタ内のホストの 1 つ。

パーティション（partition） ディスクを分割した論理領域。
バッファ付き I/O
（buffered I/O）

I/O 操作（コンピュータとの間でデータをやり取りする任意の操作、プログラムまたはデバ
イス）のモードの 1 つ。データは、まずオペレーティングシステムのバッファキャッシュに転
送されます。

パリティ（parity）

障害の発生後、データを復元するのに使われる計算値。データが RAID 5 ボリュームに
書き込まれた時に、データに対して排他的論理和（XOR）演算を行うことで、パリティが計
算されます。計算されたパリティはボリュームに書き込まれます。RAID 5 ボリュームに障
害が発生した場合、障害が発生したボリュームの該当部分に置かれていたデータは、残
りのデータとパリティから再生成できます。

非同期 I/O

ノンブロッキングの読み取りおよび書き込みを実行する I/O 形式。これにより、システムで
同時に複数の I/O 要求を処理できるようになります。

（asynchronous I/O）
非バッファ I/O
（unbuffered I/O）

処理効率を向上させる目的で、ファイルシステムのキャッシュをバイパスする I/O（ダイレ
クト I/O とも呼ばれます）。

表スペース（tablespace） 表スペースは、データベースや表データの場所を直接コンテナに割り当てられるようにす

るためのストレージ構造（表、インデックス、大きなオブジェクト、長いデータを含む）です。
表スペースは、データベースパーティショングループ内にあります。
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ファイルシステム（file
system）

1 つの構造に組織された、ファイルの集合。ファイルシステムは、階層構造に基づき、ディ
レクトリとファイルで構成されます。

ファイルシステムブロック ファイルシステムの割り当てで基本となる最小サイズ。
（file system block）
ファイルセット（fileset）

ファイルシステム内のファイルの集合。

ブートディスク（boot

オペレーティングシステムを起動するために使われるディスク。

disk）
フェールオーバー
（failover）

サービスを障害状態から起動および使用可能状態に移行する動作。ここでサービスとは、
一般にはマシン上で実行されるアプリケーションを指します。フェールオーバーは、本来
のシステムに障害が発生した場合に、第 2 のシステムでこれらのアプリケーションを再開
する過程を指します。

負荷共有（load sharing） 各コンポーネントが負担する負荷の割り当てを均等化しないで、複数のコンポーネントで

作業を分割すること。複数のコンポーネントで負荷共有を行っていると、共有コンポーネ
ントの一部が全処理能力で稼働して処理効率が制限される一方で、その他のコンポーネ
ントが十分に活用されない状態になる可能性があります。
負荷分散（load
balancing）

使用可能なリソースにわたってデータや処理を均等に分散するためのコンピュータシス
テム、ネットワーク、またはサブシステムのチューニング。たとえば、クラスタでは、着信す
るトランザクションがすべてのサーバーに均等に分散されるか、次の使用可能なサーバー
にリダイレクトされます。

プレックス（plex）

ボリュームとそのボリュームに含まれるデータ（サブディスクの集合を順序付けした形式）
の複製コピー。各プレックスは、そのプレックスが関連付けられているボリュームの 1 つの
コピーです。ミラーとプレックスという用語は、同義語として使われることがあります。

ブロックマップ（block

ファイルシステムは、作成時に固定サイズのブロックに分割されます。ファイルにデータを
書き込むと、未使用のブロックがエクステントと呼ばれるブロックの固まりで割り当てられま
す。割り当てられるエクステントは、i ノードに事前に一覧が作成されており、そこから指定
されます。ファイル内のオフセットをファイルシステムブロックに変換する方法を表すデー
タは、ファイルの「ブロックマップ」と呼ばれます。

map）

ページング（paging）

プログラムセグメント（ページ）をメモリとの間で転送すること。ページングは、仮想メモリで
使われる主要機能ですが、過剰なページングは望ましくありません。

ペタバイト（petabyte）

メモリまたはストレージの測定単位。1 ペタバイトは、約 1,000 テラバイト（技術的には、2
の 50 乗）です。

ホットバックアップ（hot

アクティブに使われているオンラインのデータベースをバックアップする処理。

backup）
ホットプラグ可能（hot
pluggable）

ユニットの実行中に、電源を切ることなく、システムからコンポーネントを取り外し、新しい
コンポーネントを投入すること。冗長構成のシステムは、ディスクドライブ、回路基盤、電
源、CPU など、コンピュータ内で重複している実質的にあらゆるコンポーネントを交換で
きるように設計できます。ホットスワップ可能とも呼ばれます。
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ホットリロケーション
（hot-relocation）

ボリューム（volume）

ディスクが障害になった場合に、冗長性およびミラーボリュームや RAID 5 ボリュームへ
のアクセスを自動的にリストアする Veritas Volume Manager のテクニック。これは、影
響を受けたサブディスクを、スペアとして指定されたディスクや同じディスクグループ内の
空き領域に再配置することによって実現されます。
アプリケーション、データベースおよびファイルシステムからは物理ディスクパーティション
のように見える論理ディスクデバイス。1 つの論理ディスクは、複数、または 1 つから多数
までの物理ボリュームを包含できます。

ボリュームマネージャオブ ボリュームとそのボリュームの仮想コンポーネント。「オブジェクト（VxVM）（object（VxVM））」
ジェクト（volume

を参照してください。

manager objects）
ボリュームレイアウト
（volume layout）

マウントポイント（mount

ボリュームは、データベースの処理効率と可用性の必要条件に合わせてディスクを配置
できます。これには、スパンニング化、ストライプ化（RAID 0）、ミラー化（RAID 1）、ミラー
化ストライプボリューム（RAID 0+1）、ストライプ化ミラーボリューム（RAID 1+0）、RAID 5
があります。
ファイルシステム階層に接続するファイルシステムのディレクトリパス名。

point）
マスターノード（master

別のコンピュータまたは周辺機器を制御するコンピュータ。

node）
マルチスレッド
（multithreaded）

複数のシーケンスを同時または擬似的に同時に実行すること。コンピュータシステムの処
理を表すときに使われます。マルチスレッド処理は、I/O 要求中心のアプリケーションが、
I/O 処理効率を向上させるために、ボリュームおよびディスクアレイに対して独立アクセス
を行うことのできる手段の 1 つです。

ミラー（mirror）

ボリュームとボリューム内のデータの複製コピー（配列化されたサブディスクの集合の形
式）。各ミラーは、ミラーが対応付けられているボリュームの 1 つの複製です。ミラーとプ
レックスという用語は、同義語として使われることがあります。

ミラー化（mirroring）

ボリュームの内容を複数のプレックスにミラー化するレイアウト手法。各プレックスにはボ
リュームに保存されているデータが複製されますが、プレックス自体のレイアウトは異なる
場合があります。

メガバイト（megabyte）

メモリまたはストレージの測定単位。1 メガバイトは、約 1,000,000 バイト（技術的には、2
の 20 乗、つまり 1,048,576 バイト）です。MB および M バイトとも表されます。

メタデータ（metadata）

その他のデータを記述するデータ。メタデータの例として、データディクショナリおよびリ
ポジトリが挙げられます。この用語は、別のデータベースの構造、属性、処理、または変
更に関する情報を保持するファイルまたはデータベースを表すときにも使われます。

リポジトリ（repository）

リポジトリには、データベース内の各要素にアクセスするための名前、形式、値範囲、ソー
ス、アクセス権が保持されます。データベースには管理やレポートで使うリポジトリが保持
されます。
設定情報の表示とデータベースとの対話に必要な関連情報をリポジトリに格納します。
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ルートディスク（root disk） ルートファイルシステムを含むディスク。
ルートディスクグループ
（root disk group）

システム上の特殊な専用ディスクグループ。ルートディスクグループ名は、rootdg です。
ただし、Veritas Volume Manager のリリース 4.1 から、ルートディスクグループは必要な
くなりました。

（root file system）

UNIX カーネルスタートアップシーケンスの一部としてマウントされる初期ファイルシステ
ム。

論理ボリューム（logical

「ボリューム（volume）」を参照してください。

ルートファイルシステム

volume）

（Logical Unit Number）

1 つの SCSI バスに装備可能な SCSI デバイスの数を増加させる手段。論理ユニット番号
により、8 ビットバスでは SCSI ID あたり最大 7 つのデバイス、16 ビットバスでは SCSI ID
あたり最大 15 個のデバイスに対応できます。

割り込みキー（interrupt

Ctrl+C を押すことによって、操作を終了または中断し、システムプロンプトに戻る手段。

論理ユニット番号

key）
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