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1
はじめに
この章では以下の項目について説明しています。
■

概要

■

VRW の機能

■

Web ブラウザの必要条件

■

Web での Veritas Volume Replicator

■

関連する Veritas 文書

■

ロールに基づく管理

概要
Veritas Volume Replicator Web コンソール（VRW）は Web ベースの GUI です。これ
を使えば、Veritas Volume Replicator（VVR）設定を Web ブラウザで作成および管理
できます。VRW を使って VVR を設定および管理する方法は、『Veritas Volume
Replicator Web GUI 管理者ガイド』（このガイド）で説明されています。このガイドには
VRW で利用可能な機能とオプションが説明されており、ユーザーは VRW の使用を開
始できます。また、このガイドには VRW の拡張設定タスクを実行する方法が説明されて
います。トラブルシューティングの項には、VRW の使用中に発生する可能性のある問題
からリカバリできる方法が説明されています。
このガイドは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を補足します。このガイドを読
んでから VRW を使用してください。

VRW の機能
VRW には、次の機能が含まれます。
■

VRW ビュー
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VRW は、選択された VVR オブジェクトや VVR 環境についての情報を表示する各
種ビューを提供します。たとえば、［概略（Summary）］ビューには、選択されたホスト
に存在する RDS（Replicated Data Set）と各 RDS のレプリケーションの状態が一覧
表示されます。また、［RDS］ビューには RDS の詳細と状態が表示されます。
■

Web ベースのウィザード
VRW は、VVR の管理タスクを実行する Web ベースのウィザードを提供します。たと
えばこのウィザードを使って、プライマリの作成、セカンダリの追加、レプリケーション
の開始、プライマリの役割を変更するための移行などを行います。各ウィザードは、タ
スクを始めから終わりまで実行できるようにする手順を提供します。

■

VVR の集中型管理
VVR は Storage Foundation Management Server を使って集中管理できます。詳
しくは、Storage Foundation Management Server のマニュアルを参照してくださ
い。

■

ユーザーロールの管理
VRW は SF Management Server が提供するロールをサポートします。Administrator
アクセス権を持つユーザーは、事前定義されたロールである Guest、Operator、
Administrator の 1 つをユーザーまたはユーザーグループに割り当てることができ
ます。
p.11 の 「ロールに基づく管理」 を参照してください。

Web ブラウザの必要条件
VRW を実行するには、プラットフォームによって次の Web ブラウザのいずれかが必要
です。
表 1-1

Web ブラウザとサポートされるプラットフォーム

オペレーティング Firefox 1.0.7 Internet
Mozilla 1.6（ま
システム
（またはそれ以 Explorer 5.5
たはそれ以降）
降）
（またはそれ以
降）
AIX

✓

HP-UX

✓

Red Hat

✓

✓

Netscape
Navigator 7.0
（またはそれ以
降）

✓

✓

Solaris
SUSE

✓

Windows

✓

✓
✓

✓
✓
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使用するブラウザが、JScript 5.5（Microsoft Internet Explorer 6 以降で提供される）ま
たは JavaScript 1.2（Netscape Navigator 7.x で提供される）をサポートする必要があり
ます。さらに Internet Explorer では、SSL（Secure Sockets Layer） 3.0 ActiveX スクリ
プトを有効にする必要があります。
ポップアップブロッカー（Yahoo ツールバーまたは Google ツールバーを含む）を使用し
ている場合、それらを無効にするか、接続先の Web サーバーからのポップアップを許可
するようにポップアップブロッカーを設定します。Netscape 7.2 ではデフォルトでポップ
アップブロックが有効にされています。
メモ: Windows 2003（Server および Advanced Server）の Internet Explorer 6.0 で
は、イントラネットゾーンのデフォルトのセキュリティレベルを［中］以下に設定します。

Web での Veritas Volume Replicator
Veritas Volume Replicator 製品ラインアップに関する最新で総合的な情報について
は、Veritas の Web サイトにアクセスしてください。
http://www.veritas.com/Products/www?c=product&refId=3

関連する Veritas 文書
このガイドに記載されているトピックについて詳しくは、Veritas Volume Replicator（VVR）
または Veritas Volume Manager（VxVM）のマニュアルセットを参照してください。
このマニュアルセットについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation リリースノート』を
参照してください。

ロールに基づく管理
認証とはアクセス制御を意味します。これにより、ユーザーまたはグループが特定の管理
ホストまたはディスクグループで実行できる処理が決定されます。
ユーザーの作成時に、ユーザーは特定のセキュリティロールに割り当てられます。ユー
ザーには、異なるホストでは異なるロールを割り当てることができます。
ユーザーには次のいずれかのロールを割り当てることができます。
■

Administrator: このロールに割り当てられたユーザーはシステムに対する完全なア
クセス権を持ちます。
ホストの root ユーザーには、そのホストの Administrator 権限が自動的に付与され
ます。この権限は変更できません。
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■

Operator: このロールに割り当てられたユーザーはいくつかの管理操作を実行でき
ます。たとえば、バックアップの実行、データベースの管理、限定されたいくつかの設
定変更を行うことができます。
また、オペレータロールを割り当てられたユーザーは、ネットワーク内のオブジェクトを
表示したり、レポートを印刷することもできます。
p.12 の 「オペレータの役割で利用可能な機能」 を参照してください。

■

Guest: このロールに割り当てられたユーザーは設定を変更できません。ゲストはネッ
トワーク内のオブジェクトを表示したり、レポートを印刷したりできます。すべての認証
済みユーザーはデフォルトでこのグループに属します。

オペレータの役割で利用可能な機能
オペレータは次の機能にアクセスできます。
■

レプリケーション開始

■

レプリケーション停止

■

レプリケーション一時停止

■

レプリケーション再開

■

チェックポイントの開始

■

チェックポイントの削除（Delete Checkpoint）

■

チェックポイントの終了（End Checkpoint）

■

DCM の再生

■

レプリケーション属性の設定

2
レプリケーションの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

レプリケーションの設定について

■

レプリケーションの設定の概要

■

RDS（Replicated Data Set）の作成

■

RDS へのバンカーセカンダリの追加

■

セカンダリの同期とレプリケーションの開始

■

データボリュームがゼロで初期化されている場合のレプリケーションの設定

レプリケーションの設定について
Veritas Volume Replicator（VVR）は Volume Replicator Web Console（VRW）を使っ
て設定できます。VVR を使えば、データボリュームがゼロで初期化されているか有効な
データを含んでいるかに関係なく、またアプリケーションが実行しているか停止している
かに関係なくレプリケーションを設定できます。
RDS（Replicated Data Set）を設定する前に、VVR の設定を準備します。
提示されたベストプラクティスや推奨事項に従って VVR の適切な設定を完了してくださ
い。
詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

レプリケーションの設定の概要
レプリケーションを設定およびセットアップするには、以下のタスクを以下の順序で実行し
ます。
■

「RDS（Replicated Data Set）の作成」
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■

「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」

メモ: レプリケーションを設定する手順は、特に記載がない限り、アプリケーションが実行
中または停止中に関係なく同じです。

サンプルシナリオ
この章では、さまざまな状況下で Volume Replicator Web Console（VRW）を使って単
純な VVR 設定をセットアップする方法について、例を交えながら説明します。例を使っ
て、1 つのプライマリと 1 つのセカンダリを含む VVR 設定をセットアップするための手順
を説明します。ただし、VRW では、複数のセカンダリホストを含む VVR 設定を作成およ
びセットアップすることもできます。設定例は次のとおりです。
プライマリホスト名: seattle
ディスクグループ

hrdg

プライマリ RVG

hr_rvg

セカンダリ london へのプライマリ RLINK

rlk_london_hr_rvg

プライマリデータボリューム #1

hr_dv01

プライマリデータボリューム #2

hr_dv02

プライマリ SRL ボリューム

hr_srl

セカンダリホスト名: london
ディスクグループ

hrdg

セカンダリ RVG

hr_rvg

プライマリ seattle へのセカンダリ RLINK

rlk_seattle_hr_rvg

セカンダリデータボリューム #1

hr_dv01

セカンダリデータボリューム #2

hr_dv02

セカンダリ SRL ボリューム

hr_srl

RDS（Replicated Data Set）の作成
VRW を使って RDS（Replicated Data Set）を作成するには、以下のタスクを以下の順
序で実行します。
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■

「RDS のプライマリ RVG の作成」

■

「RDS へのセカンダリの追加」

■

「RDS へのバンカーセカンダリの追加」

RDS のプライマリ RVG の作成
RDS 作成の第一ステップは、そのプライマリ RVG を作成することです。VRW では、プラ
イマリの作成ウィザードを使って RDS のプライマリ RVG を作成できます。プライマリの作
成ウィザードを使えば、既存のデータボリュームと SRL（Storage Replicator Log）をプラ
イマリ RVG に関連付けることができます。プライマリの作成ウィザードでは、次の操作を
実行します。
■

接続先のホストにプライマリ RVG を作成します。
共有ディスクグループの環境では、クラスタ内のマスターに接続する必要があります。

■

指定したデータボリュームと SRL を RVG に関連付けます。

■

DCM（Data Change Map）を RVG 内のデータボリュームに関連付けます。

■

プライマリ RVG を開始して有効にします。

■

指定したボリュームセット（ある場合）を RVG に関連付けます。

RVG を作成した後でさらにボリュームを追加するには、ボリューム追加ウィザードを使い
ます。
次の前提条件を確認します。
前提条件

データボリュームと SRL がプライマリホストのディスクグループに
存在する必要があります。
アプリケーションが使うすべてのデータボリュームは、同じ RVG
内に含まれる必要があります。
データボリュームと SRL は開始されている必要があります。
レプリケートするすべてのデータボリュームと SRL は同じ種類で
なければなりません。データボリュームは VxVM の ISP ボリュー
ムまたは VxVM の非 ISP ボリュームでなければなりません。
SRL をボリュームセットまたはボリュームセットのコンポーネントボ
リュームとすることはできません。

データボリュームと SRL の作成手順について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管
理者ガイド』の例を参照してください。
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RDS のプライマリ RVG を作成するには

1

任意のビューの［設定（Configuration）］タスクペインから、［プライマリの作成（Create
Primary）］ を選択します。
共有ディスクグループの環境でプライマリを作成するには、クラスタのマスターノード
に接続する必要があります。

2

ボリュームの種類を選択します。レプリケートするデータボリュームが ISP（Intelligent
Storage Provisioning）を使って作成されている場合、［ボリュームは VxVM ISP ボ
リュームです。（The volumes are VxVM ISP volumes）］チェックボックスにチェック
マークを付けます。［次へ（Next）］をクリックします。

3

［RVG 名およびディスクグループ（RVG Name and Disk Group）］パネルを完了し、
［次へ（Next）］をクリックします。
p.17 の 「プライマリの作成ウィザード: ［RVG 名およびディスクグループ（RVG Name
and Disk Group）］パネル」 を参照してください。

4

［データボリューム（Data Volume）］ページを完了し、［次へ（Next）］をクリックしま
す。
p.17 の 「プライマリの作成ウィザード: ［データボリューム（Data Volume）］パネル」
を参照してください。

5

［SRL ボリューム（SRL Volume）］選択ページを完了します。
p.18 の 「プライマリの作成ウィザード: ［SRL ボリューム（SRL Volume）］選択パネル」
を参照してください。

6

プライマリ RVG の作成に進むには［完了（Finish）］をクリックします。
■

RVG 名を変更したり、異なるディスクグループを選択するには、［戻る（Back）］を
クリックします。

■

プライマリの作成ウィザードを終了して、プライマリの作成操作を取り消すには、
［キャンセル（Cancel）］をクリックします。

プライマリ RVG が作成された後、次のメッセージがウィンドウに表示されます。
The Primary RVG is created on seattle.

7

結果のパネルで［OK］をクリックします。

プライマリの作成ウィザード: 前提条件のパネル
プライマリの作成ウィザードを使って、プライマリ RVG を作成します。これが RDS 作成の
第一ステップです。プライマリの作成ウィザードを使えば、既存のデータボリュームと SRL
（Storage Replicator Log）をプライマリ RVG に関連付けることができます。前提条件の
パネルを確認し、ボリュームの種類を示します。
p.15 の 「RDS のプライマリ RVG の作成」 を参照してください。
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［ボリュームは VxVM ISP ボ RVG に VxVM ISP ボリュームと非 VxVM ISP ボリュームの両方を
リュームです。（The volumes 含めることはできません。RVG に VxVM ISP ボリュームを含める場
are VxVM ISP volumes）］ 合、このチェックボックスにチェックマークをつけます。このオプショ
ンを選択すると、以降のプライマリの作成ウィザードパネルに VxVM
ISP ボリュームのみが表示されます。

プライマリの作成ウィザード: ［RVG 名およびディスクグループ（RVG
Name and Disk Group）］パネル
このパネルを使って、作成するプライマリ RVG の名前とディスクグループの名前を指定
します。
p.15 の 「RDS のプライマリ RVG の作成」 を参照してください。
ホスト名（Host Name）

ホスト名が表示されます。このフィールドは編集できません。

RVG（RDS）名（RVG
(RDS) Name）

プライマリ RVG の名前を入力します。RDS 名は RVG 名と同じです。有
効な RDS 名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構成する
必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにする必要がありま
す。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の末尾
にはピリオドを使えません。
例: hr_rvg

ディスクグループ（Disk
Group）

ドロップダウンリストから、プライマリ RVG に関連付ける SRL とデータボ
リュームを含むディスクグループの名前を選択します。例: hrdg。
ディスクグループは共有ディスクグループまたは専用ディスクグループ
です。

メモ: 前のページで［ボリュームは VxVM ISP ボリュームです。（The
volumes are VxVM ISP volumes）］チェックボックスにチェックマーク
が付けられている場合、リストには VxVM ISP データボリュームを含む
ディスクグループのみが表示されます。

プライマリの作成ウィザード: ［データボリューム（Data Volume）］
パネル
［データボリューム（Data Volume）］パネルを使って、プライマリ RVG に関連付けるデー
タボリュームを選択します。
ホスト名（Host Name）

ホスト名が表示されます。このフィールドは編集できません。

RVG（RDS）名（RVG
(RDS) Name）

RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集できません。
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データボリューム（Data
Volumes）

レプリケートする 1 つ以上のデータボリュームまたはボリュームセットを
選択します。選択するデータボリュームはプライマリ RVG に関連付けら
れます。アプリケーションが使うすべてのデータボリュームは、同じ RVG
内に含まれる必要があります。
複数のデータボリュームをリストから選択するには、Ctrl キーを押しなが
ら必要なデータボリューム名をクリックします。
データボリュームの範囲を選択するには、範囲内の最初のデータボ
リュームを選択し、Shift キーを押しながら、範囲内の最後の名前をク
リックします。例: hr_dv01 と hr_dv02。
ボリュームセットの場合、リストにはボリュームセット名が表示されます。
コンポーネントボリュームは RVG に関連付けることができないため、リス
トにコンポーネントボリューム名は表示されません。ボリュームセット名を
選択し、そのすべてのコンポーネントボリュームを RVG に関連付けま
す。

メモ: 最初のページで［ボリュームは VxVM ISP ボリュームです。（The
volumes are VxVM ISP volumes）］チェックボックスにチェックマーク
が付けられている場合、リストには VxVM ISP データボリュームのみが
表示されます。

プライマリの作成ウィザード: ［SRL ボリューム（SRL Volume）］選
択パネル
［SRL ボリューム（SRL Volume）］選択パネルを使って、プライマリ RVG のストレージレプ
リケーションログ（SRL）として関連付けるボリュームを選択します。
レプリケーションログ
（Replication Log）

SRL として設定するボリュームを選択します。例: hr_srl。ボリュームセッ
トまたはボリュームセットのコンポーネントボリュームは、SRL ボリューム
として使用できないため、リストに表示されません。SRL のサイズは
110MB 以上とする必要があります。

メモ: 最初のパネルで［ボリュームは VxVM ISP ボリュームです。（The
volumes are VxVM ISP volumes）］チェックボックスにチェックマーク
が付けられている場合、リストには VxVM ISP ボリュームのみが表示さ
れます。

プライマリの作成ウィザード: ［確認（Confirmation）］パネル
［確認（Confirmation）］パネルを使って、作成するプライマリ RVG の設定を確認します。
［完了（Finish）］をクリックすると、プライマリが作成されます。
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RDS へのセカンダリの追加
RDS にセカンダリ RVG を追加するには、すでに RDS に含まれている任意のホストから
セカンダリの追加ウィザードを使います。
メモ: RDS がプライマリホストのみから構成される場合、プライマリから利用可能なセカン
ダリの追加ウィザードを使います。RDS に追加するセカンダリホストから、セカンダリの追
加ウィザードを使わないでください。
接続されているホストはローカルホストと呼ばれます。ローカルホストの RVG の名前はロー
カル RVG と呼ばれます。ローカル RVG は、そのローカル RVG が属する RDS を表しま
す。RDS はそのローカル RVG 名によって参照されます。
セカンダリを追加するときに、セカンダリの追加ウィザードは次の操作を実行します。
■

指定したセカンダリホストの RDS にプライマリ RVG と同じ名前のセカンダリ RVG を
作成し、追加します。デフォルトでは、セカンダリ RVG はプライマリディスクグループ
と同じ名前のディスクグループに追加されます。セカンダリの追加ウィザードに提供さ
れているオプションを使えば、異なるディスクグループを指定できます。

■

プライマリデータボリュームとセカンダリデータボリュームに DCM がなければ、それら
に DCM を追加します。セカンダリのいずれかのデータボリュームまたは SRL に DRL
がある場合、その DRL は、データボリュームまたは SRL が RVG に関連付けられる
前に削除されます。

■

プライマリデータボリュームと同じ名前とサイズの既存のデータボリュームをセカンダリ
RVG に関連付けます。また、プライマリ SRL と同じ名前の既存のボリュームをセカン
ダリ SRL として関連付けます。

■

プライマリとセカンダリの RLINK を作成し、デフォルトの RLINK 名
rlk_remotehost_rvgname に関連付けます。ウィザードでは、プライマリとセカンダ
リの RLINK に異なる名前を指定できます。

セカンダリ RVG を作成して、指定した RDS に追加する前に、次の処理を行います。
■

セカンダリデータボリュームと SRL はセカンダリの同じディスクグループ内に含める必
要があります。可能であれば、プライマリディスクグループと同じ名前のディスクグルー
プを使います。

■

プライマリデータボリュームと同じ名前とサイズのデータボリュームを作成します。

■

プライマリ SRL と同じ名前とサイズの SRL を作成します。

■ /etc/vx/vras/.rdg ファイルにプライマリディスクグループ ID が含まれていることを

確認します。
詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。
プライマリディスクグループ ID を表示するには、プライマリホストにログオンし、次のコ
マンドを発行します。
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# vxprint -l diskgroup

セカンダリを RDS に追加するには

1

セカンダリ RVG を追加する RDS の詳細ビューに移動します。

2

［設定（Configuration）］タスクペインから、［セカンダリ追加（Add Secondary）］を
選択します。

3

前提条件を確認します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.21 の 「セカンダリの追加ウィザード: 前提条件のパネル」 を参照してください。

4

［プライマリおよびセカンダリホスト名（Primary and Secondary Host Names）］ペー
ジを完了し、［次へ（Next）］をクリックします。
p.21 の 「セカンダリの追加ウィザード: ［プライマリおよびセカンダリホスト名（Primary
and Secondary Host Names）］パネル」 を参照してください。

5

［RLINK とセカンダリディスクグループ名（RLINKs and Secondary Disk Group
Names）］パネルに、プライマリ RLINK、セカンダリ RLINK、セカンダリディスクグルー
プのデフォルト値が表示されます。デフォルト値を受け入れるには、［次へ（Next）］
をクリックします。
必要に応じて、［RLINK とセカンダリディスクグループ名（RLINKs and Secondary
Disk Group Names）］ページで、プライマリ RLINK、セカンダリ RLINK、セカンダリ
のディスクグループの値を変更し、［次へ（Next）］をクリックします。
p.22 の 「セカンダリの追加ウィザード: ［RLINK とセカンダリディスクグループ名
（RLINKs and Secondary Disk Group Names）］パネル」 を参照してください。

6

［完了（Finish）］をクリックすると、セカンダリ RVG が追加されます。
■

変更を行なうには、［戻る（Back）］をクリックします。
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必要なプロパティを持つ SRL とデータボリュームが、指定したセカンダリディスクグ
ループにあれば、セカンダリの追加操作は成功します。

7

［結果（Result）］ページで［OK］をクリックします。新しく追加したセカンダリ RVG の
［セカンダリ RVG（Secondary RVG）］ビューが表示されます。
警告: プライマリのデータボリュームに有効なデータが含まれている場合、セカンダ
リにレプリケートする前に、セカンダリデータボリュームをプライマリデータボリューム
と同期する必要があります。
p.25 の 「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」 を参照してください。
データボリュームがゼロで初期化されている場合、説明されているとおりにレプリケー
ションを設定します。
p.30 の 「データボリュームがゼロで初期化されている場合のレプリケーションの設
定」 を参照してください。
必要に応じて、バンカーセカンダリを追加します。
p.23 の 「RDS へのバンカーセカンダリの追加」 を参照してください。

セカンダリの追加ウィザード: 前提条件のパネル
セカンダリの追加ウィザードを使って、セカンダリ RVG をセカンダリホストに作成し、指定
した RDS に追加します。セカンダリの追加ウィザードは、RDS にすでに含まれている任
意のホストから使います。
前提条件のパネルを確認します。前提条件が満たされている場合のみ、次の手順に進
みます。
p.19 の 「RDS へのセカンダリの追加」 を参照してください。

セカンダリの追加ウィザード: ［プライマリおよびセカンダリホスト名
（Primary and Secondary Host Names）］パネル
［プライマリおよびセカンダリホスト名（Primary and Secondary Host Names）］パネルを
使って、RDS のプライマリホストとセカンダリホストの、ホスト名または IP アドレスを指定し
ます。
RDS

RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集できません。

21

22

第 2 章 レプリケーションの設定
RDS（Replicated Data Set）の作成

プライマリホスト（Primary レプリケーションで使用するホスト名または IP アドレスを指定します。プ
Host）
ライマリホスト名はセカンダリホストから解決可能およびアクセス可能で
なければなりません。例: seattle。IP アドレスを入力する場合、そのアド
レスはセカンダリホストからアクセス可能でなければなりません。
有効なホスト名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構成す
る必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにする必要があり
ます。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の末
尾にはピリオドを使えません。
セカンダリホスト
（Secondary Host）

レプリケーションで使用できるホスト名または IP アドレスを指定します。
セカンダリホスト名はプライマリホストから解決可能およびアクセス可能
でなければなりません。例: london。IP アドレスを入力する場合、その
アドレスはプライマリホストからアクセス可能でなければなりません。
有効なホスト名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構成す
る必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにする必要があり
ます。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の末
尾にはピリオドを使えません。

p.19 の 「RDS へのセカンダリの追加」 を参照してください。

セカンダリの追加ウィザード: ［RLINK とセカンダリディスクグルー
プ名（RLINKs and Secondary Disk Group Names）］パネル
［RLINK とセカンダリディスクグループ名（RLINKs and Secondary Disk Group Names）］
パネルを使って、プライマリ RLINK 名、セカンダリ RLINK 名、セカンダリディスクグルー
プ名の値を変更します。変更の必要がない場合は、［次へ（Next）］をクリックしてデフォ
ルト値を受け入れます。
RDS

RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集できません。

プライマリ RLINK
（Primary RLINK）

RLINK 名のデフォルトの形式は、rlk_remotehost_rvgname で
す。 デフォルト名が適切でない場合は、別のプライマリ RLINK 名を入
力します。
有効な RLINK 名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構成
する必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにする必要が
あります。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の
末尾にはピリオドを使えません。
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セカンダリ RLINK
（Secondary RLINK）

RLINK 名のデフォルトの形式は、rlk_remotehost_rvgname です。
デフォルト名が適切でない場合は、別のセカンダリ RLINK 名を入力し
ます。
有効な RLINK 名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構成
する必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにする必要が
あります。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の
末尾にはピリオドを使えません。

セカンダリディスクグルー ［セカンダリディスクグループ（Secondary Disk Group）］ボックスには、
プ（Secondary Disk
デフォルトでプライマリディスクグループ名が表示されます。これは、セ
Group）
カンダリ RVG を格納するセカンダリのディスクグループ名として使われ
ます。デフォルト名が適切でない場合は、別のセカンダリディスクグルー
プ名を入力します。このディスクグループには、作成するセカンダリ RVG
に関連付ける SRL とデータボリュームを含める必要があります。
有効なディスクグループ名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドで
のみ構成する必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにす
る必要があります。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができ
ず、名前の末尾にはピリオドを使えません。

p.19 の 「RDS へのセカンダリの追加」 を参照してください。

セカンダリの追加ウィザード: ［確認（Confirmation）］パネル
［確認（Confirmation）］パネルを使って、追加するセカンダリ RVG の設定を確認します。
［完了（Finish）］をクリックすると、セカンダリ RVG が追加されます。
p.19 の 「RDS へのセカンダリの追加」 を参照してください。

RDS へのバンカーセカンダリの追加
バンカーの追加ウィザードを使って、RDS にバンカーセカンダリを追加します。バンカー
セカンダリを追加した後、セカンダリの同期とレプリケーションの開始に進むことができま
す。
p.25 の 「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」 を参照してください。
RDS にバンカーセカンダリを追加するには

1

バンカーセカンダリを作成するプライマリの名前を選択します。例: hr_rvg

2

［レプリケーション（Replication）］、［バンカーの追加（Add Bunker）］の順に選択し
ます。バンカーの追加ウィザードが表示されます。

3

前提条件のパネルの情報を確認して、［次へ（Next）］をクリックします。
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4

バンカーの追加ウィザードページを完了します。
p.24 の 「バンカーの追加: バンカーホスト、ディスクグループおよびプロトコルのパ
ネル」 を参照してください。

5

次のページに、バンカーの追加操作の結果を示すメッセージが表示されます。バン
カーセカンダリの追加操作が正常終了した場合、ページに成功したことを示すメッ
セージが表示されます。
操作が失敗した場合、ページにエラーメッセージが表示され、可能性のあるエラー
の原因が［結果の詳細（Result Details）］領域に表示されます。詳細を慎重に確認
して、適切な修正処理を実行します。エラーについては、エラーメッセージと共に表
示される一意のメッセージ ID（UMI）を書き留めて、Veritas テクニカルサポートのナ
レッジベースを参照してください。

6

［完了（Finish）］をクリックします。バンカーの追加ウィザードは、セカンダリの追加
ウィザードによって設定されたものと同じデフォルト値を設定します。

［バンカーの追加（Add Bunker）］: 前提条件のパネル
［バンカーの追加（Add Bunker）］ダイアログウィンドウを使って、RDS にバンカーセカン
ダリを追加します。
前提条件のパネルの情報を確認します。前提条件が満たされている場合のみ、次の手
順に進みます。
p.23 の 「RDS へのバンカーセカンダリの追加」 を参照してください。

バンカーの追加: バンカーホスト、ディスクグループおよびプロトコルのパ
ネル
バンカーホスト、ディスクグループおよびプロトコルのページを使って、バンカーセカンダ
リを RDS に追加する場合に使用するホスト名、ディスクグループ、プロトコルを指定しま
す。
RDS

バンカーを追加する RDS の名前が表示されます。このフィールドは編
集できません。
例: hr_rvg

プライマリホスト（Primary レプリケーションで使用できるホスト名または IP アドレスを指定します。
Host）
プライマリホスト名はバンカーホストから解決可能およびアクセス可能で
なければなりません。例: seattle。IP アドレスを入力する場合、その
アドレスはバンカーホストからアクセス可能でなければなりません。［セカ
ンダリ RVG（Secondary RVG）］ビューの［レプリケーション用 IP
（Replication IP）］列にはプライマリホストの値が表示されます。
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バンカーホスト（Bunker
Host）

レプリケーションで使用できるホスト名または IP アドレスを指定します。
バンカーホスト名はプライマリホストから解決可能およびアクセス可能で
なければなりません。例: portland。IP アドレスを入力する場合、その
アドレスはプライマリホストからアクセス可能でなければなりません。［プ
ライマリ RVG（Primary RVG）］ビューの［レプリケーション用 IP
（Replication IP）］列にはバンカーホストの値が表示されます。

バンカーディスクグルー バンカーディスクグループの名前がデフォルト以外の場合、正しい名前
プ（Bunker DiskGroup） を入力します。
プロトコルが UDP または TCP の場合、通常、ディスクグループはプラ
イマリ RVG のディスクグループと同じです。STORAGE プロトコルの場
合、バンカーディスクグループの名前はプライマリ RVG のディスクグ
ループ名とは異なります。これは、両方のディスクグループがプライマリ
ホストにインポートされるためです。
バンカーのディスクグループには、追加するセカンダリのバンカー RVG
に関連付ける SRL を含める必要があります。
プロトコル（Protocol）

バンカーセカンダリとプライマリ間のネットワークの接続性を示します。デ
フォルトでは UDP が選択されます。
バンカーが IP 経由でレプリケートする場合、プロトコルを UDP または
TCP に設定します。ストレージがプライマリ（DAS または NAS など）から
直接アクセス可能な場合、プロトコルを STORAGE に設定します。
UDP、TCP、または STORAGE を選択します。

［バンカーの追加（Add Bunker）］: ［確認（Confirmation）］パネル
操作の属性を確認します。［完了（Finish）］をクリックすると、RDS にバンカーセカンダリ
が追加されます。
p.23 の 「RDS へのバンカーセカンダリの追加」 を参照してください。

セカンダリの同期とレプリケーションの開始
レプリケーションを開始する前に、セカンダリのデータボリュームをプライマリのデータボ
リュームと同期する必要があります。VRW では、次のいずれかの方法を使ってセカンダ
リをプライマリと同期できます。
■

自動同期
p.26 の 「自動同期を使用するレプリケーションの設定」 を参照してください。
メモ: ボリュームセットのコンポーネントボリュームの場合は、［自動同期の使用（Using
Autosync）］オプションを指定して［レプリケーションの開始（Start Replication）］を
使い、RVG を同期させます。
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■

完全同期
p.27 の 「完全同期を使用するレプリケーションの設定」 を参照してください。

■

ブロックレベルのテープバックアップ
p.27 の 「ブロックレベルのバックアップとチェックポイントを使用するレプリケーション
の設定」 を参照してください。

■

差分同期
p.29 の 「差分同期を使ったレプリケーションの設定」 を参照してください。

セカンダリの同期方法、およびセカンダリの適切な同期方法の選択について詳しくは、
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

自動同期を使用するレプリケーションの設定
データボリュームにデータが含まれ、アプリケーションがアクティブまたは非アクティブの
ときに、自動同期を使用してセカンダリを同期できます。
この項の手順は RDS が作成されていることを前提とします。
p.14 の 「RDS（Replicated Data Set）の作成」 を参照してください。
自動同期オプションを使用すると、RDS のプライマリとセカンダリのデータボリュームを自
動同期してからレプリケーションを開始できます。自動同期では、セカンダリのデータボ
リュームがプライマリのデータボリュームと同じ最新の状態になります
別のセカンダリへのレプリケーションは、この自動同期が完了して初めて開始できます。
自動同期は DCM（Data Change Map）を使って、プライマリのデータボリュームからデー
タをネットワークを介してセカンダリに送信します。自動同期を使う場合は、RVG の各デー
タボリュームに DCM が設定されている必要があります。
自動同期を使用するレプリケーションを設定するには

1

次のいずれかのビューの［レプリケーションの状態（Replication Status）］セクション
または［レプリケーションの設定（Replication Settings）］セクションに移動します。
■

メインの［概略（Summary）］ビュー

■

［RDS］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブ

■

［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブ

2

同期するセカンダリを選択し、ドロップダウンリストから［レプリケーション開始（Start
Replication）］を選択して、［実行（Go）］をクリックします。

3

［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックスで［自動同期の使用
（Using Automatic synchronization）］を選択し、自動同期を使用してセカンダリ
を同期してからレプリケーションを開始するようにします。
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4

［完了（Finish）］をクリックします。メッセージにレプリケーション開始要求の状態が
表示されます。

5

［OK］をクリックします。seattle の hr_rvg の［RDS］ビューに、その時点のレプリ
ケーションの状態が表示されます。いつでもビューを更新すればレプリケーションの
現在の状態が表示されます。

完全同期を使用するレプリケーションの設定
アプリケーションがアクティブまたは非アクティブのときに、完全同期とチェックポイントを
使ってセカンダリを同期できます。
この項の手順は RDS が作成されていることを前提とします。
p.14 の 「RDS（Replicated Data Set）の作成」 を参照してください。
完全同期を使用するレプリケーションを設定するには

1

次のコマンドを使ってセカンダリを同期します。
# vradmin -g diskgroup -c checkpt_name -full syncrvg ¥
local_rvgname sec_hostname....

2

同期が完了した後、レプリケーション開始ウィザードを使って、チェックポイントを使
用するセカンダリへのレプリケーションを開始します。

3

［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックスで、［チェックポイント
の使用（Using Checkpoint）］を選択します。
ドロップダウンメニューから、ステップ 1 で入力したチェックポイント名を選択します。

4

［完了（Finish）］をクリックします。メッセージにレプリケーション開始要求の状態が
表示されます。

5

［OK］をクリックします。seattle の hr_rvg の［セカンダリ RVG（Secondary RVG）］
ビューに、その時点のレプリケーションの状態が表示されます。いつでもビューを更
新すればレプリケーションの現在の状態が取得されます。
ステップ 1 で複数のセカンダリホストを指定した場合は、ステップ 2 から 5 までを繰
り返して、各セカンダリ RVG のレプリケーションを開始します。

ブロックレベルのバックアップとチェックポイントを使用するレプリケーショ
ンの設定
アプリケーションがアクティブまたは非アクティブのときに、ブロックレベルのバックアップ
とチェックポイントを使ってセカンダリを同期できます。この項の手順は RDS が作成され
ていることを前提とします。
p.14 の 「RDS（Replicated Data Set）の作成」 を参照してください。
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ブロックレベルのバックアップとチェックポイントを使用するレプリケーションを設定するに
は

1

プライマリでチェックポイントを開始するには、［RDS］ビューの［プライマリ（Primary）］
タブの［プライマリ RVG（Primary）］セクションで、［チェックポイントの開始（Start
Checkpoint）］を選択します。

2

［チェックポイントの開始（Start Checkpoint）］ダイアログボックスで、チェックポイン
ト名を入力して、［完了（Finish）］をクリックします。入力したチェックポイント名を書き
留めてください。例: checkpt_ddmmyyyy。

3

プライマリ RVG のデータボリュームのブロックレベルのバックアップを実行します。

4

バックアップが完了したときにプライマリチェックポイントを終了するには、［チェックポ
イントの終了（End Checkpoint）］を選択します。

5

チェックポイントを終了することを確認するには、［完了（Finish）］をクリックします。

6

セカンダリのデータボリュームにバックアップをリストアします。

7

ステップ 6 が完了したときに、作成したチェックポイントが依然として有効であるかど
うかを［プライマリ詳細（Primary detail）］ビューで確認します。ビューを更新します。
チェックポイントの状態が［完了（Completed）］と表示される場合、そのチェックポイ
ントは有効です。別の状態が表示される場合、チェックポイントでオーバーフローが
発生したか、チェックポイントが無効です。ステップ 1 から 6 までを繰り返します。

8

レプリケーション開始ウィザードを使ってレプリケーションを開始します。

9

［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックスで、［チェックポイント
の使用（Using Checkpoint）］を選択します。ドロップダウンメニューから、上で作成
したチェックポイントを選択します。これにより、選択したチェックポイントがセカンダリ
の同期とレプリケーションの開始で使用されます。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。メッセージにレプリケーション開始要求の結果が
表示されます。
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11 ［OK］をクリックします。seattle の hr_rvg の［RDS］ビューにある［セカンダリ
（Secondaries）］タブに、開始されたばかりのレプリケーションの現在のレプリケー
ション状態が表示されます。いつでもビューを更新すればレプリケーションの現在の
状態が表示されます。

12 ［RDS］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブで、［consistent］フラグがプライ
マリ RLINK の［データの状態（Data Status）］列に設定されているかどうかを確認し
ます。RLINK は、チェックポイントに含まれているデータがセカンダリに送られた後
にのみ［consistent］になります。
セカンダリが［consistent］の場合、同期は正常に終了しています。セカンダリが
［consistent］になる前にチェックポイントがオーバーフローすれば、同期は失敗しま
す。SRL のサイズを増やし、ステップ 1 から 11 までを繰り返します。
SRL のサイズ変更手順について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガ
イド』を参照してください。
［consistent］フラグが RLINK に設定された後で、セカンダリにまだ送られていな
い、チェックポイントを超える書き込みが存在する可能性があります。［RDS］ビュー
の［状態（Status）］で、RLINK が最新かどうかを確認します。
チェックポイントがまだ有効な間は、同じバックアップと対応するチェックポイントを
使って、追加のセカンダリホストを設定できます。チェックポイントがオーバーフロー
した場合、その対応するバックアップとチェックポイントを使ってセカンダリを再同期
できません。最終的に、どのチェックポイントも STALE 状態になり使用不能になりま
す。VRW は、チェックポイントが使用不能になったかどうかを示す警告を表示しませ
ん。ただし、チェックポイントの状態は、［RDS］ビューの［プライマリ（Primary）］タブ
に表示されます。
p.37 の 「RDS の詳細情報の表示」 を参照してください。

差分同期を使ったレプリケーションの設定
アプリケーションがアクティブまたは非アクティブのときに、差分同期とチェックポイントを
使ってセカンダリを同期できます。
この項の手順は RDS が作成されていることを前提とします。
p.14 の 「RDS（Replicated Data Set）の作成」 を参照してください。
差分同期を使ったレプリケーションを設定するには

1

次のコマンドを使ってセカンダリを同期します。
# vradmin -g diskgroup -c checkpt_name syncrvg ¥
local_rvgname sec_hostname....

2

同期が完了した後、レプリケーション開始ウィザードを使って、チェックポイントを使
用するセカンダリへのレプリケーションを開始します。
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3

［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックスで、［チェックポイント
の使用（Using Checkpoint）］を選択し、ドロップダウンメニューからチェックポイント
名を選択します。これにより、選択したチェックポイントがセカンダリの同期とレプリ
ケーションの開始で使用されます。

4

［完了（Finish）］をクリックします。メッセージにレプリケーション開始要求の結果が
表示されます。

5

［閉じる（Close）］をクリックします。seattle の hr_rvg の［セカンダリ RVG（Secondary
RVG）］ビューに、その時点のレプリケーションの状態が表示されます。いつでもビュー
を更新すればレプリケーションの現在の状態が取得されます。
ステップ 1 で複数のセカンダリホストを指定した場合は、ステップ 2 から 5 までを繰
り返して、各セカンダリ RVG のレプリケーションを開始します。

データボリュームがゼロで初期化されている場合のレプ
リケーションの設定
プライマリのデータボリュームはゼロで初期化されるため、セカンダリノードのデータをプ
ライマリと同期する必要はありません。ただし、セカンダリのデータボリュームをゼロで初期
化することを推奨します。この項の手順は RDS が作成されていることを前提とします。
p.14 の 「RDS（Replicated Data Set）の作成」 を参照してください。
プライマリのデータボリュームにデータがまだ存在していない場合、またはプライマリとセ
カンダリのデータボリュームの同期がとれていて、アプリケーションがプライマリのデータ
ボリュームを使っていない場合のみ、［再同期は必要ありません。（Resynchronization
is not required）］オプションを選択します。
メモ: ステップ 5 を完了する前に、アプリケーションを開始したり、ファイルシステムをマウ
ントしないでください。
データボリュームがゼロで初期化されている場合にレプリケーションを設定するには

1

［管理の概要（Managing Summary）］ビュー、［RDS］ビューの［セカンダリ
（Secondary）］タブ、または［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブに移動します。

2

［レプリケーションの設定（Replication Settings）］セクションで、同期するセカンダ
リを選択し、ドロップダウンリストから ［レプリケーション開始（Start Replication）］を
選択します。

3

［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックスで、［再同期は必要
ありません。（Resynchronization is not required）］を選択します。
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4

［完了（Finish）］をクリックします。メッセージにレプリケーション開始要求の結果が
表示されます。

5

［OK］をクリックします。seattle の hr_rvg の［RDS］ビューは自動的に更新され、
その時点のレプリケーションの状態が表示されます。
レプリケーションが開始された後、プライマリでアプリケーションを開始します。
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3
設定と状態情報の表示
この章では以下の項目について説明しています。
■

設定と状態情報の表示について

■

概略情報の表示

■

RDS の詳細情報の表示

■

［RDS］ビューに表示される情報

設定と状態情報の表示について
Volume Replicator Web Console（VRW）を使うと、ビューを使って VVR に関する情報
にアクセスできるようになります。［RDS］ビューでは、Veritas Volume Replicator（VVR）
環境の RDS（Replicated Data Set）に関する総合情報が表示されます。その他のビュー
では、選択したオブジェクトについて詳細情報を表示します。

概略情報の表示
Volume Replicator Web Console では、次のビューで VVR オブジェクトに関する概略
情報を表示します。
■

「［管理の概要（Managing Summary）］ビュー」

■

「［RDS］ビュー」

■

「［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［概略（Summary）］タブ」

［管理の概要（Managing Summary）］ビュー
［管理の概要（Managing Summary）］ビューの［Volume Replicator］セクションには、
接続されたホスト上の RDS に関する情報が表示されます。［管理の概要（Managing
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Summary）］ビューを使って、接続されたホスト上のすべての RDS に関する概略情報を
表示します。
図 3-1 に［管理の概要（Managing Summary）］ビューを示します。
図 3-1

［管理の概要（Managing Summary）］ビュー

RDS レプリケーションの状態（RDS Replication Status）
このセクションでは、RDS のプライマリ RVG とセカンダリ RVG 間の現在のレプリケーショ
ンの状態別に、RDS 数を示します。
p.53 の 「レプリケーション状態（Replication Status）」 を参照してください。
［RDS レプリケーションの状態（RDS Replication Status）］セクションには次の情報が表
示されます。
■

レプリケーション（Replicating）: セカンダリのレプリケーション状態が、replicating、
resync in progress、logging to DCM である RDS の数。RDS に複数のセカン
ダリがある場合、少なくとも 1 つのセカンダリがレプリケートしているときに、RDS は
replicating として数えられます。

■

レプリケートされていません。（Not Replicating）: セカンダリが接続されていない、ま
たはレプリケーションが行われていない RDS の数。レプリケーション状態は、not
replicating、paused by user などです。RDS に複数のセカンダリがある場合、
そのセカンダリのどれもレプリケートしていないときにのみ、RDS は not replicating
として数えられます。セカンダリがない、またはプライマリが見つからない RDS は、not
replicating として数えられます。
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RDS 遅延の状態（RDS Behind By Status）
このセクションでは、プライマリに対してセカンダリが遅延する時間別に、RDS の数を示し
ます。RDS に複数のセカンダリがある場合は、その RDS で最新のセカンダリの状態が遅
延状態に反映します。
■

（0 - 15分］（(0 - 15] minutes）: セカンダリが最新の状態であるか、15 分未満内に最
後の書き込みをプライマリから受信した場合。

■

（15 - 120分］（(15 - 120] minutes）: セカンダリが、15 分以上 2 時間未満内にプライ
マリから最後の書き込みを受信した場合。

■

2 時間以上（Greater than 2 hours）: セカンダリが、2 時間以上前にプライマリから最
後の書き込みを受信した場合。

■

使用不可（Not Available）: 遅延状態が利用できないことを示します。RDS にセカン
ダリがない場合やセカンダリが一時停止または停止している場合には、遅延状態は
利用できません。

［アラート（Alerts）］セクション
RDS の設定に問題がある場合は、その問題が表示されます。［アラート（Alerts）］セクショ
ンには、RDS 名とともに、設定エラーに関する簡単な説明が表示されます。

［RDS］ビュー
［管理の概要（Managing Summary）］ペインで RDS を選択して、［RDS］ビューを表示
します。［RDS］ビューには次のタブがあります。
■

「［RDS］ビュー - ［概略（Summary）］タブ」

■

「［RDS］ビュー - ［アラート（Alerts）］タブ」

［RDS］ビュー - ［概略（Summary）］タブ
［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブには、接続されたホスト上のそれぞれの RDS に
関する概略情報が表示されます。この情報とは、レプリケーションの状態、ログ記録状態、
プライマリとセカンダリのホスト名などです。
図 3-2 に［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブを示します。
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図 3-2

［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブ

RDS
［RDS］セクションには次の情報が表示されます。
名称（Name）

RDS アイコンと RDS の名前。RDS 名は［RDS］ビューへのナビゲーショ
ンリンクになっています。
p.51 の 表 3-1 を参照してください。

プライマリ（Primary）

プライマリホストの名前。プライマリが正しく設定されていない場合、この
フィールドは空で、レプリケーションの状態の欄に unknown と表示され
ます。

セカンダリ/バンカー
（Secondary/Bunker）

セカンダリホストまたはバンカーセカンダリホストの名前を表示します。

レプリケーション状態
（Replication Status）

セカンダリへのレプリケーションの状態を表示します。
p.53 の 表 3-5 を参照してください。
RDS の設定に誤りがあり、プライマリの状態が unknown の場合、セカ
ンダリの状態は、n/a と表示されます。また、セカンダリがまだ設定され
ていない場合などにも、その旨を示すテキストメッセージが表示されま
す。

遅延（サイズ）（Behind
By（Size））

セカンダリをプライマリと同期させるための残りの書き込みサイズを表し
ます。
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遅延（時間）（Behind By プライマリからの書き込みをセカンダリが最後に受信してから経過した
（Time））
時間を示します。
現在のモード（Current
Mode）

レプリケーションモードが［同期（synchronous）］か［非同期
（asynchronous）］かを示します。

現在使用するログ
（Current Logging）

RDS の使用しているログが SRL か DCM かを示します。

ログ使用率（% Log
Usage）

SRL の記録済みパーセントまたは DCM のダーティのパーセントを示し
ます。

アラート（Alert）

RDS の設定に問題がある場合は、その問題が表示されます。

データの状態（Data
Status）

セカンダリの RVG のデータの状態が表示されます。
p.52 の 表 3-4 を参照してください。

セカンダリディスクグルー セカンダリディスクグループの名前。
プ（Secondary Disk
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。
Group）

［RDS］ビュー - ［アラート（Alerts）］タブ
［RDS］ビューの［アラート（Alerts）］タブには、接続されたホスト上の RDS の設定エラー
に関する情報が表示されます。［アラート（Alerts）］タブには、RDS 名とともに、設定エ
ラーに関する簡単な説明が表示されます。

RDS の詳細情報の表示
RDS の［概略（Summary）］ビューから、次の詳細表示に移動できます。
■

「［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［概略（Summary）］タブ」

■

「［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［プライマリ（Primary）］タブ」

■

「［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［バンカー（Bunker）］タブ」

■

「［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［クラスタ（Clusters）］タブ」

■

「［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［アラート（Alerts）］タブ」

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［概略（Summary）］タブ
［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブには、RDS 内のプライマリ RVG、セカンダリ RVG
のレプリケーションの状態、データボリュームに関する情報が表示されます。このビューを
使って、レプリケーションとデータボリュームを管理します。［管理の概要（Managing
Summary）］ビューで RDS 名をクリックすると、［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブ
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が表示されます。たとえば RDS 名 hr_rvg をクリックすると、hr_rvg の［RDS］ビューの
［概略（Summary）］タブが表示されます。
図 3-3 に［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブを示します。
図 3-3

［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブ

プライマリ RVG（Primary Replicated Volume Group）
このセクションには、プライマリ上の RVG の詳細が表示されます。
ホスト（Host）

プライマリ RVG アイコンとプライマリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がプライマリホストとして
表示されます。
プライマリが正しく設定されていない場合、このフィールドは空で、レプ
リケーションの状態の欄に unknown と表示されます。
プライマリ RVG アイコンは I/O 状態を示します。
p.51 の 表 3-2 を参照してください。

名称（Name）

RVG の名前（RDS 名）。RVG の状態が名前の後ろのカッコ内に表示さ
れます。
p.52 の 「プライマリ RVG の状態」 を参照してください。
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ディスクグループ（Disk
Group）

プライマリディスクグループの名前。
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。

レプリケーションデータサ RDS にレプリケートされたデータボリュームの合計サイズです。ボリュー
イズ（Replicated Data
ムセットを RDS に設定している場合、このサイズはボリュームセットの各
Size）
コンポーネントボリュームの合計サイズと任意の独立ボリュームの合計
サイズを加算したサイズになります。
SRL（Storage
Replication Log）

プライマリ SRL の名前。

ストレージレプリケーショ SRL のサイズ。
ンログのサイズ（Storage
Replication Log Size）
バンカー（Bunker）

バンカーホストの名前。RDS にバンカーがない場合、N/A と表示されま
す。

クラスタ（Cluster）

プライマリ RVG が共有ディスクグループを使う場合、クラスタの名前が
表示されます。クラスタ名を選択すると、そのクラスタに関する詳細が表
示されます。

レプリケーションの状態（Replication status）
選択した RDS 内の各セカンダリの状態に関する情報が表示されます。このセクションは
次の情報を表示します。
セカンダリ（Secondary） セカンダリ RVG アイコンとセカンダリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がセカンダリホストとして
表示されます。
セカンダリ RVG アイコンは設定状態を示します。
p.51 の 表 3-2 を参照してください。
データの状態（Data
status）

データの状態を表示します。

レプリケーションの状態
（Replication status）

レプリケーションの状態を表示します。

現在のモード（Current
mode）

レプリケーションモードが［同期（synchronous）］か［非同期
（asynchronous）］かを示します。

ログ使用率（% Log
Usage）

SRL の記録済みパーセントまたは DCM のダーティのパーセントを示し
ます。

p.52 の 表 3-4 を参照してください。

p.53 の 「レプリケーション状態（Replication Status）」 を参照してくだ
さい。

39

40

第 3 章 設定と状態情報の表示
RDS の詳細情報の表示

遅延（サイズ）（Behind
By（Size））

セカンダリをプライマリと同期させるための残りの書き込みサイズを表し
ます。

遅延（時間）（Behind By プライマリからの書き込みをセカンダリが最後に受信してから経過した
（Time））
時間を示します。
現在使用するログ
（Current Logging）

セカンダリで現在使用中のログが SRL か DCM かを表示します。

アラート（Alert）

設定に問題がある場合は、アラートメッセージが表示されます。アラート
メッセージは RDS 内に何らかの設定エラーがある場合に表示されます。

ディスクグループ（Disk
Group）

セカンダリディスクグループの名前。
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。

データボリューム（Data Volumes）
プライマリ RVG（選択した RDS に プライマリ RVG が存在しない場合はセカンダリ RVG）
を構成しているデータボリュームを表示します。このセクションには、各データボリューム
に関する次の情報が表示されます。
名称（Name）

データボリュームの名前とステータスアイコン。

Vset

ボリュームがボリュームセットのコンポーネントの場合、ボリュームセットの名
前を表示します。ボリュームが独立ボリュームの場合は N/A と表示します。

サイズ（Size）

データボリュームのサイズ。

DCM

［はい (Yes)］または［いいえ (No)］で DCM がデータボリュームに設定さ
れているかどうかを示します。

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［プライマリ（Primary）］タブ
［RVG］ビューの［プライマリ（Primary）］タブを表示するには、任意の［VRW］ビューで、
プライマリのホスト名を選択します。たとえばホスト名 seattleをクリックすると、hr_rvg の
［RDS］ビューの［プライマリ（Primary）］タブが表示されます。
図 3-4 に［RDS］ビューの［プライマリ（Primary）］タブを示します。
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図 3-4

［RDS］ビューの［プライマリ（Primary）］タブ

プライマリ RVG（Primary Replicated Volume Group）
このセクションには、プライマリ上の RVG の詳細が表示されます。
ホスト（Host）

プライマリ RVG アイコンとプライマリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がプライマリホストとして
表示されます。
プライマリが正しく設定されていない場合、このフィールドは空で、レプ
リケーションの状態の欄に unknown と表示されます。
プライマリ RVG アイコンは I/O 状態を示します。
p.51 の 表 3-2 を参照してください。

オペレーティングシステ プライマリホストで実行するオペレーティングシステム名とバージョンが
ム（Operating System） 表示されます。
名称（Name）

RVG の名前（RDS 名）。RVG の状態が名前の後ろのカッコ内に表示さ
れます。
p.52 の 「プライマリ RVG の状態」 を参照してください。

RVG のバージョン（RVG RVG のバージョン。
Version）
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ディスクグループ（Disk
Group）

プライマリディスクグループの名前。
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。

ディスクグループのバー RVG のディスクグループのバージョン。
ジョン（Disk Group
Version）
データボリューム数
（Data Volume Count）

RVG のデータボリューム数です。RVG にボリュームセットがある場合、
データボリューム数として、ボリュームセットのコンポーネントボリューム
数と、独立ボリューム数がカウントされます。

レプリケーションデータサ RDS にレプリケートされたデータボリュームの合計サイズです。ボリュー
イズ（Replicated Data
ムセットを RDS に設定している場合、このサイズは RDS の各コンポー
Size）
ネントボリュームの合計サイズと任意の独立ボリュームの合計サイズを加
算したサイズになります。
チェックポイント数
（Checkpoint Count）

RVG のプライマリチェックポイント数です。

チェックポイント
（Checkpoints）

各プライマリチェックポイントの名前とチェックポイントに関する情報で
す。
この情報には、使用状況、ログの使用率（%）、チェックポイントの状態
（started または complete）などがあります。

バンカー（Bunker）

バンカーホストの名前。RDS にバンカーがない場合、N/A と表示されま
す。

クラスタ（Cluster）

プライマリ RVG が共有ディスクグループを使う場合、クラスタの名前が
表示されます。クラスタ名を選択すると、そのクラスタに関する詳細が表
示されます。

SRL（Storage Replication Log）
このセクションには、次のストレージレプリケーションログ（SRL）の情報を表示します。
名称（Name）

SRL ボリュームの名前。

サイズ（Size）

SRL ボリュームのサイズ。

セカンダリへのレプリケーション設定（Replication Settings to
Secondaries）
このセクションには、各セカンダリ RVG のレプリケーション設定の詳細が表示されます。

第 3 章 設定と状態情報の表示
RDS の詳細情報の表示

セカンダリ（Secondary） セカンダリ RVG アイコンとセカンダリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がセカンダリホストとして
表示されます。
レプリケーション用 IP
（Replication IP）

リモートホスト名と、カッコ内に IP アドレスが表示されます。

プロトコル（Protocol）

レプリケーションに使われている転送プロトコル。

帯域幅の制限
（Bandwidth limit）

VVR に帯域幅の制限が指定されている場合は、その値が表示されま
す。指定されていない場合は、［なし（none）］と表示されます。

レプリケーションのモード ［同期（synchronous）］または［非同期（asynchronous）］が表示され
（Replication Mode）
ます。
SRL 保護（SRL
Protection）

［自動 DCM（AutoDCM）］、［DCM］、［オーバーライド制御（Override）］、
［オフ（Off）］、［fail］のいずれかが表示されます。

遅延保護（Latency
Protection）

選択したオプションに応じて、［オーバーライド制御（Override）］、［オフ
（Off）］、［fail］のいずれかが表示されます。

遅延低水準点（Latency 遅延保護が解除される SRL での未送信書き込み情報数。
Low Mark）
遅延高水準点（Latency 遅延保護が有効となる SRL での未送信書き込み情報数。
High Mark）

データボリューム（Data Volumes）
プライマリ RVG（選択した RDS に プライマリ RVG が存在しない場合はセカンダリ RVG）
を構成しているデータボリュームを表示します。
このセクションには、各データボリュームに関する次の情報が表示されます。
名称（Name）

データボリューム名。

Vset

ボリュームがボリュームセットのコンポーネントの場合、ボリュームセットの名
前を表示します。ボリュームが独立ボリュームの場合は N/A と表示します。

サイズ（Size）

データボリュームのサイズ。

DCM

［はい (Yes)］または［いいえ (No)］で DCM がデータボリュームに設定されて
いるかどうかを示します。

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［セカンダリ（Secondaries）］タブ
［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブには、RVG 内のセ
カンダリに関する詳細情報が表示されます。［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［セカン
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ダリ（Secondaries）］タブを表示するには、［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブか、
［RDS］ビューの［プライマリ（Primary）］タブでセカンダリ名をクリックします。
図 3-5 に［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブを示しま
す。
図 3-5

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブ

［RDS］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブには、次の情報が表示されます。

レプリケーションの状態（Replication status）
選択した RDS 内の各セカンダリの状態に関する情報が表示されます。
このセクションは次の情報を表示します。
セカンダリ（Secondary） セカンダリ RVG アイコンとセカンダリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がセカンダリホストとして
表示されます。
セカンダリ RVG アイコンは設定状態を示します。
p.51 の 表 3-2 を参照してください。
データの状態（Data
status）

データの状態を表示します。
p.52 の 表 3-4 を参照してください。
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レプリケーションの状態
（Replication status）

レプリケーションの状態を表示します。

現在のモード（Current
mode）

レプリケーションモードが［同期（synchronous）］か［非同期
（asynchronous）］かを示します。

ログ使用率（% Log
Usage）

SRL の記録済みパーセントまたは DCM のダーティのパーセントを示し
ます。

遅延（サイズ）（Behind
By（Size））

セカンダリをプライマリと同期させるための残りの書き込みサイズを表し
ます。

p.53 の 「レプリケーション状態（Replication Status）」 を参照してくだ
さい。

遅延（時間）（Behind By プライマリからの書き込みをセカンダリが最後に受信してから経過した
（Time））
時間を示します。
現在使用するログ
（Current Logging）

セカンダリで現在使用中のログが SRL か DCM かを表示します。

アラート（Alert）

設定に問題がある場合は、アラートメッセージが表示されます。アラート
メッセージは RDS 内に何らかの設定エラーがある場合に表示されます。

ディスクグループ（Disk
Group）

セカンダリディスクグループの名前。
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。

セカンダリ RVG（Secondary Replicated Volume Group）
このセクションには、セカンダリ上の RVG の詳細が表示されます。
ホスト（Host）

セカンダリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がセカンダリホストとして
表示されます。
セカンダリ RVG アイコンは設定状態を示します。
p.51 の 表 3-2 を参照してください。

名称（Name）

RVG の名前（RDS 名）。RVG の状態が名前の後ろのカッコ内に表示さ
れます。
p.52 の 「プライマリ RVG の状態」 を参照してください。

ディスクグループ（Disk
Group）

セカンダリディスクグループの名前。
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。

ディスクグループのバー RVG のディスクグループのバージョン。
ジョン（Disk Group
Version）
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RVG のバージョン（RVG RVG のバージョン。
Version）
オペレーティングシステ セカンダリホストで実行するオペレーティングシステム名とバージョンが
ム（Operating System） 表示されます。
データボリューム数
（Data Volume Count）

セカンダリ RVG のデータボリューム数です。RVG にボリュームセットが
ある場合、データボリューム数として、ボリュームセットのコンポーネント
ボリューム数と、独立ボリューム数がカウントされます。

レプリケーションデータサ RDS にレプリケートされたデータボリュームの合計サイズです。ボリュー
イズ（Replicated Data
ムセットを RDS に設定している場合、このサイズは RDS の各コンポー
Size）
ネントボリュームの合計サイズと任意の独立ボリュームの合計サイズを加
算したサイズになります。
バンカー（Bunker）

バンカーホストの名前。RDS にバンカーがない場合、N/A と表示されま
す。

クラスタ（Cluster）

セカンダリ RVG が共有ディスクグループを使う場合、クラスタの名前が
表示されます。クラスタ名を選択すると、そのクラスタに関する詳細が表
示されます。

SRL（Storage Replication Log）
このセクションには、次のストレージレプリケーションログ（SRL）の情報を表示します。
名称（Name）

SRL ボリュームの名前。

サイズ（Size）

SRL ボリュームのサイズ。

プライマリへのレプリケーション設定（Replication Settings to
Primary）
このセクションには、指定したセカンダリ RVG のプライマリに対するレプリケーション設定
の詳細が表示されます。
プライマリ（Primary）

プライマリの名前

レプリケーション用 IP
（Replication IP）

ホストの IP アドレス。

プロトコル（Protocol）

レプリケーションに使われている転送プロトコル。

帯域幅の制限
（Bandwidth limit）

VVR に帯域幅の制限が指定されている場合は、その値が表示されま
す。指定されていない場合は、［なし（none）］と表示されます。
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レプリケーションのモード ［同期（synchronous）］または［非同期（asynchronous）］が表示され
（Replication Mode）
ます。
SRL 保護（SRL
Protection）

［自動 DCM（AutoDCM）］、［DCM］、［オーバーライド制御（Override）］、
［オフ（Off）］、［fail］のいずれかが表示されます。

遅延保護（Latency
Protection）

選択したオプションに応じて、［オーバーライド制御（Override）］、［オフ
（Off）］、［fail］のいずれかが表示されます。

遅延低水準点（Latency 遅延保護が解除される SRL での未送信書き込み情報数。
Low Mark）
遅延高水準点（Latency 遅延保護が有効となる SRL での未送信書き込み情報数。
High Mark）

データボリューム（Data Volumes）
セカンダリ RVG に設定したデータボリュームが表示されます。このセクションには、各デー
タボリュームに関する次の情報が表示されます。
名称（Name）

データボリュームの名前とボリュームのステータスアイコン。

Vset

ボリュームがボリュームセットのコンポーネントの場合、ボリュームセットの名
前を表示します。ボリュームが独立ボリュームの場合は N/A と表示します。

サイズ（Size）

データボリュームのサイズ。

DCM

［はい (Yes)］または［いいえ (No)］で DCM がデータボリュームに設定さ
れているかどうかを示します。

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［バンカー（Bunker）］タブ
［RDS］ビューの［バンカー（Bunker）］タブには、RDS のバンカーに関する詳細情報が表
示されます。［バンカー（Bunker）］タブを表示するには、［RDS 概略（RDS Summary）］
ビューまたは［プライマリ RDS（Primary RDS）］ビューでバンカーセカンダリ名をクリック
します。
［バンカー（Bunker）］タブには、次の情報が表示されます。

バンカーレプリケーションの状態（Bunker replication status）
選択した RDS 内の各バンカーの状態に関する情報が表示されます。このセクションは次
の情報を表示します。
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バンカー（Bunker）

セカンダリ RVG アイコンとセカンダリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がセカンダリホストとして
表示されます。
セカンダリ RVG アイコンは設定状態を示します。
p.51 の 表 3-2 を参照してください。

データの状態（Data
status）

データの状態を表示します。

レプリケーションの状態
（Replication status）

レプリケーションの状態を表示します。

現在のモード（Current
mode）

レプリケーションモードが［同期（synchronous）］か［非同期
（asynchronous）］かを示します。

ログ使用率（% Log
Usage）

SRL の記録済みパーセントまたは DCM のダーティのパーセントを示し
ます。

遅延（サイズ）（Behind
By（Size））

セカンダリをプライマリと同期させるための残りの書き込みサイズを表し
ます。

p.52 の 表 3-4 を参照してください。

p.53 の 「レプリケーション状態（Replication Status）」 を参照してくだ
さい。

遅延（時間）（Behind By プライマリからの書き込みをセカンダリが最後に受信してから経過した
（Time））
時間を示します。
現在使用するログ
（Current Logging）

セカンダリで現在使用中のログが SRL か DCM かを表示します。

アラート（Alert）

設定に問題がある場合は、アラートメッセージが表示されます。アラート
メッセージは RDS 内に何らかの設定エラーがある場合に表示されます。

ディスクグループ（Disk
Group）

バンカーディスクグループの名前。
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。

［バンカー RVG（Bunker Replicated Volume Group）］
このセクションには、バンカー上の RVG の詳細が表示されます。
ホスト（Host）

セカンダリ RVG アイコンとセカンダリホストの名前を表示します。
共有ディスクグループの場合は、ログ所有者名がセカンダリホストとして
表示されます。
セカンダリ RVG アイコンは設定状態を示します。
p.51 の 表 3-2 を参照してください。
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名称（Name）

RVG の名前（RDS 名）。RVG の状態が名前の後ろのカッコ内に表示さ
れます。
p.52 の 「プライマリ RVG の状態」 を参照してください。

ディスクグループ（Disk
Group）

バンカーディスクグループの名前。
共有ディスクグループの場合は、名前の次に(Shared)と表示されます。

ディスクグループのバー RVG のディスクグループのバージョン。
ジョン（Disk Group
Version）
RVG のバージョン（RVG RVG のバージョン。
Version）
オペレーティングシステ セカンダリホストで実行するオペレーティングシステム名とバージョンが
ム（Operating System） 表示されます。
クラスタ（Cluster）

セカンダリ RVG が共有ディスクグループを使う場合、クラスタの名前が
表示されます。クラスタ名を選択すると、そのクラスタに関する詳細が表
示されます。

SRL（Storage Replication Log）
このセクションには、次のストレージレプリケーションログ（SRL）の情報を表示します。
名称（Name）

SRL ボリュームの名前。

サイズ（Size）

SRL ボリュームのサイズ。

プライマリへのレプリケーション設定（Replication Settings to
Primary）
このセクションには、指定したセカンダリ RVG のプライマリに対するレプリケーション設定
の詳細が表示されます。
プライマリ（Primary）

プライマリの名前

レプリケーション用 IP
（Replication IP）

ホストの IP アドレス。

プロトコル（Protocol）

レプリケーションに使われている転送プロトコル。

帯域幅の制限
（Bandwidth limit）

VVR に帯域幅の制限が指定されている場合は、その値が表示されま
す。指定されていない場合は、［なし（none）］と表示されます。

レプリケーションのモード ［同期（synchronous）］または［非同期（asynchronous）］が表示され
（Replication Mode）
ます。

49

50

第 3 章 設定と状態情報の表示
RDS の詳細情報の表示

SRL 保護（SRL
Protection）

［自動 DCM（AutoDCM）］、［DCM］、［オーバーライド制御（Override）］、
［オフ（Off）］、［fail］のいずれかが表示されます。

遅延保護（Latency
Protection）

選択したオプションに応じて、［オーバーライド制御（Override）］、［オフ
（Off）］、［fail］のいずれかが表示されます。

遅延低水準点（Latency 遅延保護が解除される SRL での未送信書き込み情報数。
Low Mark）
遅延高水準点（Latency 遅延保護が有効となる SRL での未送信書き込み情報数。
High Mark）

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［クラスタ（Clusters）］タブ
［クラスタ（Clusters）］タブには、プライマリ RVG またはセカンダリ RVG に共有ディスクグ
ループがある場合、クラスタ情報が表示されます。［RDS 概略（RDS Summary）］ビュー
または［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューで、共有ディスクを使うプライマリ RVG またはセ
カンダリ RVG の名前をクリックして、［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［クラスタ
（Clusters）］タブを表示します。

クラスタ情報（Cluster Information）
このセクションには、指定した RDS のクラスタに関する詳細が表示されます。
名称（Name）

クラスタの名前とステータスアイコン。

ログ所有者（Log
Owner）

クラスタのログ所有者を表示します。

マスター（Master）

クラスタのマスターを表示します。

メンバー
（Members）

クラスタのホスト名を表示します。

役割（Role）

たとえば、ホストがプライマリかセカンダリかなど、現在のホストの役割を示し
ます。

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビュー - ［アラート（Alerts）］タブ
［RDS］ビューの［アラート（Alerts）］タブには、選択した RDS の設定に問題がある場合
に、その問題が表示されます。［アラート（Alerts）］セクションには、RDS 名とともに、設定
エラーに関する簡単な説明が表示されます。
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［RDS］ビューに表示される情報
ここでは、［RDS］ビューに表示される情報について説明します。

RDS アイコンの表記規則
RDS アイコンに重なるように表示されるアイコンは、プライマリとそれに対応するセカンダ
リが正しく設定されているかどうかを表現しています。次の表は 2 つのケースについての
アイコンを示します。プライマリまたは任意のセカンダリのいずれかが正しく設定されてい
ない場合、エラーアイコンが表示されます。
表 3-1
アイコン

RDS_Configuration_State_Icons
説明
RDS に設定エラーがない場合に表示されます。

RDS に設定エラーがある場合に表示されます。
RDS で想定される誤設定について詳しくは、『Veritas Volume Replicator
管理者ガイド』を参照してください。

RVG アイコンの表記規則
さまざまな条件の下で表わされるさまざまな RVG の状態が、さまざまなアイコンを使って
示されます。次の表に、ホストアイコンに重なるように表示され、さまざまな状態を示すア
イコンの意味を示します。
表 3-2
アイコン

プライマリ I/O の状態またはセカンダリ RVG の設定状態に対する表
記規定
説明
プライマリ RVG。プライマリ RVG の I/O が有効になっていて、プライマリ
RVG に設定エラーがない場合に表示されます。
プライマリ RVG。プライマリ RVG の I/O が無効になっているか、プライマリ
RVG に設定エラーがある場合に表示されます。
セカンダリ RVG。正しく設定されています。このセカンダリへのレプリケーショ
ンが可能な場合、つまりセカンダリが正しく設定されている場合に表示され
ます。プライマリ RVG が代理セカンダリ（つまり、プライマリ-プライマリ設定）
になっている場合、プライマリ RVG のアイコンに I/O 状態が重ねられて表
示されます。
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アイコン

説明
セカンダリ RVG。設定にエラーがあります。このセカンダリへのレプリケーショ
ンが不可能な場合、つまりセカンダリが正しく設定されていない場合に表示
されます。

プライマリ RVG の状態
プライマリ RVG の状態フィールドには、プライマリ RVG の現在の状態が表示されます。
表 3-3
値

プライマリ RVG の状態
意味

［acting_secondary］ このプライマリ RVG は高速フェールバック処理の中で現在代理セカンダリ
になっています。RVG の開始または停止に関係なく、この RVG のデータボ
リュームへの書き込みは無効です。
［disabled for I/O］ プライマリ RVG は I/O が無効になっています。つまり、RVG は停止してい
ます。
［enabled for I/O］

プライマリ RVG は I/O が有効になっています。つまり、RVG は開始してい
ます。

［needs recovery］

インポート後または再ブート後の状態です。vxrvg recover rvg コマン
ドを実行するとこの状態は消去されます。

［passthru］

プライマリ SRL が切断されている、見つからない、または利用できないため、
プライマリ RVG は PASSTHRU モードになっています。
RVG PASSTHRU モードについて詳しくは、『Veritas Volume Replicator
管理者ガイド』を参照してください。

セカンダリ RVG のデータの状態
次の表に、データ状態フィールドの値とその意味を示します。
表 3-4

セカンダリ RVG のデータの状態

値

意味

［consistent,
behind］

セカンダリデータに一貫性はありますが、最新のプライマリデータではありま
せん。
データ状態が［behind］の場合、タイムスタンプ情報も示されます。タイムス
タンプ情報には、データの書き込みが遅れている時間（時、分、秒）が示さ
れます。
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値

意味

［consistent, stale］ このセカンダリのデータは一貫性があります。このセカンダリへのレプリケー
ションは停止しています。 プライマリ RLINK は切断されています。
［consistent,
up-to-date］

セカンダリデータに一貫性があり、現在または最新のプライマリデータになっ
ています。プライマリの役割をこのセカンダリに移行できます。

［inconsistent］

セカンダリボリュームのデータに一貫性がなく、セカンダリをテイクオーバー
できません。

［needs recovery］

インポート後または再ブート後の状態です。vxrlink recover コマンド
を実行するとこの状態は消去されます。

［N/A］

セカンダリデータの現在の状態を確認できません。これは、このセカンダリの
設定エラーが原因で発生する場合があります。この状態について詳しくは、
［プライマリ RVG（Primary）］ビューまたは［セカンダリ RVG（Secondary
RVG）］ビューの［RLINK］セクションを参照してください。

レプリケーション状態（Replication Status）
［レプリケーション状態（Replication Status）］フィールドには、プライマリ RVG とセカン
ダリ RVG 間のレプリケーションの現在の状態が示されます。次のテーブルに、このフィー
ルドの値と意味を示します。
表 3-5

レプリケーション状態（Replication Status）

値

意味

［logging to DCM］

このセカンダリの DCM はアクティブです。つまり、プライマリへの新しい更新
はこのセカンダリの DCM を使用して追跡されます。次の情報が表示される
場合があります。
［needs dcm resynchronization］ - レプリケーションを続行するには、DCM
の再同期を使用してセカンダリを再同期します。
p.80 の 「SRL オーバーフロー発生後のセカンダリの増分同期」 を参照して
ください。
［needs failback synchronization］ - レプリケーションを続行するには、こ
のセカンダリへのフェールバック同期を開始します。
p.90 の 「高速フェールバックによるフェールバック」 を参照してください。
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

［needs failback
synchronization］

このプライマリ RVG は高速フェールバック処理の中でセカンダリとして動作
しています。レプリケーションを続行するには、新しいプライマリでフェール
バック再同期を開始します。
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値

意味

［not replicating］

プライマリ RLINK が［needs recovery］状態にあるため、データはセカンダ
リにレプリケートされません。レプリケーションを再開する前にプライマリ RLINK
をリカバリする必要があります。

［paused by user］

一部の管理操作により次の状態が発生したため、セカンダリへのレプリケー
ションは一時停止しました。
［primary paused］ - プライマリ RLINK は一時停止しています。
［secondary paused］ - セカンダリ RLINK は一時停止しています。

［paused due to
error］

セカンダリへのレプリケーションは次のエラーのために一時停止しました:
［secondary config error］ - セカンダリに設定エラーがあります。
［secondary log error］ - セカンダリ SRL に I/O エラーがあります。
RLINK フラグの意味について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理
者ガイド』を参照してください。

［paused due to
network
disconnection］

セカンダリへのレプリケーションがネットワークの問題のため一時停止してい
ます。

［replicating］

［connected］ - プライマリデータボリュームに更新があれば、レプリケーショ
ンを実行できます。

［resync in
progress］

セカンダリへの再同期が進行中です。
［autosync］ - 再同期の種類は自動同期です。
［dcm resynchronization］ - SRL オーバーフロー後の再同期です。
［failback synchronization］ - フェールバックログを使用する再同期です。

［resync paused by 一部の管理操作により次の状態が発生したため、セカンダリへの再同期は
user］
一時停止しました。
［primary paused］ - プライマリ RLINK は一時停止しています。
［secondary paused］ - セカンダリ RLINK は一時停止しています。
［resync paused
due to error］

セカンダリへの再同期は次のエラーのために一時停止しました:
［secondary config error］ - セカンダリに設定エラーがあります。
［secondary log error］ - セカンダリ SRL に I/O エラーがあります。
RLINK フラグの意味について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理
者ガイド』を参照してください。

［resync paused
due to network
disconnection］

セカンダリへの再同期がネットワークの問題のため一時停止しています。
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値

意味

［stopped］

セカンダリへのレプリケーションは次の理由で停止しています。
［primary detached］ - プライマリ RLINK が切断されています。
［secondary detached］ - セカンダリ RLINK が切断されています。

［N/A］

レプリケーション状態を確認できません。
レプリケーション状態について詳しくは、［プライマリ RVG（Primary）］ビュー
または［セカンダリ RVG（Secondary RVG）］ビューを参照してください。
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4
Veritas Volume Replicator
の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Volume Replicator の管理について

■

データボリュームの管理

■

レプリケーションの管理

■

RDS の管理

■

チェックポイントの管理

■

SRL の管理

Veritas Volume Replicator の管理について
Volume Replicator Web Console（VRW）を使うと、Replicated Data Set（RDS）内の任
意のホストから Veritas Volume Replicator（VVR）のセカンダリホスト、データボリュー
ム、ボリュームを管理できます。VRW には、RDS の各種操作を実行するための Web
ベースのウィザードが用意されています。指定した操作は、RDS で対象となるすべての
ホストで実行されます。

データボリュームの管理
VRW を使うと、RDS 内の任意のホストからデータボリュームを管理できます。VRW から
実行できるボリューム管理操作は、次のとおりです。
■

「Replicated Data Set へのボリュームの関連付け」

■

「RDS 内のデータボリュームのサイズ変更」
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■

「RDS からのデータボリュームの削除」

ボリューム操作を管理する VRW ウィザードは、RDS のすべての RVG に対して操作を実
行します。ウィザードを起動したホストをローカルホストと呼びます。ローカルホスト上の
RVG の名前は、その RVG が属する RDS を示す名前として使われます。
メモ: RDS のいずれかのホストで、ボリュームの追加または削除の操作に失敗した場合、
もとの設定が残ります。

Replicated Data Set へのボリュームの関連付け
ボリューム追加ウィザードを使って、1 つのボリュームまたはボリュームセットを Replicated
Data Set（RDS）に関連付けることができます。このウィザードは、レプリケーションが進行
中でも使えます。このコマンドは、選択したボリュームを RDS のすべての RVG に関連付
けます。関連付ける各ボリュームについて、RDS のすべてのホストに、名前とサイズが同
じボリュームが存在することを確認してください。この条件に見合うボリュームが存在しな
い場合は、ウィザードを起動する前に、まず、プライマリまたはセカンダリで条件を満たす
ボリュームを作成する必要があります。
ボリュームを関連付ける前に、ボリューム追加ウィザードによって、プライマリボリュームと
セカンダリボリュームが同一のデータを含んでいるかどうかを確認する警告が表示されま
す。
プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同じデータを含んでいるかどうかを確認する
には、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』で説明されている情報を参照してく
ださい。
次の前提条件を確認します。
前提条件

RDS のすべてのホストに、プライマリボリュームと同じ名前とサイ
ズのボリュームを作成します。
アプリケーションが追加するボリュームを使用中でないことを確認
します。
データボリュームを同期します。

RDS へのボリュームの追加方法

1

データボリュームを追加する RDS の詳しいビューを選択します。

2

タスクペインの設定メニューで［ボリューム追加（Associate Volume）］を選択します。

3

［ボリューム選択（Volume Selection）］ページで、RDS に追加するデータボリュー
ムまたはボリュームセットを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
p.59 の 「ボリューム追加: ［ボリュームの選択（Select Volume）］パネル」 を参照して
ください。
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4

確認のページでチェックボックスにチェックマークを付け、前提条件を満たしている
ことを指定して、［次へ（Next）］をクリックします。処理が正常に完了した場合は、RDS
の RVG へのデータボリュームの関連付けが成功したことを通知するメッセージが表
示されます。
p.59 の 「ボリューム追加: ［確認（Confirmation）］パネル」 を参照してください。

5

［概略（Summary）］ページが表示されたら、［完了（Finish）］をクリックします。

6

VRW が操作を試行し、結果のパネルを表示します。［OK］をクリックします。

ボリューム追加: ［ボリュームの選択（Select Volume）］パネル
ボリューム追加ウィザードを使って、1 つのデータボリュームまたはボリュームセットを RDS
に関連付けることができます。このウィザードは、レプリケーションが進行中でも使えます。
この操作は、選択したボリュームを RDS のすべての RVG に関連付けます。
関連付ける各ボリュームについて、RDS のすべてのホストに、名前とサイズが同じボリュー
ムが存在することを確認してください。この条件に見合うボリュームが存在しない場合は、
ウィザードを起動する前に、まず、プライマリまたはセカンダリで条件を満たすボリューム
を作成する必要があります。
RDS

ボリュームを追加する RDS の名前が表示されます。このフィールドは編
集できません。

データボリューム（Data
Volumes）

RDS に関連付けるデータボリュームまたはボリュームセットの名前を選
択します。ボリュームセットの場合、RDS にすでに追加されているボリュー
ムセットの場合を除き、ボリュームセットのコンポーネントボリュームを個
別に RDS に追加することはできません。ボリュームセット全体を RDS に
追加することはでき、この操作によってボリュームセット内のすべてのボ
リュームが RDS に追加されます。ただし、複製する必要のないコンポー
ネントボリュームがある場合は、［ボリューム削除（Dissociate Volume）］
タスクを後で実行してこれを RDS から削除できます。

ボリューム追加: ［確認（Confirmation）］パネル
ボリュームを RDS に関連付けるには、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同じ
データを含んでいる必要があります。ボリュームを関連付ける前に、ボリューム追加ウィ
ザードによって、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同一のデータを含んでいる
かどうかを確認する警告が表示されます。
次の前提条件を確認します。
前提条件

RDS にボリュームを関連付けるための前提条件が表示されます。この
フィールドは編集できません。
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必要条件は満たされてい チェックボックスにチェックマークを付け、前提条件を満たしていることを
ます。（Prerequisites
示します。前提条件を満たしていると確実に判断するまでは、このチェッ
are met）
クボックスにチェックマークを付けないでください。前提条件を満たして
いない場合、ボリュームを関連付けるとセカンダリのデータが使えなくな
ることがあります。

ボリューム追加: ［概略（Summary）］パネル
操作の属性を確認します。［完了（Finish）］をクリックすると、ボリュームが関連付けられま
す。

RDS 内のデータボリュームのサイズ変更
［ボリュームサイズ変更（Resize Volume）］タスクを使って、Replicated Data Set（RDS）
に追加されたデータボリュームのサイズを変更できます。このタスクは、レプリケーション
が進行中でも使えます。［ボリュームサイズ変更（Resize Volume）］タスクを使った場合、
RDS 内のすべての RVG について、指定されたデータボリュームのサイズを変更できま
す。
データボリュームのサイズを変更する場合の留意事項
■

プライマリのデータボリュームにファイルシステムが含まれている場合、データボリュー
ムのサイズを変更すると、ファイルシステムのサイズも変更されます。

■

セカンダリへレプリケーションを実行中にボリュームのサイズを変更した場合、レプリ
ケーションは一時停止し、プライマリとセカンダリのデータボリュームのサイズ変更が
完了した後に、レプリケーションが再開します。

■

RDS 内のいずれかのホストでサイズ変更に失敗した場合、すでに変更済みのホスト
のボリュームサイズはリストアされません。この場合、プライマリホストとそれに対応する
セカンダリホストでボリュームのサイズは一致しないことになります。この問題を解決す
るには、エラーを起こした原因を解決してから、ボリュームのサイズ変更ウィザードで
ボリュームのサイズを変更し、その後、レプリケーションを再開させます。

■

データボリュームのサイズを拡張した場合、プライマリボリュームとセカンダリボリュー
ムで拡張された部分については、同期されていないことになります。

次の前提条件を確認します。
前提条件:

RDS 内のすべてのホストについて、ディスクグループにデータボ
リュームが存在し、かつ そのデータボリュームが RVG に組み込
まれている。
プライマリとセカンダリのディスクグループに、データボリュームの
サイズを拡張するのに必要な領域が存在していることを確認しま
す。
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RDS のデータボリュームのサイズを変更する方法

1

データボリュームのサイズを変更する RDS について詳しいビューを選択します。

2

サイズを変更するデータボリュームを選択します。

3

ドロップダウンリストから［ボリュームサイズ変更（Resize Volume）］を選択し、［実行
（Go）］をクリックします。

4

［警告（Warnings）］ページが表示されたら、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［ボリュームサイズ変更: オプション（Resize Volume Options）］ページに入力しま
す。
p.61 の 「ボリュームサイズ変更: ［ボリューム選択（Volume Selection）］パネル」 を
参照してください。

6

［完了（Finish）］をクリックすると、ボリュームサイズの変更処理が実行されます。

7

結果のパネルで［OK］をクリックします。

ボリュームサイズ変更: ［警告（Warnings）］パネル
ボリュームサイズ変更ウィザード使って、RDS に追加されたデータボリュームのサイズを
変更できます。このウィザードは、レプリケーションが進行中でも使えます。［ボリュームサ
イズ変更（Resize Volume）］タスクを使った場合、RDS 内のすべての RVG について、指
定されたデータボリュームのサイズを変更できます。
警告を確認したら、［次へ（Next）］をクリックして続行します。

ボリュームサイズ変更: ［ボリューム選択（Volume Selection）］パ
ネル
このパネルを使って、サイズを変更するデータボリュームを指定します。
RDS

サイズを変更するデータボリュームの RDS の名前が表示されます。
このフィールドは編集できません。

データボリューム（Data
Volume）

サイズを変更するデータボリュームを選択します。ここでは hr_dv01
を選択します。

新しいサイズ（New Size）

データボリュームのサイズを指定します。
サイズを指定する際のデフォルトの単位は、［メガバイト
（Megabytes）］です。単位を変更する場合は、ドロップダウンメニュー
で、［キロバイト（Kilobytes）］、［ギガバイト（Gigabytes）］から選択
します。
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データ損失が起きる可能性に ボリュームサイズを強制変更するにはチェックボックスにチェックマー
かかわらずボリュームサイズ クを付けます。
を強制変更する（Force
resize volume even if it
may result in loss of data）

ボリュームサイズ変更: ［概略（Summary）］パネル
操作の属性を確認します。［完了（Finish）］をクリックすると、ボリュームのサイズが変更さ
れます。

RDS からのデータボリュームの削除
［ボリューム削除（Dissociate Volume）］タスクを実行すると、RDS からデータボリューム
を削除できます。［ボリューム削除（Dissociate Volume）］タスクは、RDS 内のすべての
RVG からデータボリュームを削除するだけで、データボリューム自体は削除しません。
次のいずれかの場合にのみ、［ボリューム削除（Dissociate Volume）］タスクで RDS から
データボリュームを削除できます。
■

レプリケーションの進行中、すなわち RLINK の状態が CONNECT の場合。

■

レプリケーションの停止中、すなわち RLINK が切断されている場合レプリケーション
を停止させるには、［レプリケーション停止（Stop Replication）］を選択します。

メモ: ボリュームを RDS から削除後、プライマリとセカンダリのデータボリュームの同期を
実行する場合には、プライマリでアプリケーションを停止させ、RLINK の状態が最新（up
to date）であることを確認してから、同期を実行してください。
プライマリ RVG が停止しているかどうかに関係なく、RDS からデータボリュームを削除す
る場合には、［ボリューム削除（Dissociate Volume）］ダイアログボックスで、［プライマリの
RVG が停止していない場合でも、データボリュームを削除します（Dissociate the data
volume even if the Primary RVG has not been stopped）］オプションを選択します。
RDS からデータボリュームを削除する方法

1

データボリュームを削除する RDS 用の任意のビューを選択します。

2

［データボリューム（Data Volumes）］セクションでボリュームを選択します。

3

ドロップダウンリストから［ボリューム削除（Dissociate Volume）］を選択し、［実行
（Go）］をクリックします。

4

［ボリューム削除（Dissociate Volume）］ダイアログボックスに入力し、［次へ（Next）］
をクリックします。
p.63 の 「［ボリューム削除（Dissociate Volume）］ダイアログウィンドウ」 を参照して
ください。

第 4 章 Veritas Volume Replicator の管理
レプリケーションの管理

5

［次へ（Next）］をクリックします。

6

［設定（Configuration）］ページで、［完了（Finish）］をクリックしてボリュームを削除
します。

7

［結果（Result）］ページで［OK］をクリックします。VRW でビューが更新され、［ボ
リューム削除（Dissociate Volume）］タスクにアクセスする前の［RDS］ビューまたは
［RVG］ビューに更新された情報が表示されます。

［ボリューム削除（Dissociate Volume）］ダイアログウィンドウ
このダイアログウィンドウを使って、RDS からデータボリュームを削除します。［ボリューム
削除（Dissociate Volume）］タスクは、RDS 内のすべての RVG からデータボリュームを
削除するだけで、データボリューム自体は削除しません。
RDS

データボリュームを削除する RDS の名前が表示されます。このフィー
ルドは編集できません。

データボリューム（Data
Volume）

RDS から削除するデータボリュームまたはボリュームセットの名前
を選択します。
ボリュームセットに対してボリュームセット全体を削除したり、RDS か
らコンポーネントボリュームを削除したりできます。コンポーネントボ
リュームの削除によって、ボリュームは RDS から削除されますが、
ボリュームセットからは削除されません。

オプション:

データボリュームを強制的に削除する場合は、このオプションを選
択します。データボリュームを削除する前に、アプリケーションとプ
RVG が停止していなくても、
ライマリの RVG を停止させておくことを推奨します。
データボリュームを削除する
（Dissociate the data
volume even if the Primary
RVG has not been stopped）

ボリューム削除: ［概略（Summary）］パネル
このダイアログウィンドウを使って、RDS からデータボリュームを削除します。概略情報を
確認し、［完了（Finish）］をクリックしてデータボリュームを削除します。

レプリケーションの管理
VRW を使った場合、RDS 内の任意のホストからセカンダリを管理できます。VRW から、
次のレプリケーションに関する操作を行うことが可能です。
■

「レプリケーション設定の変更」

■

「レプリケーションの一時停止」
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■

「レプリケーションの再開」

■

「セカンダリへのレプリケーションの停止」

■

「レプリケーションに使う IP アドレスの変更」

レプリケーションタスクは、関連付けられているホストから独立しており、RDS 内の任意の
ホストからアクセスできます。タスクを起動したホストを、ローカルホストと呼びます。ローカ
ルホスト上の RVG の名前は、その RVG が属する RDS の名前として使われます。

レプリケーション設定の変更
この項では VVR のレプリケーション属性を必要条件に従って変更する方法について説
明します。［レプリケーション設定変更（Change Replication Settings）］タスクでは、次
の VVR のレプリケーション属性を設定できます。
■

レプリケーションモード

■

遅延保護

■

SRL 保護

■

レプリケーションプロトコル

■

帯域幅の制限

■

パケットサイズ

各属性のオプションについて詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参
照してください。
ここで行われる設定変更は、プライマリとセカンダリの両方に適用されることに注意してく
ださい。
RDS のレプリケーション設定をセカンダリに変更する方法

1

RDS の［セカンダリ詳細（Secondaries detail）］ビューの［プライマリへのレプリケー
ション設定（Replication Settings to Primary）］セクションで、［プライマリ（Primary）］
を選択します。
または
RDS の［プライマリ詳細（Primary detail）］ビューの［セカンダリへのレプリケーショ
ン設定（Replication Settings to Secondaries）］セクションで、［セカンダリ
（Secondary）］を選択します。

2

［レプリケーション設定変更（Change Replication Settings）］を選択し、［実行（Go）］
をクリックします。
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3

［レプリケーション設定変更（Change Replication Settings）］ページに入力します。
p.65 の 「レプリケーション設定変更（Change Replication Settings）」 を参照してく
ださい。

4

［完了（Finish）］をクリックして、選択したセカンダリの設定を変更します。操作が成
功または失敗したことを示すメッセージが表示されます。
［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［セカンダリ RVG
（Secondary RVG）］ビューに、更新された設定が表示されます。

レプリケーション設定変更（Change Replication Settings）
このダイアログウィンドウを使ってレプリケーション設定を変更します。レプリケーション設
定を環境に合わせて有効に使うには、プライマリとセカンダリが接続されたときと切断され
たときに、各レプリケーション設定がレプリケーションにどのような影響を与えるかを理解
することが重要です。
セカンダリ（Secondary） ドロップダウンメニューから適切なセカンダリを選択します。
レプリケーションのモード デフォルトでは現在のレプリケーションモードが表示されます。ドロップ
（Replication Mode）
ダウンメニューから、変更するモードを選択します。
非同期
同期のレプリケーションモードを設定する場合は、リストから［同期-オー
（Asynchronous）、同期 バーライド制御（Synchronous-Override）］を選択します。
-オーバーライド制御
非同期のレプリケーションモードを設定する場合は、［非同期
（Synchronous-Override）
（Asynchronous）］を選択します。
SRL 保護（SRL
Protection）

ドロップダウンメニューから、設定する SRL 保護の種類を選択します。

SRL 保護を有効化するには、［自動 DCM（AutoDCM）］、［DCM］また
自動 DCM（AutoDCM）、 は［オーバーライド制御（Override）］のいずれかを選択します。
DCM、オフ（Off）、オー
SRL 保護を無効化するには、［オフ（Off）］を選択します。SRL 保護を
バーライド制御
無効化すると、SRL がオーバーフローする可能性があります。
（Override）
［fail］オプションの選択方法について詳しくは、『Veritas Volume
Replicator 管理者ガイド』を参照してください。
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遅延保護（Latency
Protection）

遅延保護を有効化し、SRL の未送信書き込み情報数を制限するには、
［オーバーライド制御（Overrride）］を選択します。［オーバーライド制御
（Override）］を選択した場合、ウィザードの［遅延低水準点（Latency
オーバーライド制御
Low Mark）］と［遅延高水準点（Latency High Mark）］のフィールドが
（Override）、オフ（Off）
アクティブになり、それぞれにデフォルト値 9950 と 10000 が設定され
ます。
遅延保護を無効化するには、［オフ（Off）］を選択します。遅延保護を無
効化した場合、プライマリ SRL に保存される未送信の書き込み情報は
制限されません。遅延保護を有効化し、SRL の未送信書き込み情報数
を制限するには、［オーバーライド制御（Overrride）］を選択します。
［オーバーライド制御（Override）］または［fail］オプションの選択方法
について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照
してください。
遅延低水準点（Latency ［遅延保護（Latency Protection）］を［オーバーライド制御（Override）］
Low Mark）
に設定した場合に表示されます。遅延保護を解除する、SRL に存在し
ている未送信の書き込み情報数を設定します。
遅延高水準点（Latency ［遅延保護（Latency Protection）］を［オーバーライド制御（Override）］
High Mark）
に設定した場合に表示されます。SRL に存在している未送信の書き込
み情報数を設定します。［遅延保護（Latency Protection）］が［オー
バーライド制御（Override）］に設定されている場合に指定する必要が
あります。
プロトコル（Protocol）

レプリケーションに使われている現在のネットワークプロトコルが表示さ
れます。ドロップダウンメニューから目的のプロトコルを選択します。

帯域幅の制限
（Bandwidth limit）

値を入力するか、none と入力します。ドロップダウンメニューから使う単
位を選択します。最小値は 56 Kbps です。

パケットサイズ（Packet
Size）

デフォルトは 8400 バイトです。最小サイズは 1300 バイト、最大サイズ
は 65464 バイトです。

セカンダリへのレプリケーションの開始
セカンダリへのレプリケーションを開始するには、［レプリケーション開始（Start
Replication）］を選択します。セカンダリへのレプリケーションを開始する場合、セカンダ
リのデータボリュームがプライマリのデータボリュームと同期されている必要があります。こ
のため、［レプリケーション開始（Start Replication）］タスクについては、同期化の手順と
関連付けて説明しています。
p.25 の 「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」 を参照してください。
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［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックス
［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックスを使って、セカンダリへの
レプリケーションを開始します。セカンダリへのレプリケーションを開始する場合、セカンダ
リのデータボリュームがプライマリのデータボリュームと同期されている必要があります。こ
のため、［レプリケーション開始（Start Replication）］タスクについては、同期化の手順と
関連付けて説明しています。レプリケーションを正しく効率的に開始するためには、レプ
リケーションの開始方法を理解することが大変重要です。
p.25 の 「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」 を参照してください。
ヒント: プライマリのデータボリュームにデータが存在しない場合、またはプライマリとセカ
ンダリのデータボリュームの同期がとれていて、アプリケーションがプライマリのデータボ
リュームを使っていない場合、再同期は必要ありません。
同期の方法に応じて、［レプリケーション開始（Start Replication）］ダイアログボックスに
入力します。
RDS

レプリケーションを開始する RDS の名前が表示されます。このフィール
ドは編集できません。
例: hr_rvg

セカンダリ（Secondary） レプリケーションを開始するセカンダリの名前を選択します。
自動同期の使用（Using このオプションを選択すると、RDS のプライマリとセカンダリでデータボ
Automatic
リュームの同期を自動的に行い、同期完了後にレプリケーションを開始
synchronization）
します。自動同期は、任意のタイミングでプライマリとセカンダリの同期
を行うことが可能です。
別のセカンダリへのレプリケーションは、この自動同期が完了して初め
て開始できます。
自動同期は DCM（Data Change Map）を使って、プライマリのデータボ
リュームからデータをネットワークを介してセカンダリに送信します。自動
同期を使う場合は、RVG の各データボリュームに DCM が設定されて
いる必要があります。

メモ: ボリュームセットのコンポーネントボリュームの場合は、［自動同期
の使用（Using Autosync）］オプションを指定して［レプリケーションの
開始（Start Replication）］を使い、RVG を同期させます。
再同期は必要ありませ
ん。
（Resynchronization is
not required）

プライマリのデータボリュームにデータがまだ存在していない場合、また
はプライマリとセカンダリのデータボリュームの同期がとれていて、アプリ
ケーションがプライマリのデータボリュームを使っていない場合のみ、こ
のオプションを選択します。
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チェックポイントの使用
（Using Checkpoint）

このオプションを選択すると、チェックポイントを使ってレプリケーション
を開始できます。このオプションは、プライマリのデータボリュームとセカ
ンダリのデータボリュームの完全同期、ブロックレベルのテープバック
アップ、差分同期と組み合わせて使います。
同期中に作成されたチェックポイント名を選択します。これにより、選択
されたチェックポイントを使ってレプリケーションが開始されます。使用
可能なチェックポイントがない場合は、このフィールドに［使用可能な
チェックポイントがありません。（No usable checkpoints）］と表示されま
す。

p.26 の 「自動同期を使用するレプリケーションの設定」 を参照してください。
p.27 の 「完全同期を使用するレプリケーションの設定」 を参照してください。
p.27 の 「ブロックレベルのバックアップとチェックポイントを使用するレプリケーションの設
定」 を参照してください。
p.29 の 「差分同期を使ったレプリケーションの設定」 を参照してください。

レプリケーションの一時停止
RDS 内の特定のセカンダリへのレプリケーションを一時停止するには、［レプリケーション
一時停止（Pause Replication）］を使います。［レプリケーション一時停止（Pause
Replication）］タスクは、プライマリとセカンダリとの間のレプリケーションを一時停止しま
す。レプリケーション一時停止ウィザードを起動したホストに関係なく、レプリケーションの
一時停止は、プライマリから実行されます。レプリケーションを一時停止させることで、ノー
ド間を接続するネットワークを変更するなどの管理業務を行うことが可能です。
一時停止中に、プライマリで SRL への書き込みは継続されますが、セカンダリへの書き
込み情報の送信を行いません。RLINK としてプライマリとセカンダリを接続しているネット
ワークが損なわれている状態です。レプリケーションを再開することで、プライマリとセカン
ダリのネットワークセッションが再設定され、一時停止した時点からレプリケーションを再
開します。同期モードを設定している RLINK を一時停止させ、その間にプライマリでデー
タの更新が行われた場合、RLINK を再開したとしても、RLINK のレプリケーションモード
は、強制的に非同期に変更されます。この場合、RLINK の状態が up to date になるま
で、非同期レプリケーションのままとなります。
セカンダリへのレプリケーションを一時停止する方法

1

該当する RDS の［詳細（Detail）］ビューまたは［概略（Summary）］ビューに移動し
ます。

2

［レプリケーションの状態（Replication Status）］セクションで［セカンダリ
（Secondary）］を選択します。

3

［レプリケーション一時停止（Pause Replication）］を選択し、［実行（Go）］をクリック
します。
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4

［レプリケーション一時停止（Pause Replication）］ダイアログボックスで［完了
（Finish）］をクリックして、レプリケーションを一時停止します。操作が成功または失
敗したことを示すメッセージが表示されます。

5

［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［セカンダリ RVG
（Secondary RVG）］ビューに、更新された設定が表示されます。

［レプリケーション一時停止（Pause Replication）］ダイアログボッ
クス
RDS 内の特定のセカンダリへのレプリケーションを一時停止するには、［レプリケーション
一時停止（Pause Replication）］を使います。
RDS

レプリケーションを一時停止する RDS の名前が表示されます。このフィール
ドは編集できません。例: hr_rvg

セカンダリ
（Secondary）

レプリケーションを一時停止するセカンダリの名前を選択します。

レプリケーションの再開
RDS 内のプライマリと特定のセカンダリとの間で一時停止しているレプリケーションを再
開させるには、［レプリケーション再開（Resume Replication）］を選択します。ウィザード
による操作が正常に終了した場合、プライマリとセカンダリ間の RLINK の状態は
CONNECT に変わり、レプリケーションが再開されます。RLINK の状態は、［プライマリ
RVG（Primary RVG）］ビューの［RLINK］セクションで確認します。
セカンダリを長期間一時停止していた場合は、SRL がオーバーフローしている可能性が
あり、場合によっては、DCM を再生するか、別の方法を使ってセカンダリを再同期する必
要があります。
レプリケーションを再開する方法

1

該当する RDS の［詳細（Detail）］ビューまたは［概略（Summary）］ビューに移動し
ます。

2

［レプリケーションの状態（Replication Status）］セクションで［セカンダリ
（Secondary）］を選択します。

3

［レプリケーション再開（Resume Replication）］を選択し、［実行（Go）］をクリックし
ます。

4

［レプリケーション再開: 概略（Resume Replication Summary）］ページで［完了
（Finish）］をクリックして、レプリケーションを再開させます。操作が成功または失敗
したことを示すメッセージが表示されます。

5

［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［セカンダリ RVG
（Secondary RVG）］ビューに、更新された設定が表示されます。
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［レプリケーション再開（Resume Replication）］ダイアログボックス
RDS 内のプライマリと特定のセカンダリとの間で一時停止しているレプリケーションを再
開させるには、［レプリケーション再開（Resume Replication）］を選択します。
RDS

レプリケーションを再開する RDS の名前が表示されます。このフィールドは
編集できません。例: hr_rvg

セカンダリ
（Secondary）

レプリケーションを再開するセカンダリの名前を選択します。

セカンダリへのレプリケーションの停止
プライマリと指定したセカンダリとの間のレプリケーションを停止させるには、RDS の任意
のホストで［レプリケーション停止（Stop Replication）］を使います。
プライマリおよびセカンダリの RLINK の状態が最新でない場合、［レプリケーション停止
（Stop Replication）］タスクは失敗します。ただし、［レプリケーション停止（Stop
Replication）］ダイアログボックスには、RLINK の状態が最新でない場合にセカンダリへ
のレプリケーションを強制的に停止させるオプションが用意されています。
レプリケーションを一時停止する場合は、［レプリケーション停止（Stop Replication）］タ
スクを使わず、［レプリケーション一時停止（Pause Replication）］を選択してください。
メモ: RLINK の状態が最新（up to date）でないのにレプリケーションを停止させた場合、
再び RLINK の接続を行ったときにデータボリュームの完全同期を再実行する必要があ
ります。
セカンダリへのレプリケーションの停止方法

1

該当する RDS の［詳細（Detail）］ビューまたは［概略（Summary）］ビューに移動し
ます。

2

［レプリケーションの状態（Replication Status）］セクションで［セカンダリ
（Secondary）］を選択します。

3

［レプリケーション停止（Stop Replication）］を選択し、［実行（Go）］をクリックします。

4

［レプリケーション停止（Stop Replication）］ダイアログボックスに入力します。
p.71 の 「［レプリケーション停止（Stop Replication）］ダイアログボックス」 を参照し
てください。

5

［完了（Finish）］をクリックしてレプリケーションを停止させます。操作が成功または
失敗したことを示すメッセージが表示されます。

6

［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［セカンダリ詳細
（Secondary detail）］ビューに、更新された状態が表示されます。

第 4 章 Veritas Volume Replicator の管理
レプリケーションの管理

［レプリケーション停止（Stop Replication）］ダイアログボックス
プライマリと指定したセカンダリとの間のレプリケーションを停止させるには、RDS の任意
のホストで［レプリケーション停止（Stop Replication）］を使います。
レプリケーションを停止する RDS の名前が表示されます。このフィール
ドは編集できません。例: hr_rvg

RDS

セカンダリ（Secondary） レプリケーションを停止するセカンダリを選択します。
セカンダリのデータ状態
が up-to-date でない場
合でも、レプリケーション
を停止します。（Stop
replication even when
the Secondary is not
up-to-date.）

セカンダリの状態が up-to-date でない場合にレプリケーションを強制
的に停止する場合は、このオプションを選択します。セカンダリの状態
が up-to-date でない場合にレプリケーションを強制的に停止すると、
セカンダリに関連する SRL への書き込みの追跡も停止します。後でレ
プリケーションを開始するには、場合によってはデータボリュームの完全
同期を再実行する必要があります。

レプリケーションに使う IP アドレスの変更
RDS 内の特定のセカンダリへのレプリケーションに使う IP アドレスを変更する場合は、
［IP を変更（Change IP）］を選択します。
次の前提条件を確認します。
前提条件

新しいホスト名が、プライマリ、セカンダリの両方のサイトで名前解
決が行なえる必要があります。
以前のネットワークまたは新しいネットワーク、あるいは両方のネッ
トワークで、プライマリからセカンダリへのデータ送信が可能であ
る必要があります。
以前のネットワークが使用できない場合は、プライマリホストに接
続していないと、［IP を変更（Change IP）］タスクは失敗します。

レプリケーション IP を変更する方法

1

RDS の［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブにある
［プライマリへのレプリケーション設定（Replication Settings to Primary）］セクショ
ンで、レプリケーション IP を変更するセカンダリを選択します。
または
RDS の［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［プライマリ（Primary）］タブにある［セカ
ンダリへのレプリケーション設定（Replication Settings to the Secondaries）］セク
ションで、レプリケーション IP を変更するセカンダリを選択します。

2

［IP を変更（Change IP）］を選択し、［実行（Go）］をクリックします。
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［IP を変更（Change IP）］ダイアログボックスで、新規プライマリか新規セカンダリの
いずれかの値、または両方の値を入力します。値は、ホスト名か IP アドレスのいず
れかです。

3

p.72 の 「IP を変更（Change IP）」 を参照してください。

4

［完了（Finish）］をクリックして、選択したセカンダリのレプリケーション IP を変更しま
す。操作が成功または失敗したことを示すメッセージが表示されます。

5

［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［RVG］ビューに、更
新された設定が表示されます。

IP を変更（Change IP）
このダイアログウィンドウを使って、レプリケーションに使う IP アドレスを変更します。新し
いプライマリか新しいセカンダリのいずれかの値、または両方の値を入力します。値は、
ホスト名か IP アドレスのいずれかです。
RDS

IP アドレスを変更する RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集
できません。例: hr_rvg

セカンダリ
（Secondary）

選択した RDS のセカンダリ RVG の名前が表示されます。別のセカンダリの
IP アドレスを変更するには、ドロップダウンリストからそのセカンダリを選択し
ます。

新プライマリ（New
Primary）

新しいプライマリの値を入力します。値は、ホスト名か IP アドレスのいずれか
です。有効なホスト名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構成
する必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにする必要がありま
す。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の末尾には
ピリオドを使えません。

新セカンダリ（New
Secondary）

新しいセカンダリの値を入力します。値は、ホスト名か IP アドレスのいずれ
かです。有効なホスト名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構
成する必要があります。名前の長さは、1 から 31 文字までにする必要があ
ります。名前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の末尾
にはピリオドを使えません。

RDS の管理
この項では、次のタスクについて説明します。
■

「Replicated Data Set からのセカンダリの削除」

■

「Replicated Data Set からのバンカーの削除」

■

「プライマリ RVG の削除」
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Replicated Data Set からのセカンダリの削除
セカンダリ RVG を属している RDS から削除する場合は、［セカンダリ削除（Remove
Secondary）］を選択します。このウィザードを実行する場合は、事前に該当するセカンダ
リへのレプリケーションを停止しておく必要があります。
［セカンダリ削除（Remove Secondary）］タスクを実行した場合、そのセカンダリを元に戻
すことはできません。
［セカンダリ削除（Remove Secondary）］タスクでは、次の操作が実行されます。
■

セカンダリ RVG へのデータボリュームおよび SRL の関連付けを解除します。
メモ: ［セカンダリ削除（Remove Secondary）］タスクでは、データボリュームと SRL は
削除されません。データボリュームと SRL のセカンダリ RVG への関連付けが解除さ
れるだけです。

■

セカンダリ RVG を RDS から削除します。

■

セカンダリ RVG を削除します。

■

RLINK を削除します。

次の前提条件を確認します。
前提条件

削除するセカンダリへのレプリケーションを停止させます。
p.70 の 「セカンダリへのレプリケーションの停止」 を参照してくだ
さい。

RDS からセカンダリを削除する方法

1

セカンダリを削除する RDS の［RDS］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブに移
動します。

2

タスクペインの設定メニューで、［セカンダリ削除（Remove Secondary）］を選択しま
す。

3

［セカンダリ削除（Remove Secondary）］ダイアログボックスで［完了（Finish）］をク
リックして、セカンダリを削除します。操作が成功または失敗したことを示すメッセー
ジが表示されます。

4

［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［RDS］ビュー、また
は［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブに、更新された状態が表示されます。ロー
カルホストの RVG を削除した場合、VRW に［概略（Summary）］タブが表示されま
すが、削除した RVG が属していた RDS は表示されていません。ローカルホスト以
外の RVG を削除した場合は、VRW に現在の［RDS］ビューが表示されます。
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［セカンダリ削除（Remove Secondary）］ダイアログウィンドウ
このダイアログウィンドウを使って、セカンダリ RVG を属している RDS から削除します。こ
のウィザードを実行する場合は、事前に該当するセカンダリへのレプリケーションを停止
しておく必要があります。
RDS

セカンダリ RVG を削除する RDS の名前が表示されます。このフィールドは
編集できません。

セカンダリ
（Secondary）

削除するセカンダリ RVG を選択します。

Replicated Data Set からのバンカーの削除
バンカーセカンダリ RVG を、属している RDS から削除する場合は、［バンカーの削除
（Remove Bunker）］を使います。バンカーを削除する前に、バンカーへのレプリケーショ
ンを停止する必要があります。
［バンカーの削除（Remove Bunker）］タスクを実行した場合、そのバンカーを元に戻す
ことはできません。
次の前提条件を確認します。
前提条件

削除するバンカーセカンダリへのレプリケーションを停止させま
す。
p.70 の 「セカンダリへのレプリケーションの停止」 を参照してくだ
さい。

RDS からバンカーセカンダリを削除する方法

1

バンカーを削除する RDS の［RDS］ビューの［バンカー（Bunker）］タブに移動しま
す。

2

タスクペインの［設定（Configuration）］で、［バンカーの削除（Remove Bunker）］
を選択します。

3

［セカンダリ削除（Remove Secondary）］ダイアログボックスで［完了（Finish）］をク
リックして、セカンダリを削除します。操作が成功または失敗したことを示すメッセー
ジが表示されます。

4

［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［RDS］ビュー、また
は［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブに、更新された状態が表示されます。ロー
カルホストの RVG を削除した場合、VRW に［概略（Summary）］タブが表示されま
すが、削除した RVG が属していた RDS は表示されていません。ローカルホスト以
外の RVG を削除した場合は、VRW に現在の［RDS］ビューが表示されます。
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［バンカーの削除（Remove Bunker）］ダイアログウィンドウ
［バンカーの削除（Remove Bunker）］ウィザードを使って、RDS からバンカーセカンダリ
を削除します。バンカーを削除する前に、バンカーへのレプリケーションを停止する必要
があります。
［バンカーの削除（Remove Bunker）］タスクを実行した場合、そのバンカーを元に戻す
ことはできません。
RDS

バンカーセカンダリを削除する RDS の名前が表示されます。このフィールド
は編集できません。

バンカーホスト
（Bunker Host）

削除するバンカーの名前が表示されます。このフィールドは編集できませ
ん。

プライマリ RVG の削除
プライマリ RVG を RDS から削除する場合は、［プライマリ削除（Remove Primary）］を選
択します。この操作により、対応する RDS も削除されます。
次のプライマリ RVG を削除するための前提条件を確認します。
■

RDS 内のセカンダリはすべて削除する必要があります。
p.73 の 「Replicated Data Set からのセカンダリの削除」 を参照してください。

［プライマリ削除（Remove Primary）］タスクでは、デフォルトで次の操作が実行されます。
■

プライマリ RVG へ組み込まれていたデータボリュームと SRL を取り除きます。

■

プライマリ RVG を削除します。

［プライマリ削除（Remove Primary）］タスクを実行しても、Veritas Volume Manager 設
定からデータボリュームや SRL が削除することはありません。
プライマリ RVG を削除する方法

1

プライマリ RVG を削除する RDS の［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブまたは
［プライマリ（Primary）］タブに移動します。

2

タスクペインの［設定（Configuration）］で、［プライマリ削除（Remove Primary）］を
選択します。

3

［プライマリ削除（Remove Primary）］ダイアログボックスで、必要に応じて［プライマ
リ RVG が停止されていない場合でも強制的に削除する（Force removal of the
Primary RVG even if it is not yet stopped）］チェックボックスをオンにします。
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4

［完了（Finish）］をクリックします。操作が成功または失敗したことを示すメッセージ
が表示されます。

5

［結果（Result）］ページが表示されたら、［OK］をクリックします。［RDS］ビューの［概
略（Summary）］タブまたは［プライマリ（Primary）］タブに、更新された状態が表示
されます。ローカルホストの RVG を削除した場合、VRW に［概略（Summary）］タ
ブが表示されますが、削除した RVG が属していた RDS は表示されていません。
ローカルホスト以外の RVG を削除した場合は、VRW に現在の［RDS］ビューが表
示されます。

［プライマリ削除（Remove Primary）］ダイアログウィンドウ
このダイアログウィンドウを使って、プライマリ RVG を RDS から削除します。この操作によ
り、RDS も削除されます。この操作を実行する前に、RDS からすべてのセカンダリを削除
します。［プライマリ削除（Remove Primary）］操作では、すべてのデータボリュームと
SRL の関連付けを解除してから、プライマリを削除します。
RDS

プライマリ RVG を削除する RDS の名前が表示されます。このフィール
ドは編集できません。

プライマリ RVG が停止し アプリケーションがまだアクティブな場合、またはプライマリ RVG がまだ
ていない場合でも強制的 停止していない場合でも、プライマリ RVG を強制的に削除する場合は、
に削除する（Force
このチェックボックスにチェックマークを付けます。
removal of the Primary
RVG）

チェックポイントの管理
この項では、次のタスクについて説明します。
■

「チェックポイントの作成」

■

「チェックポイントの終了」

■

「チェックポイントの表示」

■

「チェックポイントの削除」

チェックポイントの作成
VRW を使うと、プライマリチェックポイントを作成できます。プライマリチェックポイントは、
プライマリ RVG に関連付けられています。最大で 46 個のチェックポイントを設定できま
す。
チェックポイントはネストできません。新規チェックポイントを設定するためには、すでに開
始しているチェックポイントを終了しておく必要があります。
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チェックポイントの開始方法

1

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［プライマリ（Primary）］タブを選択します。

2

［チェックポイントの開始（Start Checkpoint）］を選択し、［実行（Go）］をクリックしま
す。

3

［チェックポイントの開始（Start Checkpoint）］ダイアログボックスで、チェックポイン
ト名を入力して、［完了（Finish）］をクリックします。チェックポイントの状態を示すメッ
セージが表示されます。

4

［OK］をクリックします。

チェックポイントの開始（Create Checkpoint）
このダイアログウィンドウを使って、プライマリチェックポイントを作成します。プライマリチェッ
クポイントは、プライマリ RVG に関連付けられています。最大で 46 個のチェックポイント
を設定できます。
RDS

チェックポイントを作成する RDS の名前が表示されます。このフィール
ドは編集できません。例: hr_rvg

チェックポイント名
（Checkpoint Name）

プライマリチェックポイントに使う名前を入力します。有効なチェックポイ
ント名は、英数字、下線文字、ハイフン、ピリオドでのみ構成する必要が
あります。名前の長さは、1 から 19 文字までにする必要があります。名
前の先頭にはハイフンとピリオドを使うことができず、名前の末尾にはピ
リオドを使えません。例: my_checkpt

チェックポイントの終了
VRW を使うと、チェックポイントを終了できます。たとえば、プライマリでテープバックアッ
プが開始される前にチェックポイントを開始した場合、テープバックアップの完了時にそ
のチェックポイントを終了します。このチェックポイントを使って、セカンダリでテープをリス
トアできます。
すでに開始しているすべてのチェックポイントを終了してから、新しいチェックポイントを作
成する必要があります。
チェックポイントの終了方法

1

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［プライマリ（Primary）］タブを選択します。

2

［チェックポイントの終了（End Checkpoint）］を選択し、［実行（Go）］をクリックしま
す。
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3

［チェックポイントの終了（End Checkpoint）］ダイアログボックスで［完了（Finish）］
をクリックして、現在開始されているチェックポイントを終了することを確認します。
チェックポイントの状態を示すメッセージが表示されます。

4

［OK］をクリックします。

チェックポイントの終了（End Checkpoint）
このダイアログウィンドウを使って、チェックポイントを終了します。
RDS

終了するチェックポイントの RDS の名前が表示されます。このフィールドは
編集できません。例: my_rvg

チェックポイント
（Checkpoint）

開始されているチェックポイントの名前が表示されます。このフィールドは編
集できません。
例:
my_checkpt (Started, Usage=0, % Log=0)

チェックポイントの表示
チェックポイントは、RDS の［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［プライマリ（Primary）］タ
ブに表示されます。
チェックポイントカウント
（Checkpoint Count）

利用可能なチェックポイントの数を表示します。

チェックポイント
（Checkpoints）

各チェックポイントのリスト、表示の使用状況、ログの使用率（%）、チェッ
クポイントの状態（started または complete）などの情報が表示されま
す。

チェックポイントの削除
VRW を使うと、既存のチェックポイントを削除できます。不要になったチェックポイントを
削除できます。チェックポイントの最大数に達した場合は、新しいチェックポイントを追加
する前に既存のチェックポイントを削除する必要があります。最大で 46 個のチェックポイ
ントを設定できます。
チェックポイントの削除方法

1

［RDS 詳細（RDS Detail）］ビューの［プライマリ（Primary）］タブを選択します。

2

［チェックポイントの削除（Delete Checkpoint）］を選択します。
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3

［チェックポイントの削除（Delete Checkpoint）］ダイアログボックスで、ドロップダウン
メニューから目的のチェックポイントを選択します。チェックポイントに終点が設定さ
れていないにもかかわらず、そのチェックポイントを削除する場合には、該当するオ
プションのボックスを選択します。
p.79 の 「チェックポイントの削除（Delete Checkpoint）」 を参照してください。

4

［完了（Finish）］をクリックします。チェックポイントの削除処理の状態を示すメッセー
ジが表示されます。

5

［OK］をクリックします。

チェックポイントの削除（Delete Checkpoint）
このダイアログウィンドウを使って、既存のチェックポイントを削除します。
RDS

チェックポイントを削除する RDS の名前が表示されます。このフィー
ルドは編集できません。例: hr_rvg

チェックポイント名
（Checkpoint Name）

既存のチェックポイントで構成されるドロップダウンリストから削除す
るチェックポイントを選択します。例:
hr_rvg
チェックポイントがない場合は、次のメッセージが表示されます。
削除可能なチェックポイントがありません。（There is no
checkpoint to be deleted.）

チェックポイントの終了点が設 チェックポイントを強制的に削除する場合は、このオプションを選択
定されていない、また SRL が します。
オーバーフローしていない場
合でも、チェックポイントが削
除されます。（Delete
checkpoint even if it is not
yet checkended or not yet
over flowed）

SRL の管理
SRL のサイズは、レプリケーションの処理効率決定の重要な要素です。特定のセカンダ
リで SRL がオーバーフローすると、そのセカンダリはプライマリと再同期が完了するまで
は最新でない状態になります。再同期は時間がかかるプロセスであり、処理中はセカン
ダリ上のデータを使えなくなるため、SRL のオーバーフローを回避することが重要です。
このため、最初に VVR の設定を決定する際に、適切な SRL のサイズを決めておくことが
必要です。SRL の最大サイズは、様々な条件から決定されますが、SRL ボリュームのサ
イズを 110 MB 未満にすることはできません。SRL に指定したサイズが 110 MB よりも小
さい場合は、110 MB 以上の値を SRL に指定するように促すメッセージが表示されます。
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詳しくは、『Veritas Volume Replicator 計画およびチューニングガイド』の「SRL のサイ
ズ設定」の項を参照してください。
適当なサイズの SRL を設定したとしても、使う環境の変化によってオーバーフローする可
能性があります。この項では、SRL オーバーフローから保護する方法と SRL オーバーフ
ロー時の VVR の管理方法を説明します。

SRL オーバーフローの保護
SRL のオーバーフローが発生したときに、セカンダリの完全同期を行わなくても済むよう
に、VVR の SRL 保護には［自動 DCM（AutoDCM）］と［DCM］の 2 つのモードがありま
す。
詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』の「Protection Against SRL
Overflow - srlprot attribute」を参照してください。
SRL 保護を有効化するには、RDS の各データボリュームに DCM が関連付けられている
必要があります。
詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』の「データボリュームへのデータ
変更マップの関連付け」の項を参照してください。
p.64 の 「レプリケーション設定の変更」 を参照してください。

SRL オーバーフロー発生後のセカンダリの増分同期
SRL のデフォルトの保護モードは［自動 DCM（AutoDCM）］で、RVG 内の各データボ
リュームに DCM がある必要があります。SRL がオーバーフローしそうになると、RLINK
が接続されているかどうかとは無関係に、DCM ログが有効になり、データボリュームへの
書き込みが発生するたびにその書き込み領域に対応するビットがオンになります。DCM
の再生準備ができている場合は、DCM 再同期プロセスを開始します。再同期を開始す
るには、DCM 再生ウィザードを使います。
DCM 再生ウィザードで、cache または cachesize パラメータを指定できます。これらの属
性を指定する場合は、再同期前に、セカンダリでデータボリュームの領域最適化スナップ
ショットを作成しておきます。再同期に関与しているすべての RLINK 接続が確立した後
で、データをセカンダリに送信します。再同期中は、再同期に関与しているすべての
RLINK 接続を維持する必要があります。複数のセカンダリ RLINK を設定している場合
には、その内の 1 つでも停止した場合、再同期は一時停止します。DCM を利用した再
同期中は、セカンダリで書き込み順序の忠実性を保てません。そのため、再同期が完了
するまでは、セカンダリのデータ整合性は失われています。したがって、プライマリが、再
同期の最中に利用できなくなる場合、アプリケーションはセカンダリで再起動できないこ
とに注意してください。
セカンダリのデータボリュームがミラー化されている場合は、再同期が完了するまで、ミ
ラーボリュームを切り離して、そのボリュームに存在する最新でないが整合性がとれたデー

第 4 章 Veritas Volume Replicator の管理
SRL の管理

タを使うことも可能です。そのために、再同期を実行する前に、セカンダリのデータボリュー
ムのスナップショットを作成しておく必要があります。
cache 属性は、再生成されたキャッシュオブジェクトの名前を指定します。そこで、指定さ
れた RVG 内のボリューム用のスナップショットが作成されます。cachesize 属性は、ソー
スボリュームに関連するキャッシュオブジェクトに対するデフォルトのサイズを指定します。
DCM 再生ウィザードでは、これらの属性のうち、どちらか一方だけを指定できます。なお、
cachesize 属性を指定した場合は、スナップショットごとにキャッシュオブジェクトを作成し
ます。
どちらのオプションも指定しない場合は、スナップショットの作成を行わずに、セカンダリ
のデータボリュームの再同期が開始されます。
SRL のオーバーフローまたはフェールバックログが実行中の場合、アクティブな DCM の
再生を開始します。再生は、dcm_logging フラグが設定されているすべての RLINK 上
で行われます。RLINK が 1 つでも切断されたり、一時停止されたりすると、この状態がす
べての RLINK で解消されるまで DCM 再生を延期します。
次のセカンダリを増分再同期するための前提条件を確認します。
前提条件

RVG に dcm_logging フラグが設定されている必要があります。

増分再同期の実行方法

1

タスクバーから［レプリケーション（Replication）］を選択し、再同期を開始する RDS
の任意のビューで、［DCM の再生（Replay DCM）］を選択します。

2

［概略（Summary）］ページでいずれかのオプションを選択します。
p.81 の 「DCM 再生ウィザード」 を参照してください。

3

［完了（Finish）］をクリックして、増分同期を開始します。
［RDS］ビューを更新すると、増分同期の進行状況を確認できます。再同期中は、
［RDS］ビューには、各セカンダリへ送信される必要があるデータ量が表示されます。

DCM 再生ウィザード
DCM 再生ウィザードを使って、SRL のオーバーフローまたはフェールバックログが実行
中の場合、アクティブな DCM の再生を開始します。再生は、dcm_logging フラグが設定
されているすべての RLINK 上で行われます。RLINK が 1 つでも切断されたり、一時停
止されたりすると、この状態がすべての RLINK で解消されるまで DCM 再生を延期しま
す。
キャッシュ名（Cache キャッシュ名には、事前にセカンダリのデータボリュームのスナップショットを
Name）
作成したキャッシュオブジェクト名を定義します。
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キャッシュサイズ
（Cache Size）

ソースボリュームに関して使うキャッシュオブジェクトのサイズと単位をキャッ
シュサイズに定義します。デフォルトサイズは［メガバイト（Megabytes）］で
す。必要に応じて、ドロップダウンメニューから別の単位を選択します。

なし（None）

セカンダリのデータボリュームに整合性のあるミラーボリュームが存在し、ス
ナップショットを作成する必要がない場合にこのオプションを使います。この
オプションを使う場合、最初にミラーボリュームの切り離しを行い、再同期中
に何か障害が発生したとしても整合性のあるデータのコピーを使えるように
します。

SRL のサイズ変更
SRL のサイズは、レプリケーションの処理効率決定の重要な要素です。最初に VVR の
設定を決定するときに、適切な SRL のサイズを決めておくことが必要です。特定のセカ
ンダリで SRL がオーバーフローすると、そのセカンダリはプライマリとの再同期が完了す
るまでは最新でない状態で、データの整合性がありません。再同期は時間がかかるプロ
セスであり、処理中はセカンダリ上のデータを使えなくなるため、SRL を適切なサイズに
設定して SRL のオーバーフローを回避する必要があります。
SRL のサイズを変更する必要がある場合は、［SRL サイズの変更（Resize SRL）］ダイア
ログウィンドウで SRL のサイズを大きくします。アプリケーションがアクティブな状態にある
場合、またはレプリケーションが実行中である場合、SRL のサイズを大きくすることができ
ます。
メモ: この操作を元に戻すことはできません。SRL に対しては、サイズの増加のみが可能
です。
次の前提条件を確認します。
前提条件

プライマリのディスクグループに、SRL のサイズを拡張するのに
必要な領域が存在していることを確認します。

SRL のサイズを変更する方法

1

タスクバーから［設定（Configuration）］を選択し、再同期を開始する RDS の任意
のビューで、［SRL サイズの変更（Resize SRL）］を選択します。

2

［SRL サイズの変更（Resize SRL）］ダイアログボックスに入力し、［次へ（Next）］をク
リックします。
p.83 の 「［SRL サイズの変更（Resize SRL）］ダイアログウィンドウ」 を参照してくださ
い。

3

［完了（Finish）］をクリックします。

4

［OK］をクリックします。
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［SRL サイズの変更（Resize SRL）］ダイアログウィンドウ
［SRL サイズの変更（Resize SRL）］ダイアログウィンドウを使って、SRL のサイズを大きく
します。アプリケーションがアクティブな状態にある場合、またはレプリケーションが実行
中である場合、SRL のサイズを大きくすることができます。
メモ: この操作を元に戻すことはできません。SRL に対しては、サイズの増加のみが可能
です。
SRL

サイズを変更する SRL の名前が表示されます。このフィールドは編集できま
せん。

RDS

SRL を含んでいる RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集でき
ません。

新しいサイズ（New
Size）

該当するサイズを入力します。サイズを指定する際のデフォルトの単位は、
［メガバイト（Megabytes）］です。単位を変更する場合は、ドロップダウンメ
ニューで、［キロバイト（Kilobytes）］、［ギガバイト（Gigabytes）］から選択し
ます。
SRL ボリュームの最小サイズは 110 MB です。SRL の最大サイズは、さまざ
まな条件から決定されます。

メモ: この操作を元に戻すことはできません。SRL に対しては、サイズの増
加のみが可能です。

［SRL サイズの変更（Resize SRL）］ダイアログウィンドウ: ［確認
（Confirmation）］パネル
操作の属性を確認します。［完了（Finish）］をクリックすると、SRL のサイズが変更されま
す。
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5
プライマリの役割の移動
この章では以下の項目について説明しています。
■

プライマリの役割の移転について

■

プライマリの役割の移行

■

プライマリのテイクオーバー

■

プライマリのフェールバック

■

ディザスタリカバリでのバンカーの使用

プライマリの役割の移転について
Volume Replicator Web Console（VRW）のウィザードを使うと、正常に動作しているホ
ストまたは障害が発生したホストからプライマリの役割を RDS の他のホストに移転できま
す。VRW には、プライマリの役割を移転するために次の方法が用意されています。
■

「プライマリの役割の移行」

■

「プライマリのテイクオーバー」

■

「プライマリのフェールバック」

方法について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

プライマリの役割の移行
移行とは、レプリケーションに関係しているアプリケーションが非アクティブなときに、RDS
で正常移働しているプライマリをセカンダリに降格させ、代わりにセカンダリのホストをプラ
イマリに昇格させることです。正常稼働しているプライマリをセカンダリへ降格させるのは、
保守管理を行うためにそのホストを停止する必要がある場合や、アプリケーションを別の
サイトのホストで動作させる場合などに行われます。

86

第 5 章 プライマリの役割の移動
プライマリの役割の移行

正常に稼働しているホストから、プライマリの役割を特定のセカンダリホストに移行させる
場合は、［マイグレート（Migrate）］タスクを選択します。このタスクでは、次の操作が実行
されます。
■

RDS のプライマリからプライマリの役割を外します。

■

セカンダリをプライマリに昇格します。

■

RDS の旧プライマリをセカンダリに降格させます。

■

新旧のプライマリについてのみ再設定を行います。

メモ: RDS 内に複数のセカンダリを含む場合、VRW は新規プライマリのセカンダリホスト
として追加セカンダリホストを自動的に再設定しません。再設定が必要な場合は、VVR
コマンドラインインターフェースを使って新規プライマリのセカンダリホストとして追加セカ
ンダリホストを再設定できます。
マイグレートタスク実行中に、操作に失敗したホストがある場合、もとの設定に回復します。
プライマリの役割を移行する前に、次の前提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

RDS のデータボリュームを非アクティブにする、すなわち、プライ
マリのデータボリュームを使っているアプリケーションを停止して
いる必要があります。
接続されているすべてのセカンダリとの RLINK の状態が
up-to-date である必要があります。
プライマリでセカンダリに対するすべての RLINK の状態が
CONNECT である必要があります。

移行方法

1

データボリュームを使っているすべてのアプリケーションを停止させます。たとえば、
該当するアプリケーションがファイルシステムである場合は、マウントを解除します。

2

［RDS］ビューでプライマリのレプリケーションの状態が UP-TO-DATE であることを
確認します。そして、セカンダリのレプリケーションの状態も UP-TO-DATE になって
いる必要があります。移行操作は、次の場合に失敗します。
■

プライマリでレプリケーションの状態が UP TO DATE と CONNECT でない場合

■

プライマリのデータボリュームをアプリケーションが使っている場合

3

RDS の［概略（Summary）］ビュー、［RDS］ビューの［プライマリ（Primary）］タブ、ま
たは［RDS］ビューの［セカンダリ（Secondaries）］タブに移動します。

4

タスクペインの［役割の変更（Role Change）］セクションで、［マイグレート（Migrate）］
を選択します。
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5

［マイグレート（Migration）］ダイアログボックスで、プライマリの役割を降格させる［セ
カンダリ（Secondary）］を選択し、次へ［（Next）］をクリックします。

6

［概略（Summary）］ページが表示されたら、［完了（Finish）］をクリックします。移行
が成功したか失敗したかを示すメッセージが表示されます。

7

［結果（Result）］ページで、［閉じる（Close）］をクリックします。移行先のホストがプラ
イマリになった、［プライマリ RVG（Primary）］ビューが表示されます。デフォルトで
は、移行操作が完了すると、新しいプライマリからのレプリケーションが開始されま
す。

8

新プライマリで、アプリケーションを起動します。この操作では、移行の実行前に、ア
プリケーションを停止しているため、アプリケーションのリカバリは必要ありません。レ
プリケーションを有効化する前にアプリケーションを起動するには、次の手順を実行
します。
■

レプリケーションを一時停止します。

■

アプリケーションを起動します。

■

レプリケーションを再開させます。

役割の移行: ［前提条件（Prerequisites）］パネル
［マイグレート（Migrate）］ダイアログウィンドウを使って、プライマリの役割をプライマリホ
ストからセカンダリホストに移行します。
RDS

プライマリの役割を移行する RDS の名前が表示されます。このフィールドは
編集できません。例: hr_rvg

セカンダリ
（Secondary）

プライマリの役割を移行する先のセカンダリを選択します。選択するセカン
ダリの状態は up-to-date でなければなりません。移行すると、このセカンダ
リが新プライマリになり、旧プライマリはセカンダリになります。例: london

役割の移行: ［概略（Summary）］パネル
設定が表示されます。［完了（Finish）］をクリックすると、プライマリが移行されます。

プライマリのテイクオーバー
テイクオーバーとは、プライマリの役割をあるホストから別のホストに移動させることをいい
ます。移行は正常稼働しているホストからプライマリの役割を移動させるのに対し、テイク
オーバーはプライマリの役割を担っているホストが存在するサイトで災害が発生しホストが
破壊された場合などに使い、データの一貫性がとれているセカンダリをプライマリに昇格
させます。すなわち、予定外のシステムダウンや、災害のためにシステムが破壊された場
合に、テイクオーバーを使ってセカンダリをプライマリに昇格させます。
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プライマリがダウンしたときに、セカンダリをプライマリに昇格させる場合には、テイクオー
バーを使います。このテイクオーバーウィザードは、必ずセカンダリホストで起動してくだ
さい。正常稼働しているプライマリでテイクオーバーウィザードを実行することはできませ
ん。
テイクオーバーでは、旧プライマリが属する RDS で、次の操作を実行します。
■

セカンダリをプライマリに昇格させます。

■

ダウンしたプライマリを RDS から削除します。

■

テイクオーバーウィザードで設定したフェールバックのオプションに応じて、新しいプ
ライマリで高速フェールバック機能を有効にします。高速フェールバック機能を有効
化する場合には、自動フェールバックを実行するのかどうかに関係なく、セカンダリの
各データボリュームに DCM（Data Change Map）が設定されている必要があります。
p.88 の 「［テイクオーバー（Takeover）］ダイアログウィンドウ」 を参照してください。

プライマリからセカンダリに降格させる方法

1

高速フェールバックログ機能を使う場合は、セカンダリホスト上のデータボリュームに
DCM が設定されている必要があります。

2

RDS の［RDS］ビューの［概略（Summary）］タブ、［プライマリ（Primary）］タブ、また
は［セカンダリ（Secondaries）］タブに移動します。

3

タスクペインの［役割の変更（Role Change）］セクションで、［テイクオーバー
（Takeover）］を選択します。［テイクオーバー（Takeover）］ダイアログボックスを使
うと、選択したセカンダリをプライマリに昇格させることができます。

4

［テイクオーバーオプション（Takeover Options）］ページに入力します。
p.88 の 「［テイクオーバー（Takeover）］ダイアログウィンドウ」 を参照してください。

5

［完了（Finish）］をクリックして、テイクオーバー操作を続行します。操作が成功また
は失敗したことを示すメッセージが表示されます。

6

［OK］をクリックします。

7

高速フェールバックが有効になっているかどうかを確認します。高速フェールバック
が有効になっている場合、［プライマリ RVG（Primary RVG）］ビューにある［プライ
マリ RLINK（Primary RLINK）］の［フラグ（Flags）］列に dcm_logging フラグが表
示されます。

8

テイクオーバーが成功したら、新プライマリでアプリケーションを開始します。テイク
オーバー後に新プライマリでアプリケーションを起動するには、アプリケーションのリ
カバリが必要になる場合があります。

［テイクオーバー（Takeover）］ダイアログウィンドウ
このダイアログウィンドウを使って、プライマリの役割をプライマリからセカンダリに移動しま
す。［テイクオーバー（Takeover）］ダイアログウィンドウでは、旧プライマリにプライマリの
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役割をフェールバックするときに使う方法を指定できます。旧プライマリを新プライマリと同
期させる方法として、高速フェールバックを使った同期方法をお勧めしています。
p.90 の 「高速フェールバックによるフェールバック」 を参照してください。
［テイクオーバー（Takeover）］ダイアログボックスには、ダウンしたプライマリが復旧したと
きのフェールバック操作として、次のオプションが用意されています。
RDS

RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集できません。

高速フェールバック（Fast これがデフォルト値です。このオプションは、新しいプライマリと、ダウン
failback）
した旧プライマリとで増分同期を実行します。このオプションを使った場
合、高速フェールバックは行われますが、ダウンした旧プライマリのシス
テムが復旧して起動したとしても、この旧プライマリを自動的にセカンダ
リに降格させるわけではありません。旧プライマリのデータボリュームと
新プライマリのデータボリュームの同期を実行し、旧プライマリをセカン
ダリに降格させる場合には、新プライマリで、フェールバックログ再生タ
スクを起動します。
自動高速フェールバック ［自動高速フェールバック（Auto fast failback）］オプションは、ダウンし
（Auto fast failback）
た旧プライマリが復旧したときに自動的にデータボリュームの同期を行
う場合に使います。このオプションを使った場合、ダウンしたホストを復
旧させて起動させたときに、この旧プライマリをセカンダリに降格させま
す。また、高速フェールバックで DCM を使って、自動的に旧プライマリ
（新セカンダリ）のデータボリュームを同期させます。このオプションを使
う場合、各セカンダリのデータボリュームに DCM が設定されている必要
があります。
高速フェールバックなし
（No fast failback）

高速フェールバックを使わずに、セカンダリをプライマリに昇格させる場
合には、［高速フェールバックなし（No fast failback）］オプションを使
います。旧プライマリがリカバリしない、または旧プライマリがダウンして
いる間に新プライマリ上で大部分のデータが更新されてしまう場合など
に、このオプションを選択します。このオプションでは、旧プライマリを自
動的に同期しません。ダウンした旧プライマリが復旧したときに、手動で
差分同期または完全同期を実行する必要があります。差分同期、また
は完全同期を使って旧プライマリの同期を実行する場合は、vradmin
syncrvg コマンドを使います。
詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。

プライマリのフェールバック
不測の事態でプライマリであったホストがダウンした後で、そのホストが復旧した場合に、
すでに RDS 内で新プライマリが稼働していることを、旧プライマリで検出することがありま
す。これは、テイクオーバーが実行されたためです。停電などの不測の事態が発生した
ために、プライマリの役割をあるホストから別のホストに移行させることをテイクオーバーと
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言います。テイクオーバーによって、移動したプライマリの役割をもとのホストに戻すプロ
セスをフェールバックと呼びます。
VRW では、次の方法を使ってもとのプライマリにプライマリの役割をフェールバックする
ことが可能です。
■

「高速フェールバックによるフェールバック」

■

「差分同期を使ったフェールバック」

メモ: 同期処理には、高速フェールバックによる同期をお勧めします。
高速フェールバックと差分同期について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者
ガイド』を参照してください。

高速フェールバックによるフェールバック
高速フェールバックを利用して、旧プライマリへのフェールバックを実行する場合、実行
前に高速フェールバック機能が使えるかどうかを確認します。
高速フェールバック機能について詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』
の「プライマリの役割の移転」の章を参照してください。
高速フェールバックを使った旧プライマリへのフェールバック方法

1

［フェールバックログ再生（Replay Failback Log）］ダイアログボックスを使って、旧プ
ライマリ、すなわち現在セカンダリのデータボリュームを新プライマリのデータボリュー
ムと同期させます。ここでの操作は、テイクオーバー時のオプションとして、［自動高
速フェールバック（Auto fast failback）］が選択されている場合には必要ありません。

2

新プライマリ上で、データボリュームを使っているアプリケーションを停止します。

3

障害が発生したもとのプライマリのシステムを、再びプライマリにします。
p.85 の 「プライマリの役割の移行」 を参照してください。

高速フェールバックを使った旧プライマリへのフェールバック例
この例では、障害が発生したプライマリホスト seattle を修復後、再起動します。障害発
生後、プライマリの役割は、セカンダリホスト london にテイクオーバーしています。セカ
ンダリホスト london の各データボリュームには、DCM（Data Change Map）が設定され
ているので、［テイクオーバー（Takeover）］ダイアログボックスのオプションで［自動高速
フェールバック（Auto fast failback）］を選択すると、london 上で高速フェールバックが
有効になります。
アプリケーションは、london で実行され、データの変更があったブロックは、DCM に記
録されます。この例は、高速フェールバックを使ったもとのプライマリ seattle へのフェー
ルバック方法を示します。
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高速フェールバックを使った旧プライマリへのフェールバック方法

1

RDS の［RDS］ビューの［概略（Summary）］、［プライマリ（Primary）］、または［セカ
ンダリ（Secondaries）］タブに移動します。

2

タスクペインの［役割の変更（Role Change）］セクションで、［フェールバックログ再生
（Replay Failback Log）］を選択します。

3

［フェールバックログ再生（Replay Failback Log）］ダイアログボックスに入力します。
p.91 の 「［フェールバックログ再生（Replay Failback Log）］ダイアログボックス」 を
参照してください。

4

［完了（Finish）］をクリックします。
フェールバックログ再生ウィザードは、現在のセカンダリの seattle のデータボリュー
ムの hr_rvg と新プライマリ london のデータボリューム hr_rvg との同期を行いま
す。この操作は、旧プライマリをテイクオーバーする際にオプションとして［自動高速
フェールバック（Auto fast failback）］を選択している場合には、必要ありません。

5

［OK］をクリックします。状態は、RDS の［概略（Summary）］ビューで確認できます。
ビューを更新して最新の状態が表示されていることを確認します。高速フェールバッ
クによる同期が完了したら、次の手順に進みます。

6

運用またはアプリケーションの使用状況から都合の良いタイミングで、新プライマリ
london 上でデータボリュームを使っているアプリケーションを停止します。

7

新プライマリ london から旧プライマリ seattle で、移行タスクを使ってプライマリの
役割を移行させます。
p.85 の 「プライマリの役割の移行」 を参照してください。
移行完了後、旧プライマリ seattle から旧セカンダリ london へのレプリケーション
が開始されます。

［フェールバックログ再生（Replay Failback Log）］ダイアログボッ
クス
［フェールバックログ再生（Replay Failback Log）］ウィザードでは、高速フェールバック
機能を使って、新セカンダリ RVG のデータボリュームと新プライマリ RVG のデータボ
リュームを同期します。
キャッシュサイズ（Cache ソースボリュームに関して使うキャッシュオブジェクトのサイズと単位を
Size）
キャッシュサイズに定義します。デフォルトサイズは［メガバイト
（Megabytes）］です。必要に応じて、ドロップダウンメニューから別の単
位を選択します。
キャッシュ名（Cache
Name）

キャッシュ名には、事前にセカンダリのデータボリュームのスナップショッ
トを作成したキャッシュオブジェクト名を定義します。
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なし（None）

キャッシュを使わない場合はこのオプションを選択します。

差分同期を使ったフェールバック
ここでは、差分同期を使ったフェールバックについて説明します。
差分同期を使った旧プライマリへのフェールバック方法

1

［セカンダリへ降格（Make Secondary）］タスクを使って、旧プライマリをセカンダリに
降格させます。

2

p.92 の 「プライマリからセカンダリへの降格」 を参照してください。

3

差分同期で旧プライマリを同期させる vradmin syncrvg コマンドのチェックポイン
トオプションを使って、旧プライマリ上のデータボリュームを新プライマリ上のデータ
ボリュームと同期させます。
詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

4

［レプリケーション開始（Start Replication）］タスクにチェックポイントを指定して、新
セカンダリへのレプリケーションを開始します。
p.25 の 「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」 を参照してください。

5

新プライマリ london でデータボリュームを使っているアプリケーションを停止します。

6

新プライマリ london から旧プライマリ seattle で、プライマリの役割を移行させま
す。プライマリの移行が完了すると、旧プライマリ seattle が再びプライマリになり、
seattle から london へのレプリケーションが開始されます。
p.85 の 「プライマリの役割の移行」 を参照してください。

プライマリからセカンダリへの降格
旧プライマリをセカンダリに降格させる場合は、［セカンダリへ降格（Make Secondary）］
タスクを選択します。セカンダリ作成タスクは、本来プライマリで起動させますが、プライマ
リのテイクオーバーを実行している場合は、もとのプライマリホストでこのタスクを起動でき
ます。
セカンダリ作成タスクは、もとのプライマリにプライマリの役割をフェールバックする手順の
一環として使用可能です。もとのプライマリを復旧して再起動させた後、セカンダリ作成タ
スクを使ってもとのプライマリをセカンダリに降格させます。ホスト起動時にもとのプライマ
リで、自動的にアプリケーションが起動する場合には、まずそのアプリケーションを停止し
てください。
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メモ: ここで説明している［セカンダリへ降格（Make Secondary）］タスクを使って旧プライ
マリにプライマリの役割をフェールバックする方法は、旧プライマリのテイクオーバー時に
オプションで、［高速フェールバックなし（No fast failback）］を選択している場合のみ実
行できます。
もとのプライマリをセカンダリに降格する方法

1

旧プライマリ、つまり障害が発生し、現在再起動したホストで、RDS の［RDS］ビュー
の［概略（Summary）］、［プライマリ（Primary）］、［セカンダリ（Secondary）］のいず
れかのタブに移動します。

2

タスクペインの［役割の変更（Role Change）］セクションで、［セカンダリへ降格（Make
Secondary）］を選択します。

3

［セカンダリへ降格（Make Secondary）］ページに入力します。
p.93 の 「［セカンダリへ降格（Make Secondary）］ダイアログウィンドウ」 を参照して
ください。

4

［完了（Finish）］をクリックすると旧プライマリのセカンダリへの降格操作が実行され
ます。操作が成功または失敗したことを示すメッセージが表示されます。

5

［OK］をクリックします。

［セカンダリへ降格（Make Secondary）］ダイアログウィンドウ
このダイアログウィンドウを使って、旧プライマリをセカンダリに降格します。［セカンダリへ
降格（Make Secondary）］タスクは、旧プライマリにプライマリの役割をフェールバックす
る手順の一部です。旧プライマリがリカバリすると、RDS はプライマリ-プライマリ設定にな
ります。旧プライマリをセカンダリに降格します。
［セカンダリへ降格（Make Secondary）］タスクを使うのは、旧プライマリのテイクオーバー
時に［高速フェールバックなし（No fast failback）］オプションを選択した場合のみです。
RDS

旧プライマリを含んでいる RDS の名前が表示されます。このフィールドは編
集できません。例: hr_rvg

セカンダリ
（Secondary）

ドロップダウンリストで、セカンダリに降格する旧プライマリの名前を選択しま
す。
ドロップダウンリストに該当する旧プライマリの名前がない場合は、フィール
ドに名前を入力します。
フィールドに入力した値は、ドロップダウンリストで選択した値よりも優先され
ます。
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差分同期を使ったフェールバックの例
この例では、障害が発生したプライマリホスト london を修復後、再起動します。障害発
生後、プライマリの役割を手動でホスト seattle にテイクオーバーしています。この例で
は、差分同期を使って旧プライマリ seattle にフェールバックする方法を示します。
差分同期を使ったフェールバック方法

1

［RDS］ビューまたは［RVG］ビューで、［セカンダリへ降格（Make Secondary）］を選
択し、［セカンダリへ降格（Make Secondary）］ページに情報を入力します。［新プラ
イマリ（New Primary）］フィールドで、london を選択または入力します。
p.92 の 「プライマリからセカンダリへの降格」 を参照してください。
［セカンダリへ降格（Make Secondary）］タスクは、旧プライマリホストseattle の
RVG hr_rvg をセカンダリに降格させ、london を新プライマリホストに設定します。

2

差分同期で旧プライマリを同期させる vradmin syncrvg コマンドのチェックポイン
トオプションを使って、旧プライマリ上のデータボリュームを新プライマリ上のデータ
ボリュームと同期させます。
詳しくは、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。
［RVG 同期（Synchronize RVG）］タスクでは、差分同期とチェックポイントを使って、
seattle 上の RVG hr_rvg にあるデータボリュームと london 上の新プライマリ
RVG hr_rvg にあるデータボリュームを同期します。

3

新プライマリ RVG である london の hr_rvg からセカンダリ RVG（旧プライマリ）で
ある seattle の hr_rvg へのレプリケーションを開始させます。

4

［レプリケーション開始（Start Replication）］ページで、［チェックポイントの使用
（Using checkpoint）］オプションを選択し、ドロップダウンリストから checkpt_presync
を選択します。

5

新プライマリ london でデータボリュームを使っているアプリケーションを停止します。

6

新プライマリ london から旧プライマリ seattle で、［マイグレート（Migrate）］を使っ
てプライマリの役割を移行させます。
p.85 の 「プライマリの役割の移行」 を参照してください。
移行完了後、旧プライマリ seattle から旧セカンダリ london へのレプリケーション
が開始されます。

ディザスタリカバリでのバンカーの使用
プライマリに障害が発生した場合、バンカーからセカンダリを更新します。
「バンカーからのセカンダリの更新」を参照してください。
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セカンダリの状態が up-to-date になった後、そのセカンダリはプライマリの役割をテイク
オーバーできます。
p.87 の 「プライマリのテイクオーバー」 を参照してください。
プライマリがリカバリすると、旧プライマリへフェールバックします。
p.89 の 「プライマリのフェールバック」 を参照してください。

バンカーからのセカンダリの更新
災害が発生し、プライマリが停止した場合、バンカーを使ってセカンダリを更新できます。
メモ: プライマリ SRL がセカンダリに対してオーバーフローした場合、またはセカンダリが
再同期しているために整合性が失われている場合、対応するバンカー SRL を使ってセ
カンダリを回復することはできません。バンカーにはデータボリュームがないため、オー
バーフローの追跡に DCM は使えません。
バンカーからセカンダリを更新する方法

1

バンカー SRL へのレプリケーションが STORAGE プロトコルを使う場合、バンカー
SRL を含むディスクグループをバンカーノードにインポートし、Veritas Volume
Manager CLI または Veritas Volume Manager GUI のどちらかを使って回復しま
す。
手順については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』または『Veritas Volume
Manager ヘルプ』を参照してください。

2

［バンカーのアクティブ化（Activate Bunker）］タスクを使ってバンカーをアクティブ
にします。
p.96 の 「RDS 内のバンカーのアクティブ化」 を参照してください。

3

［レプリケーション開始（Start Replication）］タスクを使って、バンカーからセカンダ
リへのレプリケーションを開始します。
p.25 の 「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」 を参照してください。
このバンカーを使うセカンダリが 2 つ以上ある場合は、セカンダリごとに［レプリケー
ション開始（Start Replication）］タスクを繰り返します。

4

［RDS］ビューを使って、バンカーからセカンダリへのレプリケーションの状態を監視
します。
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5

セカンダリが最新の状態になれば、セカンダリへのレプリケーションを停止します。
p.70 の 「セカンダリへのレプリケーションの停止」 を参照してください。
バンカーからのすべての再生を停止してから、バンカーを非アクティブにする必要
があります。
レプリケーションが停止してから手順 6 に進んでください。

6

バンカーを使ったセカンダリへのデータの転送が終わり、バンカーが必要なくなって
から、［バンカーの非アクティブ化（Deactivate Bunker）］タスクを使って、バンカー
を非アクティブにします。
p.97 の 「バンカーの非アクティブ化」 を参照してください。
これでセカンダリが最新の状態になり、プライマリとしてテイクオーバーできます。
p.87 の 「プライマリのテイクオーバー」 を参照してください。

RDS 内のバンカーのアクティブ化
［バンカーのアクティブ化（Activate Bunker）］タスクを使って、バンカーセカンダリを受信
モード（セカンダリ）からレプリケーションモード（プライマリ）に変換します。
RDS 内のバンカーをアクティブ化する方法

1

あらかじめバンカーホストにログオンしておく必要があります。VRW からホストにログ
オンするには、［ファイル（File）］、［接続（Connect）］の順に選択し、接続先のホスト
の名前を指定します。

2

任意のビューで、バンカーホスト名を選択して、タスクペインの［役割の変更
（RoleChange）］メニューから［バンカーのアクティブ化（Activate Bunker）］を選択
します。

3

［完了（Finish）］をクリックします。バンカーのアクティブ化タスクが成功または失敗し
たことを示すメッセージが表示されます。

p.94 の 「ディザスタリカバリでのバンカーの使用」 を参照してください。
p.97 の 「バンカーの非アクティブ化」 を参照してください。

バンカーのアクティブ化
［バンカーのアクティブ化（Activate Bunker）］タスクを使って、バンカーセカンダリを受信
モード（セカンダリ）からレプリケーションモード（プライマリ）に変換します。
RDS

RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集できません。例: my_rvg.

バンカーホスト
（Bunker Host）

アクティブにするバンカーの名前が表示されます。このフィールドは編集で
きません。例: my_bunker.
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バンカーの非アクティブ化
バンカーを使ったセカンダリへのデータの転送が終わり、バンカーを再生する必要がなく
なってから、［バンカーの非アクティブ化（Deactivate Bunker）］タスクを使って、バンカー
を非アクティブにします。
メモ: バンカーからのすべての再生を停止するまでは、バンカーを非アクティブにできま
せん。
RDS 内のバンカーを非アクティブ化する方法

1

あらかじめバンカーホストにログオンしておく必要があります。VRW からホストにログ
オンするには、［ファイル（File）］、［接続（Connect）］の順に選択し、接続先のホスト
の名前を指定します。

2

任意のビューで、バンカーホスト名を選択して、タスクペインの［役割の変更
（RoleChange）］メニューから［バンカーの非アクティブ化（Deactivate Bunker）］を
選択します。

3

［完了（Finish）］をクリックします。バンカーの非アクティブ化タスクが成功または失
敗したことを示すメッセージが表示されます。

バンカーの非アクティブ化
バンカーを使ったセカンダリへのデータの転送が終わり、バンカーを再生する必要がなく
なってから、［バンカーの非アクティブ化（Deactivate Bunker）］タスクを使って、バンカー
を非アクティブにします。
メモ: バンカーからのすべての再生を停止するまでは、バンカーを非アクティブにできま
せん。
RDS

RDS の名前が表示されます。このフィールドは編集できません。例: my_rvg

バンカーホスト
（Bunker Host）

非アクティブにするバンカーの名前が表示されます。このフィールドは編集
できません。
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A
VRW のトラブルシュー
ティング
この付録では以下の項目について説明しています。
■

VRW のトラブルシューティングについて

■

アプリケーションページがブラウザに表示されない

■

特定のウィザードでボタンが表示されない

■

ログインしても、ログインページにリダイレクトされる

VRW のトラブルシューティングについて
この章では、VRW の使用中に発生する可能性のあるエラー、およびそのエラーからリカ
バリするための解決策について説明します。

アプリケーションページがブラウザに表示されない
この項では、VRW の使用中に発生する可能性のあるエラー、およびそのエラーからリカ
バリするための解決策について説明します。

メッセージ
次のメッセージが表示されます。
The page cannot be displayed.
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問題
ブラウザのアドレスフィールドに URL http://london:8443/vvr を指定した後で、この
エラーメッセージが表示される場合があります。

解決策
この項では回避策について説明します。
ページ表示のエラーからリカバリするには

1

ブラウザを実行するクライアントが、VRTSweb を実行するサーバーに http および
https 接続されているかどうかを確認します。
C:¥> ping london
Unknown host london.

クライアントと、VRTSweb を実行するサーバー間で接続が確立されていない場合、
［不明なホスト london です（Unknown host london）］というメッセージが表示され
ます。
接続を確立し、クライアントを再設定して、クライアントから VRTSweb サーバーへの
ping が可能になるようにします。

2

VRTSweb 用に設定されたポート番号を確認します。
# /opt/VRTSweb/bin/webgui listports
8181 http
8443 https

デフォルトでは、VRTSweb は例に示されているようにポート番号 8181（HTTP 用）
と 8443（HTTPS 用）を使うように設定されます。

3

次のコマンドを発行して、VRTSweb が動作していることを確かめます。
# /opt/VRTSweb/bin/monitorApp VEAWeb
Web Application "VEAWeb" is OFFLINE

VRTSweb が動作していない場合、［Web アプリケーション「VEAWeb」は OFFLINE
です（Web Application "VEAWeb" is OFFLINE）］というメッセージが表示されま
す。VRTSweb がオフラインの場合、VRW を開始して VRTSweb をオンラインにし
ます。
# /opt/VRTSob/webgui/veaw start

VRTSweb が開始され、VVR アプリケーションがロードされるまで待機します。

4

ステップ 2 で表示されるポート番号を使用して URL を入力します。
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特定のウィザードでボタンが表示されない
この項では、VRW の使用中に発生する可能性のあるエラー、およびそのエラーからリカ
バリするための解決策について説明します。

問題
一部のウィザードやダイアログウィンドウで特定のボタンが表示されない場合があります。

解決策
ブラウザのフォントサイズを変更するか、ボタンが表示されるまでスクロールバーを上下左
右に移動します。

ログインしても、ログインページにリダイレクトされる
この項では、VRW の使用中に発生する可能性のあるエラー、およびそのエラーからリカ
バリするための解決策について説明します。

問題
ユーザーは、正しいユーザー ID とパスワードを使ってログインしてもログインページにリ
ダイレクトされます。ホスト名に下線文字が含まれる場合、Internet Explorer（IE）の制限
によりこの問題が発生します。

解決策
次の回避策のいずれかを使用します。これらは望ましい順に記載されています。
■

代替ホスト名を作成します。
UNIX コンピュータの /etc/hosts ファイルを編集し、下線文字を使わずに代替ホス
ト名を含めます。また、IE を実行している Windows クライアントの hosts ファイルを
編集して代替ホスト名を含めます。URL 内でこの代替ホスト名を使います。

■

IE の代わりに Netscape を使います。

■

IE では、URL 内でホスト名を使わずに IP アドレスを使います。

101

102

付録 A VRW のトラブルシューティング
ログインしても、ログインページにリダイレクトされる

索引

I

セカンダリの追加 19
テイクオーバー 88
バンカーの削除 74
プライマリの作成 15
ボリュームサイズの変更 60
ボリューム削除 62
ボリューム追加 58
レプリケーション一時停止 68
レプリケーション再開 69
レプリケーション停止 70

IP アドレス、変更 71

R
RDS
RVG 役割の変更 85
アイコン 52
作成 14
状態情報 36
セカンダリの削除 73
データボリュームのサイズ変更 60
データボリュームの削除 62
バンカーの削除 74
ボリュームの管理 57
ボリュームの関連付け 58
レプリケーションの一時停止 68
セカンダリへのレプリケーションの停止 70
RDS からのデータボリュームの関連付け解除 62
RDS の状態
プライマリ RVG 52
RVG
アイコン 51
RVG 状態
プライマリ RVG 51

S
SRL 保護
変更 64

V
VRW タスク
バンカーのアクティブ化 96
VVR VEA ウィザード
バンカーの追加 23

W
Web ウィザード
移行 86
セカンダリ削除 73
セカンダリ作成 92

あ
エラー、ページの表示の問題 100

か
［概略（Summary）］ビュー 34
強制接続 30
高速フェールバック 89
［高速フェールバックなし（No fast failback）オプショ
ン］ 89

さ
自動同期 26
障害の発生したプライマリからのテイクオーバー 88
詳細表示 37
セカンダリ
RDS への追加 19
削除 73
バンカーの削除 74
セカンダリ RVG
セカンダリの削除 73
レプリケーションの一時停止 68
セカンダリへのレプリケーションの停止 70
セカンダリ RVG の削除 73
セカンダリ削除ウィザード 73
セカンダリの追加ウィザード 19
セカンダリの同期
自動同期 26
方法 25
セカンダリへ降格ウィザード 92

104

索引

た
帯域幅の制限
変更 64
タスク
バンカーの非アクティブ化 97
チェックポイント
削除 78
作成 76
終了 28
表示 78
チェックポイントオプション 27、30
チェックポイントオプションの使用 27、30
チェックポイントの終了 28
チェックポイントの接続
使用 28
遅延高水準点
表示 43、47、50
変更 66
遅延低水準点
表示 43、47、50
変更 66
遅延保護
変更 64
テイクオーバーウィザード 88
データボリューム
削除 62
データボリュームのサイズ変更 60
同期
差分 92

は
パケットサイズ
変更 64
バンカー削除ウィザード 74
バンカーセカンダリ
アクティブ化 96
削除 74
追加
VVR VEA の使用 23
非アクティブ化 97
バンカーのアクティブ化 96
バンカーの追加
VVR VEA の使用 23
バンカーの非アクティブ化 97
ビュー
［概略（Summary）］ビュー 34
フェールバック
概要 89
高速フェールバック 89

高速フェールバック同期 90
差分同期 94
推奨される方法 89
セカンダリへ降格ウィザードの使用 92
フェールバックのオプション 88
プライマリ RVG
作成の前提条件 15
役割の変更 85
プライマリ削除ウィザード 75
プライマリの作成ウィザード 15
プライマリ（Primary）
削除 75
ページの表示の問題 100
ボリューム
RDS からの削除 62
RDS への関連付け 58
管理 57
サイズ変更 60
セカンダリ RVG への追加 19
ボリュームサイズ変更ウィザード 60
ボリューム削除ウィザード 62
ボリューム追加ウィザード 58

ま
マイグレートウィザード 86

ら
例
高速フェールバックを使ったフェールバック 90
差分同期を使ったフェールバック 94
シナリオ 14
レプリケーション
再開 69
設定の概要 13
停止 70
一時停止 68
レプリケーション一時停止ウィザード 68
レプリケーション再開ウィザード 69
レプリケーション設定
SRL 保護 64
帯域幅の制限 64
パケットサイズ 64
レプリケーションのモード 64
レプリケーションプロトコル 64
レプリケーション停止ウィザード 70
レプリケーションの一時停止 68
レプリケーションのモード
変更 64

索引

レプリケーションプロトコル
変更 64

105

