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1
Veritas File System の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas File System について

■

Veritas File System の機能

■

Veritas File System のパフォーマンスの向上

■

Veritas File System の使用

Veritas File System について
ファイルシステムとは、コンピュータファイルとそれに含まれるデータを保存、整理する単
純な手法で、検索とアクセスを容易にします。形式的に言えば、ファイルシステムとは、
データのストレージ、階層編成、操作、ナビゲーション、アクセス、取り込みなどが実装さ
れた抽象データ型（メタデータなど）の一式です。
Veritas File System（VxFS）は、商用では初めてのジャーナルファイルシステムです。
ジャーナルを使うと、メタデータの変更はまずログ（またはジャーナル）に書き込まれ、次
にディスクに書き込まれます。変更を複数の場所に書き込む必要がなく、メタデータは非
同期で書き込まれるため、スループットが大幅に速くなります。
また、VxFS は、エクステントを管理単位としたインテントログファイルシステムです。VxFS
は、優れたパフォーマンスと高い可用性、そして大容量のデータ処理能力を必要とする
操作環境にとって最適なファイルシステムです。
VxFS の主要コンポーネントは次のとおりです。
■

ログ記録

■

エクステント

■

ファイルシステムのディスクレイアウト
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第 1 章 Veritas File System の概要
Veritas File System について

ログ記録
どのファイルシステムにおいても重要なのは、システムクラッシュが発生した場合のリカバ
リ方法にあります。以前のリカバリ方法では、ファイルシステム全体にわたり時間をかけて
スキャンする必要がありました。良い解決法としては、ファイルのメタデータをログに記録
する（またはジャーナルする）方法があります。
VxFS では、システムの変更が発生するたびに新しい属性情報をファイルシステムの保
存領域にログとして記録します。ファイルシステムは、ログに対するメタデータの書き込み
が完了した場合に限り、実際のデータをディスクに書き込みます。システムクラッシュが発
生した場合は、システムのリカバリコードを使って、メタデータのログを分析して問題のファ
イルのみを消去します。ログに記録しない場合は、ファイルシステムの検査（fsck）でメタ
データをすべて確認する必要があります。
インテントログでは、ファイルシステムのトランザクション処理をログに記録することにより、
異常終了が発生した場合のシステム休止時間が最も短くなるようにします。システムが予
想に反して停止した場合は、このログを読み込んで未処理のトランザクションを完了させ
ることができます。ファイルシステムの検査と修復に要する時間は、ファイルシステムの規
模を問わず数秒に短縮させることができます。
デフォルト設定時の VxFS ファイルシステムでは、ファイルのトランザクションをディスクに
コミットする前にログに記録し、ファイルシステムが予想に反して停止した場合にファイル
システムの検査と修復に要する時間を短縮させます。

エクステント
エクステントは、コンピュータファイルシステム内の連続したストレージ領域で、ファイル用
に予約された領域です。ファイルに対する書き込みを開始すると、エクステント全体が割
り当てられます。ファイルに再び書き込みを行うと、前回の書き込み場所に続けてデータ
が書き込まれます。これにより、ファイルの断片化を少なくするかまたは回避できます。
VxFS は、エクステントベースのファイルシステムのため、エクステント（複数ブロックで構
成可能）を使ってアドレス指定します。単一ブロックセグメントにアドレス指定するのでは
ありません。したがって、エクステントを使うとファイルシステムのスループットを向上できま
す。

ファイルシステムのディスクレイアウト
ディスクレイアウトは、ファイルシステムの情報がディスクに保存される方法です。VxFS で
は、バージョン 1 から 7 までの複数のディスクレイアウトを作成して、様々な新機能と固有
の UNIX 環境がサポートされます。現在作成およびマウントできるのは、バージョン 4、
5、6、7 のディスクレイアウトのみです。
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Veritas File System の機能
VxFS には次の機能があります。
■

エクステントベースの割り当て
エクステントを使った場合、格納領域に連続するブロックが割り当てられると、複数の
ブロック単位でディスク I/O が可能になります。

■

エクステント属性
エクステント属性とは、ファイルに対応するエクステント割り当てポリシーのことです。

■

ファイルシステムの高速リカバリ
VxFS は、システム障害からのファイルシステムの高速リカバリを実現します。

■

マウントの拡張オプション
VxFS ファイルシステムは、拡張データ整合性モード、拡張パフォーマンスモード、一
時ファイルシステムモード、改良された同期書き込みモード、大容量ファイルサイズな
どを指定する拡張 mount オプションをサポートします。

■

拡張データ整合性モード
VxFS は、ディスクへの新しいファイルサイズの更新を、ディスクからデータが消去さ
れるのを待ってから行うことで、ファイルに未初期化データが含まれる問題を回避しま
す。

■

拡張パフォーマンスモード
VxFS はパフォーマンスを向上するためのマウントオプションを備えています。

■

一時ファイルシステムの各モード
VxFS には、ほとんどの操作でログを遅延させるオプションがあり、一時ファイルシステ
ム上で高いパフォーマンスを実現します。

■

改良された同期書き込みモード
VxFS では、同期書き込みを実行するアプリケーションのパフォーマンスを向上できま
す。

■

大容量ファイルと大容量ファイルシステムのサポート
VxFS は 2 GB 以上のファイルと、最大で 256 TB までの大容量ファイルシステムをサ
ポートします。

■

アクセス制御リスト（ACL）
アクセス制御リスト（ACL）には、ユーザーやグループ、およびディレクトリやファイルに
対するアクセス権限が定義されています。

■

Storage Checkpoint
バックアップアプリケーションやリストアアプリケーションでは、Storage Checkpoint を
利用できます。これは、ディスクと I/O の効果的なコピー技術であり、ファイルシステム
のフリーズしたイメージを定期的に作成します。

■

オンラインバックアップ
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VxFS では、スナップショット機能を使ったオンラインデータバックアップが提供されて
います。
■

クォータ
VxFS では、クォータがサポートされています。これにより、ユーザー単位およびグルー
プ単位でクォータを割り当て、ファイルとデータブロックという 2 つの主要なリソースの
使用を制限します。

■

クラスタファイルシステム
Cluster File System（CFS）は VxFS を拡張したものであり、複数のシステムから直接
同時に実行されるメディアアクセスをサポートします。

■

データベースのパフォーマンスの向上
キャラクタデバイス上にデータベースを作成することにより、RAW ディスク上のデータ
ベースと同レベルのパフォーマンスを実現できます。

■

CDS（Cross-platform data sharing）
CDS を使うと、異種システム間でデータを連続して共有し、そのデータを保持する物
理デバイスに各システムが直接アクセスできるようになります。

■

FCL（File Change Log）
VxFS FCL は、ファイルシステム内のファイルおよびディレクトリへの変更を記録しま
す。

■

MVS（Multi Volume Support）
MVS（Multi Volume Support）機能を使って、複数のボリュームを 1 つの論理オブ
ジェクトで表すことができます。

■

DST（Dynamic Storage Tiering）
DST（Dynamic Storage Tiering）オプションを使うと、ファイルをボリューム間で自動
再配置するポリシーを設定したり、ファイル再配置コマンドを実行してファイルを再配
置できます。これにより、特定種類のファイルにアクセスするアプリケーションのパフォー
マンスを向上できます。

■

Storage Foundation シン再生
シン再生機能により、VxFS ファイルシステムの空きデータブロックを、シンストレージ
LUN の空きストレージプールに解放することができます。この機能は VxVM ボリュー
ムにマウントされたファイルシステム上でのみサポートされます。
メモ: Storage Foundation シン再生機能は、Solaris x64 オペレーティングシステム
ではサポートされていません。
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メモ: VxFS では、UFS ファイルシステムのすべての機能がサポートされますが、ディレク
トリ中の「.」および「..」エントリへのリンクの作成や、削除、名前変更を実行することはで
きません。このような操作を実行すると、ファイルシステム操作に支障をきたす可能性があ
ります。

エクステントベースの割り当て
ディスク領域としては 512 バイトのセクタが割り当てられ、このセクタから論理ブロックが構
成されます。VxFS では、1024、2048、4096、8192 バイトの論理ブロックサイズがサポー
トされています。デフォルトのブロックサイズは、1 TB 未満のファイルシステムに対しては
1K、1 TB 以上のファイルシステムに対しては 8K です。
エクステントとは、ファイルシステム内で隣接する 1 つ以上のブロックのことです。エクステ
ントは「アドレスと長さの組み合わせ」で表現され、これによって開始ブロックのアドレスと、
（ファイルシステムまたは論理ブロックの）エクステントの長さが決まります。VxFS では、一
度に 1 ブロックではなく、複数のエクステントを格納領域に割り当てることができます。
エクステントを使った場合、格納領域に連続するブロックが割り当てられると、複数のブ
ロック単位でディスク I/O が可能になります。順次 I/O の場合、複数ブロック単位での処
理の方が 1 ブロック単位のものよりもかなり高速になり、ほぼすべてのディスクドライブで
複数ブロックの I/O 操作を実行することができます。
エクステント単位の割り当ての場合、i ノード構造体からアドレスブロック情報を解釈する
方法が、ブロック単位の割り当ての場合と比較して若干異なります。VxFS の i ノードは、
10 個のエクステントを直接参照し、各エクステントは開始ブロックアドレスとブロック単位
での長さの組み合わせで表現されています。
VxFS i ノードは、異なる種類のエクステント（ext4 と型情報付き）をサポートします。ext4
エクステントを持つ i ノードは、2 つの間接アドレスエクステントの位置も示しており、そこ
には 1 番目と 2 番目のエクステントのアドレスが含まれています。
1 番目

1 段間接エクステントに使われます。エクステント内の各エントリは間接デー
タエクステントの開始ブロック番号を示します。

2 番目

2 段間接エクステントに使われます。エクステント内の各エントリは 1 段間接
アドレスエクステントの開始ブロック番号を示します。

間接アドレスエクステントの長さは 8 K で、2048 のエントリがあります。ファイルの間接デー
タエクステントは、すべて同サイズにする必要があります。このサイズは、最初の間接デー
タエクステントが割り当てられるときに設定され、i ノードに格納されます。ディレクトリの i
ノードは、間接データエクステント用に 8 K を使っています。通常のファイル i ノードでも、
デフォルトで 8 K の間接データエクステントサイズが使われますが、vxtunefs を使うと、
このサイズを変更できます。これらの i ノードはクラスタに間接データエクステントを割り当
てることにより、大規模エクステントを実現しています。
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型情報付きエクステント
VxFS では、間接エクステントに対して i ノードのブロックマップ法を採用しています。これ
は、型情報付きエクステントと呼ばれます。ブロックマップの各エントリには、型、オフセッ
ト、開始ブロックおよびブロック数を含む型情報付き記述子レコードがあります。
間接データエクステントでは、この形式を使って、任意のエクステントの論理ファイルオフ
セットと物理ディスク位置が識別されます。
エクステント記述子のフィールドは、次のとおりです。
型

エクステント記述子レコードを一意に識別し、レコードの長さと書式を定義し
ます。

オフセット

任意の記述子をブロック単位の論理ファイルオフセットで表現します。ルック
アップを最適化して、空の記述子エントリを削減します。

開始ブロック

ファイルシステム内のエクステントの開始ブロックです。

ブロック数

エクステント内の連続するブロック数です。

型情報付きエクステントには次の特性があります。
■

間接アドレスブロックには、完全な型情報が付けられています。その長さは可変長で、
最大 8 K となるように最適化されています。断片化されたファイルシステムでは、空き
領域に応じて間接エクステントのサイズは 8 K 以下になることがあります。VxFS では
デフォルトで間接エクステントのサイズが 8 K に設定されていますが、必要に応じて
サイズを小さくすることがあります。

■

間接データエクステントは大きさが可変なので、連続した大量のエクステントをファイ
ルに割り当てることが可能になり、VxFS の最適化 I/O を最大限に利用することが可
能になります。

■

スパースファイル内のホール（穴）は領域を必要としないため、型付きレコードにより割
り当てを実行しないようにしています。ホールの位置は、記述子のオフセットと長さを
付加し、その情報と次のレコードのオフセットとを比較することで決定されます。

■

間接エクステントの段数には制限がありませんが、データエクステントの長さが可変な
ので、この形式では可能な限り段数が浅くなるように実装されています。

■

この形式では、型情報指示子を使ってコード形式とその内容を決定しているため、新
たなコード形式や実装内容に対しては、新たな型情報指示子を定義することによっ
て適応することができます。

間接エクステントが必要な場合にのみ、レギュラーファイルおよびディレクトリに対して現
行の型情報付きフォーマットが使われます。型付きレコードの長さは従来の形式よりも長
いため、必要とされる i ノードの直接エントリ数が削減されます。新しく作成されたファイル
は、まず、i ノードに 10 の直接エクステントを持つことのできる従来の形式で開始します。
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間接エクステントが必要となった時点で i ノードブロックマップが型情報付きフォーマット
に変換されるため、両方のフォーマットの利点を活かすことができます。

エクステント属性
VxFS では、1 つ以上のエクステントから構成されるグループ単位で、ファイルにディスク
領域が割り当てられます。また、アプリケーションからエクステント割り当てを部分的に制
御することも可能になっています。エクステント属性とは、ファイルに対応するエクステント
割り当てポリシーのことです。
システム管理者は setext と getext コマンドを使って、ファイルに対応するエクステント
属性の設定や表示を実行することができるほか、領域の事前割り当ても実行することがで
きます。
setext（1）と getext（1）のマニュアルページを参照してください。

システム管理者は、vxtunefs コマンドを使って、ファイルシステムの間接データエクステ
ントのデフォルトサイズの設定や表示を実行することができます。
vxtunefs（1M）のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステムの高速リカバリ
通常のファイルシステムはシステム障害からリカバリする際、そのための唯一の手段であ
る fsck ユーティリティによるファイルシステム構造全体の検証に依存しています。ディス
ク構成の規模が大きな場合には、このユーティリティによる構造全体の調査、ファイルシ
ステムの整合性の検証および不整合部分の修正の処理には、必然的に相当の時間が
必要になります。VxFS は、VxFS インテントログと VxFS インテントログのサイズ変更機能
で高速リカバリを実現します。

VxFS インテントログ
VxFS では、VxFS インテントログでファイルシステムの動作を追跡することによって、シス
テム障害からのリカバリ時間が短縮されます。この機能により、ファイルシステム構造に対
する未完了の変更処理が循環インテントログに記録されます。ユーザーやシステム管理
者がインテントログによるリカバリ機能の存在に気付くことは、システム障害時を除いて、
通常ありません。システム障害からのリカバリの際、VxFS で提供される fsck ユーティリ
ティはインテントログの再生、すなわちインテントログのスキャンを実行し、システム障害時
に実行されていたファイルシステムへの操作を取り消すか、または完了させます。そのた
め、ファイルシステムの構造全体を検査しなくてもファイルシステムをマウントできる状態
になります。ディスクにハードウェア障害があると、インテントログを再生しても損傷を受け
たファイルシステム構造のリカバリを完了できない場合があります。そのような場合は、
VxFS の fsck ユーティリティを使って、ファイルシステムの構造全体の検査を完了させる
必要があります。
p.21 の 「log オプションとデータ整合性」 を参照してください。
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VxFS インテントログのサイズ変更
VxFS インテントログは、ファイルシステムを最初に作成する際に割り当てられます。イン
テントログのサイズは、ファイルシステムのサイズによって異なり、ファイルシステムが大き
くなるほど、インテントログのサイズも大きくなります。ディスクレイアウトバージョン 4 と 5 の
インテントログの最大デフォルトサイズは 16 MB です。ディスクレイアウトバージョン 6 と
7 のインテントログの最大デフォルトサイズは 64 MB です。
ディスクレイアウトバージョン 6 と 7 では、fsadm コマンドの logsize オプションを使って、
インテントログのサイズを動的に増減できます。インテントログのサイズを増やすと、ログの
折り返し回数が減るため、システムの処理効率が向上します。ただし、システムに障害が
ある場合は、インテントログのサイズを増やすと、ログの再生に必要な時間も長くなります。
メモ: インテントログを不適切なサイズに設定すると、システムの処理効率に悪影響を及
ぼす可能性があります。
mkfs_vxfs（1M）および fsadm_vxfs（1M）の各マニュアルページを参照してください。

マウントの拡張オプション
VxFS ファイルシステムでは、mount コマンドが次のように強化されています。
■

拡張データ整合性モード

■

拡張パフォーマンスモード

■

一時ファイルシステムモード

■

改良された同期書き込みモード

■

大容量ファイルサイズのサポート

p.34 の 「VxFS ファイルシステムのマウント」 を参照してください。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

拡張データ整合性モード
VxFS をはじめ多くの UNIX ファイルシステムでは、ファイル書き込みのデフォルトモード
は遅延（バッファ）です。つまり、書き込まれるデータは、いったんファイルシステムキャッ
シュにコピーされ、その後ディスクにフラッシュされます。
遅延書き込みでは、データをディスクに同期的に書き込むよりも、パフォーマンスは向上
します。ただし、システム障害が起きた場合、障害発生の直前に書き込まれていたデー
タは、ディスクにフラッシュされていないため、失われることがあります。さらに、書き込み
要求の一部としてファイルに領域が割り当てられており、システム障害の発生前に対応す
るデータがディスクにフラッシュされていなかった場合、初期化されていないデータがファ
イルに含まれます。
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最も一般的な書き込みである遅延拡張書き込み（ファイルサイズを拡張する遅延書き込
み）の場合、VxFS は、データがディスクにフラッシュされるまで待機してから、ディスクの
ファイルサイズを更新することにより、初期化されていないデータがファイルに含まれる問
題を回避しています。ディスクにデータがフラッシュされる前にシステム障害が起きた場
合、ファイルサイズがまだ更新されていないためにデータが初期化されず、初期化されて
いないデータがファイルに含まれません。割り当てられた未使用ブロックは再利用されま
す。

blkclear オプションとデータ整合性
絶対的なデータ整合性よりも処理効率を優先させる環境では、前述の状況は問題では
ありません。ただし、VxFS は未初期化データがファイルに含まれないようにする mount
-o blkclear オプションを提供することで、データ整合性を強化した環境をサポートして
います。

closesync オプションとデータ整合性
VxFS の mount -o mincache=closesync オプションは、コンピュータを停止しないで
電源を落とす可能性のあるユーザーのいる環境で使います。closesync モードでは、
データを失う可能性があるのは、システムのクラッシュ時または停止時に書き込まれてい
たファイルです。このモードを使うと、ファイルを閉じるときに変更内容がディスクに書き出
されます。

log オプションとデータ整合性
ファイルシステムでは、ファイルシステムに対する構造上の変更はすぐにはディスクに書
き込まれないため、非同期と言えます。これにより、処理効率が向上します。ただし、シス
テムに対する直前の変更内容をシステム障害の発生時に失うことがあります。たとえば、
ファイルに加えた属性に関する変更や直前に作成したファイルが失われる場合がありま
す。
mount -o log インテントログオプションを使うと、システムコールがアプリケーションに戻

る前に、ファイルシステムの構造に関連する変更内容がすべてディスクにログとして記録
されます。このオプションを使った場合、rename（2）システムコールは、ファイルデータの
永続性を保証するためにソースファイルをディスクにフラッシュしてから、名前を変更しま
す。システムコールが復帰するときに、rename（）コールも永続性が保証されます。fsync
（2）および fdatasync（2）システムコールによるファイルシステムデータとメタデータへの
変更は、コールがいったん復帰すれば永続性が保証されます。

拡張パフォーマンスモード
VxFS には、delaylog など、パフォーマンスを向上させる mount オプションがあります。
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delaylog オプションと拡張された処理効率
VxFS のデフォルトログモード（mount -o delaylog）では、一部の構造上の変更に関
するログを遅延させることで、処理効率が向上します。ただし、delaylog では前述のモー
ドと同じデータ整合性は提供されません。理由は、システム障害時に直前の変更が失わ
れることがあるからです。このオプションを使うことで、少なくとも従来の UNIX ファイルシ
ステムと同程度のデータ整合性と、ファイルシステムの高速リカバリを実現できます。

一時ファイルシステムモード
通常の UNIX システムでは、一時ファイルシステムディレクトリ（/tmp や /usr/tmp など）
に、システムの再ブート時に保持する必要がないファイルが保存されます。これらは一時
的なディレクトリなので、その中に存在するファイルシステム構造の整合性を完全に保つ
必要はありません。VxFS の mount -o tmplog オプションを使うと、多くの操作のログを
遅延させることによって、一時ファイルシステムのパフォーマンスが向上します。

改良された同期書き込みモード
VxFS では、同期書き込みを実行するアプリケーションのパフォーマンスを向上できます。
mount -o datainlog オプションを使うと、同期書き込みが少量の場合のパフォーマン
スが著しく向上します。
mount -o convosync=dsync オプションを使うと、同期データ書き込みを実行するアプ

リケーションのパフォーマンスは向上しますが、同期を行う i ノードアクセス時間の更新パ
フォーマンスは変わりません。
警告: -o convosync=dsync オプションを使うと、POSIX セマンティクスに違反する場合
があります。

大容量ファイルのサポート
VxFS を使うと、大容量ファイル（2 GB より大きなファイル）を含むファイルシステムの作
成、マウント、管理が行えます。
警告: アプリケーションやユーティリティには、大容量ファイルに対応していないものもあり
ます。

アクセス制御リスト
アクセス制御リスト（ACL）には、ユーザーやグループ、およびディレクトリやファイルに対
するアクセス権限が定義されています。ACL はファイルごとに定義することもできれば、
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複数のファイルで共有することもできます。ACL では複数のユーザーやグループに対し
てアクセス権限を詳細に指定できます。CFS では、ACL がサポートされています。
getfacl（1）と setfacl（1）のマニュアルページを参照してください。

Storage Checkpoint
Veritas File System では、可用性、障害からのリカバリおよびパフォーマンスを向上さ
せるために、ディスクによるバックアップとオンラインのバックアップおよびリストア機能が
提供されており、頻繁に効率よくバックアップを実行することができます。バックアップア
プリケーションやリストアアプリケーションでは、Storage Checkpoint を利用できます。こ
れは、ディスクと I/O の効果的なコピー技術であり、ファイルシステムのフリーズしたイメー
ジを定期的に作成します。Storage Checkpoint では、ある時点におけるファイルシステ
ムのビュー（構造）を提示し、その後はもとのファイルシステムブロックのコピーを識別して
保持します。ディスクベースのミラー化を使う代わりに、チェックポイントでは、ファイルシス
テムで使用可能な空き領域プールを使うことによって、ディスク領域の消費を抑制し、ま
た I/O のオーバーヘッドを大幅に削減します。
Storage Checkpoint 機能は別ライセンスです。

オンラインバックアップ
VxFS では、スナップショット機能を使ったオンラインデータバックアップが提供されてい
ます。この機能では、マウントされているファイルシステムのイメージに対して、特定時点
で読み取り専用のコピーが瞬時に作成されます。もとのファイルシステムは、スナップファ
イルシステムと呼ばれ、コピーは、スナップショットと呼ばれます。
スナップファイルシステムに変更が加えられると、古いデータはスナップショットにコピーさ
れます。スナップショットの読み取りでは、変更されていないデータはスナップファイルシ
ステムから読み取られ、変更されたデータはスナップショットから読み取られます。
バックアップは、次のいずれかの方法で実行します。
■

スナップショットから選択されたファイルをコピーする（find と cpio を使用）。

■

ファイルシステム全体のバックアップを実行する（fscat を使用）。

■

完全または増分バックアップを実行する（vxdump を使用）。

p.71 の 「スナップショットファイルシステムについて」 を参照してください。

クォータ
VxFS では、クォータがサポートされています。これにより、ユーザー単位およびグループ
単位でクォータを割り当て、ファイルとデータブロックという 2 つの主要なリソースの使用
を制限します。これらのリソースごとにクォータを割り当てることができます。各クォータで
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は、それぞれのリソースについてハード制限とソフト制限という 2 種類の制限を設けてい
ます。
ハード制限（hard limit）は、データブロックやファイルの絶対的な制限を表します。ユー
ザーは、どのような場合でもハード制限を超えたリソースを使うことができません。
ソフト制限（soft limit）は、ハード制限より低い値であり、特定の時間内であれば、この制
限を超えることができます。すなわち、特定の時間内であれば、ユーザーは一時的にこ
の制限を超えてリソースを使えます。
p.105 の 「クォータ限度について」 を参照してください。

データベースのサポート
通常、データベースはバックアップ、コピー、移動といったタスクを容易に行えるようにファ
イルシステム上に作成されますが、RAW ディスクデバイス上に作成された場合と比べて
処理速度は遅くなります。
VxFS の Quick I/O for Database 機能を使うと、パフォーマンスを低下させることなく、
ファイルシステム上にデータベースを構築することができます。Quick I/O for Database
では、キャラクタデバイスとして使用可能にするために事前に連続領域を割り当てた通常
ファイルが作成されます。キャラクタデバイス上にデータベースを作成することにより、RAW
ディスク上のデータベースと同レベルのパフォーマンスを実現できます。
通常の VxFS ファイルを RAW デバイスとして使うと、データベースでは次の利点があり
ます。
■

Oracle サーバーなど市販のデータベースサーバーは、カーネルがサポートしている
非同期 I/O の呼び出しを、通常ファイルではなくこの擬似デバイスに対して発行する
ことができます。

■

データベースサーバーが実行する read（）および write（）システムコールが、通常
のファイルでは発生するカーネル内の読み取りまたは書き込みロックの取得と解除を
行わなくても済むようになります。

■

VxFS では、データベースサーバーにすでにバッファされているデータの二重バッファ
リングを回避できます。この機能により、リソースを解放して他の用途で使えるようにな
り、パフォーマンスが向上します。

■

これらのデバイスに対する I/O では、システムバッファのキャッシュは必要ありません。
そのため、VxFS では通常のファイルからのデータの読み取りまたは書き込み時に、
ユーザー領域とカーネル領域間でのコピーに要するコストを抑えることができます。こ
のプロセスにより、バッファ付き I/O に比べて、1 回の I/O トランザクションに対する
CPU 時間を大幅に削減できます。
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クラスタファイルシステム
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）を使うと、クラスタ化された
サーバーは、そのファイルシステムを使うアプリケーションがすべてそのサーバーと同じ
サーバーで実行されているかのように、ファイルシステムを同時にマウントしたり、処理し
たりすることができます。Veritas Volume Manager のクラスタ機能（CVM）では、クラスタ
を介して論理ボリュームと RAW デバイスアプリケーションにアクセスすることができます。
SFCFS 5.0 からは、クラスタ内のすべてのノードが同時にメタデータサーバーとして機能
する対称性を持ったアーキテクチャを SFCFS で採用しています。SFCFS は、それでも、
マスター/スレーブやプライマリ/セカンダリといった以前の構成をある程度残しています。
各クラスタファイルシステムをマウントする最初のサーバーがそのプライマリとなり、クラス
タに含まれるその他のノードはすべてセカンダリとなります。アプリケーションは、そのアプ
リケーションを実行するサーバーからファイルに含まれるユーザーデータに直接アクセス
します。各 SFCFS ノードには、独自のインテントログが含まれます。ファイルシステムの操
作（ファイルの割り当てや削除など）は、クラスタに含まれるいずれのノードからも行えま
す。
VxFS をインストールしてクラスタ機能を有効にしただけでは、CFS の設定を作成すること
はできません。ファイルシステムクラスタ化には、通信サービスを有効にしたり、ストレージ
リソースを提供するなど他の Veritas 製品が必要となります。これらの製品は、VxFS とと
もに Storage Foundation Cluster File System にパッケージ化されており、完全なクラ
スタ化環境が提供されます。
『Veritas Storage Foundation Cluster File System 管理者ガイド』を参照してください。
クラスタマウントにする場合は、mount -o cluster オプションを使ってファイルシステム
をマウントする必要があります。-o cluster オプションを使わないでマウントしたファイル
システムは、ローカルマウントと呼ばれます。
SFCFS 機能は別ライセンスです。

CDS（Cross-platform data sharing）
CDS を使うと、異種システム間でデータを連続して共有し、そのデータを保持する物理デ
バイスに各システムが直接アクセスできるようになります。この機能は、Veritas Volume
Manager（VxVM）とともに使う場合に限り、使えます。
『Veritas Storage Foundation Cross-Platform Data Sharing 管理者ガイド』を参照し
てください。

FCL（File Change Log）
VxFS FCL は、ファイルシステム内のファイルおよびディレクトリへの変更を記録します。
FCL は、バックアップ製品、Web 巡回ロボット、検索および索引エンジン、レプリケーショ
ンソフトウェアなど、ファイルシステム全体をスキャンして、前回のスキャン以降に変更され
た箇所を検出するアプリケーションによって使われます。FCL 機能は別ライセンスです。
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p.114 の 「FCL のファイルについて」 を参照してください。

MVS（Multi Volume Support）
MVS（Multi Volume Support）機能を使って、複数のボリュームを 1 つの論理オブジェ
クトで表すことができます。含まれる論理ボリュームとのすべての I/O は、ボリュームセット
を介して指示されます。この機能は、VxVM とともに使う場合に限り、使用可能です。MVS
機能は別ライセンスです。
p.122 の 「MVS（Multi Volume Support）について」 を参照してください。

DST（Dynamic Storage Tiering）
DST（Dynamic Storage Tiering）オプションは、MVS 技術に基づいています。DST を
使うと、2 つ以上のボリュームを 1 つのファイルシステムにマップできます。さらに、ファイ
ルを別のボリュームに自動的に再配置するようにポリシーを設定したり、ファイル再配置
コマンドを実行してファイルを再配置することができます。使う複数のボリュームに対して、
ファイルの配置場所を選択できるようになります。これにより、特定の種類のファイルにア
クセスするアプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。DST 機能は、
別ライセンスとなっており、また VRTSfppm パッケージとともに使うことができます。
p.141 の 「DST（Dynamic Storage Tiering）について」 を参照してください。

ファイルシステムのシン再生
ファイルが作成され、ファイルシステムに書き込まれるとき、ストレージがシンストレージ
LUN から割り当てられます。このストレージは、ファイルが削除されるとき、シンストレージ
LUN に返されません。ファイルシステムは、空きストレージをシンストレージ LUN に解放
する明示的なタスクを実行する必要があります。これは Storage Foundation シン再生機
能により実行されます。シン再生は VxVM ボリュームにマウントされたファイルシステム上
でのみサポートされます。
メモ: Storage Foundation シン再生機能は、Solaris x64 オペレーティングシステムでは
サポートされていません。

Veritas File System のパフォーマンスの向上
従来のファイルはブロック単位の割り当てスキームを使ったものです。この割り当てポリ
シーでは、小規模なファイルに対して十分なランダムアクセスと遅延が提供されますが、
大容量ファイルのスループットに制限があります。そのため、従来のファイルは、ミッション
クリティカルな処理環境では必ずしも最適なものではありません。
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VxFS では、UFS とは異なる割り当て方法が使われています。そのため、割り当て、I/O
およびキャッシュポリシーをより細かく制御できます。
p.28 の 「Veritas File System の使用」 を参照してください。
VxFS では、次の機能が強化されています。
■

データ同期 I/O

■

ダイレクト I/O およびディスカバードダイレクト I/O

■

I/O パフォーマンスの向上

■

キャッシュアドバイザリ

■

ディレクトリ拡張機能

■

ファイルのアラインメント、エクステントサイズおよび事前割り当ての明示的な制御

■

I/O チューニングパラメータ

■

調整可能な間接データエクステントサイズ

■

VxVM™ との統合

■

大容量ディレクトリのサポート
メモ: VxFS では、大量のファイルが入ったディレクトリのファイルルックアップ時間を短
縮します。

I/O パフォーマンスの向上について
VxFS では、I/O クラスタ化ポリシーを積極的に適用し、VxVM との統合を実行し、ファイ
ルシステムごとにアプリケーション固有のパラメータ設定を許すことによって、I/O パフォー
マンスが向上しています。

拡張 I/O クラスタ化機能
I/O のクラスタ化とは、処理効率を向上させるために、複数の I/O 操作をグループ化する
ための手法の 1 つです。VxFS の I/O ポリシーは、他のファイルシステムより積極的にク
ラスタ化処理を実行することで、大容量ファイルに対して高い I/O スループットを実現し
ています。その結果、RAW ディスクと同レベルの処理効率が得られます。

VxVM との統合
VxFS は VxVM と統合されています。そのため、基盤となるボリュームの I/O 特性を決定
し、それに従って I/O を実行できます。また、VxFS では、この情報を使って、mkfs によっ
て適切なアロケーションユニットを整列し、カーネルからの I/O 操作を効率よく実行しま
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す。また、VxFS では、この情報を使って、mkfs によって適切なアロケーションユニットを
整列し、カーネルからの I/O 操作を効率よく実行します。
VxFS と VxVM の統合により、VxVM から I/O パラメータセットのエクスポートが可能に
なり、I/O の処理効率が向上します。このインターフェースにより、RAID 5 ボリューム、ス
トライプボリューム、ミラーボリュームなど、ボリューム設定に応じた高い処理効率を実現で
きます。RAID 5 ボリュームで I/O の処理効率を著しく高めるには、フルストライプ単位の
書き込みが重要です。VxFS では、これらのパラメータを使って適切な I/O 要求を VxVM
に伝達します。

アプリケーション固有のパラメータ
ファイルシステム単位で、次のようなアプリケーション固有のパラメータを設定することで
も、I/O の処理効率を向上できます。
■

ディスカバードダイレクト I/O
この値を超えるサイズはどれもダイレクト I/O として実行されます。

■

ダイレクト I/O の最大サイズ
この値は、1 つのダイレクト I/O の最大サイズを指定します。

vxtunefs（1M）および tunefstab（4）の各マニュアルページを参照してください。

Veritas File System の使用
主な使用方法は、VxFS の管理、修正、チューニングの 3 つがあります。
■

「Veritas Enterprise Administrator のグラフィカルユーザーインターフェース」

■

「オンラインシステム管理」

■

「アプリケーションプログラミングインターフェース」

Veritas Enterprise Administrator のグラフィカルユーザー
インターフェース
Enterprise Administrator（VEA）は、サーバーとクライアントで構成される Java™ 技術
を採用した GUI ベースのアプリケーションです。サーバーは、ボリューム管理ツールと
VxFS が稼動している UNIX システムで動作します。クライアントは、Java Runtime
Environment がサポートされている任意のプラットフォームで動作します。
ローカルシステムまたはリモートシステムでは、GUI を採用した次の管理機能を使えます。
■

ボリューム上でのファイルシステムの作成

■

ボリュームセット上でのファイルシステムの作成

■

ファイルシステムテーブルからのファイルシステムの削除
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■

ファイルシステムのマウントおよびマウント解除

■

ファイルシステムの断片化解消

■

ファイルシステム容量の監視

■

ファイルシステムのスナップショットコピーの作成

■

ファイルシステムの検査

■

ファイルシステムプロパティの表示

■

クラスタノードからのファイルシステムのマウント解除

■

クラスタファイルシステムのリソース情報の削除

■

FCL（File Change Log）の保守

■

Storage Checkpoint の保守

■

MVS ファイルシステムの活用

■

インテントログオプションの設定

『Veritas Enterprise Administrator ユーザーズガイド』マニュアルを参照してください。
VEA のヘルプを参照してください。

オンラインシステム管理
VxFS には、本マニュアル全般とマニュアルページ内で説明している CLI が用意されて
います。
VxFS を使うとファイルシステムがオンラインの間は多くの管理タスクを実行できます。管
理タスクの中でさらに重要と思われる 2 つのタスクを次に示します。
■

断片化の解消

■

ファイルシステムサイズ変更タスク

断片化の解消について
フリーリソースには、最適な処理効率を達成できるような順序でアラインメントと割り当てが
実行されます。ファイルシステムは、使用中にファイルの作成、削除、サイズ変更が実行
されるに従って、フリーリソースのもとの順序が失われていきます。ファイルシステムはディ
スク上に分散していき、使われない断片が使用中の領域に挟まれたまま残されてしまい
ます。このようなプロセスは「断片化」と呼ばれます。この断片化によって、ファイルシステ
ム上でファイルへの空きエクステント（連続するデータブロックグループ）の割り当て方法
が限定されてしまうため、処理効率は低下していきます。
VxFS では、断片化の問題を解消するためのオンラインの管理ユーティリティとして fsadm
を提供しています。
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fsadm ユーティリティは、次の方法でマウントされたファイルシステムの断片化を解消しま

す。
■

ディレクトリから未使用の領域を削除する。

■

小さなファイルをすべて連続するように配置する。

■

ファイルシステムで使えるように、空きブロックを整理してまとめる。

このユーティリティは要求に応じて即時実行することができるため、cron を使って定期的
に実行するようにします。

ファイルシステムのサイズ変更について
ファイルシステムには、その作成時に特定のサイズが割り当てられます。ただし、ファイル
システムを使っていくうちにファイルシステムのサイズが適切ではなくなってくることがあり
ます。
VxFS は、使用中にファイルシステムのサイズを変更できます。一般のコンピューティング
ファイルシステムでは、このようなサイズ変更は行えません。VxFS のユーティリティである
fsadm を使うと、ファイルシステムのマウントを解除してユーザーの作業を中断することな
く、ファイルシステムのサイズを拡張または縮小できます。ただし、ファイルシステムを拡張
するには、ファイルシステムがマウントされているデバイスが拡張可能である必要がありま
す。
VxVM では、使用中でもサイズを大きくすることが可能な仮想ディスクを使って拡張を行
います。VxFS と VxVM の両方のパッケージの機能を使うことで、オンラインでの拡張が
可能になります。ボリュームとファイルシステムのサイズを変更するには、vxresize コマ
ンドを使ってください。vxresize コマンドを使うと、ファイルシステムはボリュームと一緒に
縮小、拡張します。この目的で vxassist および fsadm_vxfs を使わないでください。
vxresize（1M）のマニュアルページを参照してください。

『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

アプリケーションプログラミングインターフェース
Veritas File System Developer's Kit（SDK）には、アプリケーションプログラミングイン
ターフェース（API）を使用する場合やファイルシステムに用意されている数多くの機能や
コンポーネントを修正したり、変更したりする場合に必要とされる情報が用意されていま
す。
『Veritas File System プログラマーズリファレンスガイド』を参照してください。
VxFS は System V Interface Definition（SVID）必要条件に準拠し、Network File
System（NFS）を使ったユーザーアクセスをサポートしています。他のファイルシステムで
は利用できないパフォーマンスを向上させる機能を必要とするアプリケーションには、
VxFS の拡張機能が有効です。
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アプリケーションの拡張機能
VxFS では、商用アプリケーションと密接に関連付けられた API 機能を提供します。次
は、このような商用アプリケーションで実行できる処理です。
■

ファイル用領域の事前割り当て

■

ファイル用の固定エクステントサイズの指定

■

システムバッファキャッシュをバイパスしたファイル I/O

■

ファイルに対して想定されるアクセス様式の指定

これらの拡張機能は VxFS 固有の IOCTL システムコールで実現しているため、既存の
UNIX システムの多くではこれらの機能は使われません。VxFS 固有の cp、cpio、mv の
各ユーティリティでは、エクステント属性を保持する機能を使って領域を効率よく割り当て
ます。getext コマンドまたは VxFS 固有の ls コマンドを使って、ファイルの現在の属性
を一覧表示できます。これらの機能を使うと、カスタムアプリケーションの処理効率も向上
させることができます。アプリケーションでこれらの機能を使う場合は、可搬性の問題から、
アプリケーションで使っているファイルシステムタイプを確認する必要があります。
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2
VxFS のパフォーマンス: ファ
イルシステムの作成、マウ
ントおよびチューニング
この章では以下の項目について説明しています。
■

VxFS ファイルシステムの作成

■

VxFS ファイルシステムのマウント

■

VxFS ファイルシステムのチューニング

■

空き領域の監視

■

I/O のチューニング

VxFS ファイルシステムの作成
mkfs コマンドでファイルシステムを作成する場合は、以下の特性を選択できます。
■

「ブロックサイズ」

■

「インテントログサイズ」

ブロックサイズ
VxFS では、ブロック単位で割り当てが実行されます。他の UNIX ファイルシステムとは異
なり、VxFS は断片が存在するブロックは割り当てに使いません。VxFS では、1 つ以上
のブロックで構成されるエクステント単位で格納領域が割り当てられるからです。
ファイルシステムの作成時に mkfs -o bsize オプションでブロックサイズを指定します。
ブロックサイズは、ファイルシステムを作成した後では変更できません。VxFS の最小ブ
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ロックサイズは 1K です。デフォルトのブロックサイズは、1 TB 未満のファイルシステムに
対しては 1024 バイト、1 TB 以上のファイルシステムに対しては 8192 バイトです。
実行するアプリケーションの特性に応じてブロックサイズを選択します。たとえば、小さな
サイズのファイルを多く作成するアプリケーションの場合、1 K ブロックサイズを指定する
ことで領域が節約できます。大容量ファイルを作成するアプリケーションの場合は、1 K よ
り大きなブロックサイズが適切です。大きなブロックサイズを使うと、ファイルシステムのオー
バーヘッドとなる領域は減少しますが、ブロックサイズの倍数でないファイルが使う領域は
増加します。システムの効率を最大限にするブロックサイズを特定する簡単な方法は、シ
ステムの負荷を各サイズで試してみて、最速となるサイズを選択することです。通常のア
プリケーションでは、デフォルト値の使用が最適となります。
64 ビットのカーネルでは、作成できるファイルシステムの最大サイズはブロックサイズと
ディスクレイアウトバージョンによって決まります。
p.275 の 「ディスクレイアウトについて」 を参照してください。

インテントログサイズ
ファイルシステムの作成時に、mkfs -o logsize オプションでインテントログサイズを指
定します。ディスクレイアウトバージョン 6 または 7 では、fsadm コマンドの log オプション
を使って、インテントログのサイズを動的に増減できます。mkfs ユーティリティは、ディス
クレイアウトバージョン 6 に対してデフォルトのインテントログサイズ 64 MB を使います。
デフォルトのサイズで大部分の作業負荷に対応できます。システムが NFS サーバーとし
て使われる場合、またはシステムに書き込みが集中するような作業負荷に対して使われ
る場合、大きなログサイズを使うとパフォーマンスが向上する場合があります。
インテントログサイズが大きい場合、リカバリ時間も比例して長くなり、通常の操作時にも
ファイルシステムでメモリなど多くのシステムリソースが消費される可能性があります。
大きなログサイズでも VxFS で高いパフォーマンスを得るために、数種類のシステムパ
フォーマンスベンチマークが用意されています。ログサイズを選択する最適な方法は、ブ
ロックサイズと同様に、システムの標準的な負荷を各サイズで試してみて、最速となるサイ
ズを選択することです。

VxFS ファイルシステムのマウント
VxFS では、標準マウントモード（delaylog モード）の他に、次の操作モードを用意して
います。
■ log
■ delaylog
■ tmplog
■ logsize
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■ nodatainlog
■ blkclear
■ mincache
■ convosync
■ ioerror
■ largefiles|nolargefiles
■ cio
■ mntlock|mntunlock

キャッシング動作は mincache オプションで、O_SYNC および D_SYNC の書き込み動作は
convosync オプションで変更できます。
fcntl（2）のマニュアルページを参照してください。
delaylog および tmplog モードでは、パフォーマンスが大幅に向上します。delaylog

モードを使うと、通常 log モードの約 15 - 20 % パフォーマンスが向上し、tmplog モー
ドを使うとさらにパフォーマンスが向上します。パフォーマンスの向上は、実行される操作
と作業負荷によって異なります。読み書きが集中する作業負荷に対しては、あまりパフォー
マンスが向上しませんが、ファイルシステム構造に集中する作業負荷（mkdir、create、
rename など）に対しては 100 % 以上の向上が見込まれる可能性があります。モードを
選択するには、各ログモードでシステムの標準的な負荷をテストして、パフォーマンスを
比較することをお勧めします。
多くのモードは組み合わせて使えます。たとえば、デスクトップマシンでは、blkclear と
mincache=closesync の両方のモードを使うことが考えられます。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

log モード
log モードでは、write（2）、writev（2）、および pwrite（2）を除くすべてのシステムコー
ルは、アプリケーションに返された後は永続性が保証されます。
rename（2）システムコールでは、ファイルデータの永続性を保証するためにソースファイ

ルをディスクにフラッシュしてから、名前が変更されます。log と delaylog の両モードで、
システムコールが復帰するときに名前の変更も永続的であることが保証されます。これは、
新しいファイルの内容を一時ファイルに書き込んでからターゲットファイルに重ねて名前
を変更することにより、原子性を維持してファイルの更新を試みるシェルスクリプトやプロ
グラムにとって有益です。
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delaylog モード
デフォルトログモードは delaylog です。delaylog モードでは、write（2）、writev（2）
および pwrite（2）を除くほとんどのシステムコールの影響は、システムコールがアプリ
ケーションに戻って約 15 - 20 秒後に永続性が保証されます。それに対して、他のほとん
どのファイルシステムでは、復帰してから約 30 秒以上経過するまで大部分のシステム
コールが永続性を持ちません。高速ファイルシステムリカバリはこのモードで動作します。
rename（2）システムコールでは、ファイルデータの永続性を保証するためにソースファイ

ルをディスクにフラッシュしてから、名前が変更されます。log と delaylog の両モードで、
システムコールが復帰するときに rename も永続的であることが保証されます。これは、新
しいファイルの内容を一時ファイルに書き込んでからターゲットファイルに重ねて名前を
変更することにより、原子性を維持してファイルの更新を試みるシェルスクリプトやプログ
ラムにとって有益です。

tmplog モード
tmplog モードでのシステムコールの影響は、delaylog モードの場合と類似した永続性

の保証を備えています。さらに、遅延拡張書き込みの拡張フラッシュが無効にされること
によってもパフォーマンスは向上しますが、システム障害の発生時に書き込みが進行中
であったファイルで、データが失われたり、初期化されていないデータが出現する可能性
が高まります。このモードは一時ファイルシステムのみに使うことをお勧めします。高速ファ
イルシステムリカバリはこのモードで動作します。
メモ: 「システムコールの影響」という用語は、st_atime の変更を除く、システムコールに
よって引き起こされたファイルシステムのデータおよびメタデータに対する変更を指しま
す。
stat（2）のマニュアルページを参照してください。

持続性の保証
VxFS はすべてのログモードで POSIX に完全準拠しています。fsync（2）および
fdatasync（2）システムコールの影響は、復帰後に永続性が保証されます。write（2）、
writev（2）または pwrite（2）によって変更されたデータやメタデータの永続性の保証
は、ログのマウントオプションによる影響を受けません。これらのシステムコールの影響は、
O_SYNC、O_DSYNC、VX_DSYNC または VX_DIRECT フラグが、convosync= mount オプ
ションによって変更されてファイル記述子に指定されている場合のみ、永続性が保証され
ます。
VxFS ファイルシステムにおいて、NFS サーバーの動作は、log および tmplog マウント
オプションによって影響されませんが、delaylog マウントオプションには影響されます。
tmplog の使用時を除き、VxFS はどのような場合でも、NFS v2 および NFS v3 標準の
永続性必要条件に準拠しています。VxFS ファイルシステムの log モード専用に開発さ
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れた場合を除き、UNIX アプリケーションは他のほとんどのファイルシステムが提供する程
度の永続性保証を予期しているため、delaylog モードでマウントされた VxFS ファイル
システムで使っても堅牢性が向上します。log、mincache= および closesync の各
mount オプションは、他のほとんどのファイルシステムで得られる保証よりも高度な永続
性の保証を必要とするアプリケーションにとっては有益です。ただし、現在入手できる大
部分の商用アプリケーションは、delaylog モードの場合でも、デフォルトの VxFS mount
オプションで良好に動作します。

logiosize モード
logiosize=size オプションは、読み取り、変更および書き込み機能を使うストレージデ

バイスのパフォーマンスを向上させるために提供されています。ファイルシステムのマウン
ト時に logiosize を指定すると、少なくとも size バイトまたは size の倍数の容量のイ
ンテントログが書き込まれて、デバイスから最高のパフォーマンスを実現できます。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。
size の値には、512、1024、2048、4096 または 8192 を指定できます。

nodatainlog モード
破損ブロックの再ベクトル化をサポートしないディスクを使うシステムには、nodatainlog
モードを使います。通常、VxFS では、同期書き込みにインテントログを使います。i ノー
ド更新とデータの両方が 1 つのトランザクションとしてログに記録されるため、ディスクへ
の書き込みは二度ではなく一度で実行します。同期書き込みからアプリケーションに復
帰する際には、ファイルシステムはデータがすでに書き込まれていることをアプリケーショ
ンに通知します。このとき、ディスク障害が原因でメタデータの更新に失敗すると、ファイ
ルには破損マークが付けられ、ファイル全体が失われることになります。
破損ブロックの再ベクトル化をサポートしているディスクの場合は、データの更新に失敗
する可能性が低いため、同期書き込みが正常にログに記録されます。破損ブロックの再
ベクトル化をサポートしていないディスクの場合は、データの更新に失敗する可能性があ
るため、nodatainlog モードを使う必要があります。
nodatainlog モードを使ったファイルシステムの同期書き込みは、Veritas File System

の標準モードよりも約 50 % 処理速度が低下します。他の操作では性能に影響しません。

blkclear モード
データの安全保護を重視する環境では blkclear モードを使います。blkclear モード
は、初期化されていない記憶域がファイル内に存在しないようにします。ファイルにエクス
テントを割り当てるときにディスクのエクステントを消去して、整合性を向上させます。この
モードでは書き込み範囲を広げても影響はありません。blkclear モードを使うと、VxFS
の標準モードよりも約 10 % 処理速度が低下しますが、どの程度の作業負荷がかかるか
によっても異なります。
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mincache モード
mincache モードには、次のサブオプションが用意されています。
■ mincache=closesync
■ mincache=direct
■ mincache=dsync
■ mincache=unbuffered
■ mincache=tmpcache

ユーザーがシステムを終了する前に電源を切断する可能性があるデスクトップ環境では、
mincache=closesync モードが有効です。このモードでは、ファイルを閉じるときにファ
イルの変更がすべてディスクにフラッシュされます。
パフォーマンスを向上させるために、通常のファイルシステムでは、データと i ノードの変
更をディスクに同期を取って書き込むことは実行しません。システムクラッシュが発生した
場合、発生前の数分間に更新したファイルのデータが失われる可能性があります。
mincache=closesync モードを使うと、システムクラッシュが発生したり、電源が切断され
た場合でも、その時点で開いていたファイルのデータしか失われません。
mincache=closesync モードを使うと、VxFS の標準モードよりも約 15 % 処理速度が低
下しますが、どの程度の作業負荷がかかるかによっても異なります。
次に、mincache モードを使う環境について説明します。
■ mincache=direct、mincache=unbuffered

および mincache=dsync の各モード
は、I/O のカーネルバッファリングや非同期 I/O の遅延フラッシュによってアプリケー
ションが信頼性の問題を抱えている場合に使います。

■ mincache=direct モードおよび mincache=unbuffered モードを使うと、すべての

非同期 I/O 要求は VX_DIRECT または VX_UNBUFFERED キャッシュアドバイザリが指
定されているときと同様に処理されます。
■ mincache=dsync モードを使うと、すべての非同期 I/O 要求は VX_DSYNC キャッシュ

アドバイザリが指定されているときと同様に処理されます。
VX_DIRECT、VX_UNBUFFERED および VX_DSYNC の説明と、ダイレクト I/O の必要条
件については、vxfsio（7）のマニュアルページを参照してください。
■ mincache=direct、mincache=unbuffered

および mincache=dsync の各モード
でも mincache=closesync モードと同様にファイルデータが close 実行時にフラッ
シュされます。

mincache=direct、mincache=unbuffered および mincache=dsync の各モードでは

非同期 I/O が同期 I/O に変更されるため、小規模から中規模のファイルを扱うアプリケー
ションではスループットが著しく低下する可能性があります。VX_DIRECT および
VX_UNBUFFERED キャッシュアドバイザリではデータのキャッシングが実行されないため、
読み取りキャッシュを利用しているアプリケーションでは mincache=dsync モードを使う
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ことでパフォーマンスの低下が抑えられます。mincache=direct および
mincache=unbuffered は、バッファ I/O よりも CPU 時間を必要としません。
データの整合性よりもパフォーマンスを優先させる場合は、mincache=tmpcache モード
を使います。mincache=tmpcache モードでは、遅延拡張書き込み操作に対する特殊な
処理が無効になるので、整合性が低下する分、パフォーマンスが向上します。他の
mincache モードとは異なり、tmpcache モードでは閉じられているファイルをディスクに
フラッシュしません。mincache=tmpcache オプションを使うと、クラッシュの発生時に拡張
されていたファイルに不良なデータが含まれてしまうことがあります。

convosync モード
convosync（convert osync）モードには、次のサブオプションが用意されています。
■ convosync=closesync

メモ: convosync=closesync モードでは同期書き込みおよびデータ同期書き込み
を非同期書き込みに変換し、ファイルの変更はファイルを閉じるときにディスクにフラッ
シュします。

■ convosync=delay
■ convosync=direct
■ convosync=dsync

メモ: convosync=dsync オプションを使うと、POSIX の同期 I/O 規格に対し非準拠
になります。

■ convosync=unbuffered

convosync=delay モードでは、同期書き込みおよびデータ同期書き込みは即座に処

理されず、遅延されます。ファイルを閉じるときに特別なアクションは実行されません。こ
のオプションでは、O_SYNC を指定して開かれたファイルで通常保証されるデータの整合
性は実質的に取り消されます。
open（2）、fcntl（2）、vxfsio（7）の各マニュアルページを参照してください。

警告: 同期 I/O が非同期 I/O に事実上変換されるため、convosync=closesync または
convosync=delay モードを使うときには細心の注意を払ってください。データの信頼性
を保持するために同期 I/O を使うアプリケーションでは、システムクラッシュが発生して同
期書き込み用データが消失すると処理に失敗することがあります。
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convosync=dsync モードでは、同期書き込みがデータ同期書き込みに変換されます。
closesync と同様に、direct、unbuffered および dsync の各モードを使うと、ファイ

ルを閉じるときにファイルの変更がディスクにフラッシュされます。これらのモードを使っ
て、同期 I/O を使うアプリケーションの処理を高速化できます。データの整合性を重視す
る多くのアプリケーションでは、O_SYNC fcntl を指定してファイルデータを同期的に書き
込んでいます。ただし、これにより、i ノードの更新回数が増えるため、パフォーマンスが
低下します。convosync=dsync、convosync=unbuffered および convosync=direct
のモードを使うと、アプリケーションで i ノードの時刻を修正することなく同期書き込みが
可能となるため、この問題は軽減されます。
convosync=dsync、convosync=unbuffered および convosync=direct を使う前に、

ファイルシステムを利用するアプリケーションすべてが O_SYNC での書き込み時に i ノー
ド時刻の同期更新を必要としていないことを確認してください。

ioerror モード
マウントされているファイルシステムで I/O エラーを処理するためのポリシーを設定しま
す。I/O エラーが発生するのは、ファイルデータの読み取りや書き込みの最中、またはメ
タデータの読み取りや書き込みの最中です。これらの I/O エラーにより、ファイルシステ
ムは、停止したり、パフォーマンスが低下します。ioerror オプションは、ファイルシステ
ムが様々なエラーにどう対応するかを決める 5 つのポリシーを提供します。5 つのすべて
のポリシーは、ファイルシステムを停止するか、破損した i ノードを不良であるとマークす
ることで、データの破損を抑えます。
ポリシーの種類は次のとおりです。
■ disable
■ nodisable
■ wdisable
■ mwdisable
■ mdisable

disable ポリシー
disable を選択した場合、VxFS は、I/O エラーの検出後にファイルシステムを無効にし

ます。この場合は、ファイルシステムのマウントを解除し、その I/O エラーの原因となった
状態を修正する必要があります。修復が終わったら、fsck を実行し、ファイルシステムを
再びマウントします。ファイルシステムを修復するには、多くの場合、fsck を再生します。
完全な fsck が必要となるのは、ファイルシステムのメタデータに構造上の損傷がある場
合に限られます。RAID 5 やミラー化ディスクなど、下位ストレージが冗長である環境で
は、disable を選択してください。
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nodisable ポリシー
nodisable を選択した場合、VxFS は、I/O エラーを検出すると、そのエラーを保持する

ために適切なエラーフラグを設定しますが、実行は継続します。縮退状態はデータやメ
タデータに損傷の可能性があることを示します。ファイルシステム全体に対する処理効率
の縮退を示しているわけではありません。
ファイルデータの読み書きエラーの場合、VxFS は、スーパーブロックに VX_DATAIOERR
フラグを設定します。メタデータの読み取りエラーの場合、VxFS は、スーパーブロックに
VX_FULLFSCK フラグを設定します。メタデータ書き込みエラーの場合、VxFS は、スー
パーブロックに VX_FULLFSCK および VX_METAIOERR フラグを設定し、場合によっては、
ディスク上の関連するメタデータを不良としてマークします。VxFS では、このとき適切な
エラーメッセージをコンソールに出力します。
p.227 の 「障害に対するファイルシステムの応答」 を参照してください。
ファイルシステムをできるだけ早く停止し、その I/O エラーの原因となった状態を修正す
る必要があります。修復が終わったら、fsck を実行し、ファイルシステムを再びマウントし
ます。以前の VxFS リリースのエラー処理ポリシーに最もよく似ているポリシーを実装する
場合は、nodisable を選択します。

wdisable ポリシーおよび mwdisable ポリシー
wdisable（書き込み無効化）または mwdisable（メタデータ書き込み無効化）を選択した

場合は、発生したエラーの種類によって、ファイルシステムが無効にされたり、縮退しま
す。非冗長ストレージを使う場合など、書き込みエラーよりも読み取りエラーの方が多く繰
り返される可能性がある環境では、wdisable または mwdisable を選択してください。
mwdisable が、ローカルマウントに対するデフォルトの ioerror マウントオプションです。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

mdisable ポリシー
mdisable（メタデータの無効化）を選択した場合、メタデータの読み取りまたは書き込み

の失敗によりファイルシステムが無効になります。ただし、このような処理の失敗がデータ
エクステントに限定される場合はファイルシステムの処理が継続されます。mdisable は、
クラスタをマウントするためのデフォルトの ioerror マウントオプションとなっています。

largefiles|nolargefiles オプション
この項では次の内容について説明します。
■

「大容量ファイル機能を有効にしたファイルシステムの作成」

■

「大容量ファイル機能を有効にしたファイルシステムのマウント」

■

「大容量ファイルでのファイルシステムの管理」
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VxFS は、2 GB より大きいファイルをサポートします。ファイルサイズに制限はありません
が、32 TB 以上のファイルは、64 ビットカーネルオペレーティングシステムと Veritas
Volume Manager ボリュームでのみ作成できます。
メモ: バックアップなどのアプリケーションやユーティリティで大容量ファイルを認識できな
い場合、障害が発生する可能性があります。そのような場合は、大容量ファイル機能を有
効にしないでファイルシステムを作成します。

大容量ファイル機能を有効にしたファイルシステムの作成
ファイル機能を有効にしたファイルシステムを作成するには、次のコマンドを入力します。
# mkfs -F vxfs -o largefiles special_device size
largefiles を指定して largefiles フラグを設定します。これにより、ファイルシステム

では 2 GB 以上のファイルを取り扱うことができるようになります。これはデフォルトのオプ
ションです。
フラグを解除し、大容量ファイルを作成できないようにするには、次のコマンドを入力しま
す。
# mkfs -F vxfs -o nolargefiles special_device size
largefiles は永続型フラグであり、ディスクに保存されます。

大容量ファイル機能を有効にしたファイルシステムのマウント
nolargefiles オプションを指定した mount コマンドが成功した場合、ファイルシステム

では大容量ファイルを含んだり、作成することはできません。largefiles オプションを指
定した mount コマンドが成功した場合、ファイルシステムでは大容量ファイルを含めたり
作成することができます。
指定された largefiles|nolargefiles オプションとディスク上のフラグが一致しない
場合は、mount コマンドが成功しません。
largefiles または nolargefiles オプションが指定されていない場合、mount コマン

ドではデフォルトでオンディスクフラグの現在の設定値に一致するように定義されている
ため、どちらのオプションも指定しないことをお勧めします。ファイルシステムのマウント後、
fsadm ユーティリティを使って largefiles オプションを変更できます。

大容量ファイルでのファイルシステムの管理
大容量ファイル機能を有効にしたファイルシステムの管理には、次のようなものがありま
す。
■

大容量ファイルフラグの現在の状態の確認

第 2 章 VxFS のパフォーマンス: ファイルシステムの作成、マウントおよびチューニング
VxFS ファイルシステムのマウント

■

マウントされたファイルシステム上で使う機能の切り替え

■

マウント解除されたファイルシステム上で使う機能の切り替え

largefiles フラグの現在の状態を確認するには、次のコマンドのいずれかを入力しま

す。
# mkfs -F vxfs -m special_device
# fsadm -F vxfs mount_point | special_device

マウントされたファイルシステムで機能を切り替えるには、次のコマンドを入力します。

# fsadm -F vxfs -o [no]largefiles mount_point

マウント解除されたファイルシステムで機能を切り替えるには、次のコマンドを入力します。

# fsadm -F vxfs -o [no]largefiles special_device

大容量ファイルをすでに保持しているファイルシステムの場合は、nolargefiles に変
更できません。
mount_vxfs（1M）、fsadm_vxfs（1M）および mkfs_vxfs（1M）の各マニュアルページ

を参照してください。

cio オプション
cio（同時 I/O）オプションで、同時読み取り処理や同時書き込み処理を行うためにマウ

ントされているファイルシステムを指定します。同時 I/O は、ライセンスに基づく VxFS の
機能です。cio は指定しているが、この機能のライセンスを取得していない場合、mount
コマンドを実行するとエラーメッセージが発行され、ファイルシステムがマウントされないま
ま処理が終了します。cio オプションは、再マウントで無効にはできません。cio オプショ
ンを無効にするには、cio オプションを指定しない状態でファイルシステムをマウント解除
し、再マウントする必要があります。

mntlock|mntunlock オプション
mntlock オプションを使うと、ファイルシステムがアプリケーションによってマウント解除さ

れなくなります。アプリケーションでファイルシステムを監視しているときに、そのファイル
システムが他のアプリケーションや管理者によって間違ってマウント解除されないように設
定する必要がある場合に、このオプションは便利です。
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ファイルシステムをロックした状態で umount コマンドの mntunlock オプションを使えば、
mntlock オプションの設定を解除できます。

マウントコマンドオプションの組み合わせ
mount オプションは任意に組み合わせることができますが、意味をなさない組み合わせ
もあります。一般的で適切な mount オプションの組み合わせ例を次に示します。
オプションを使ってデスクトップファイルシステムをマウントするには、次のように入力しま
す。
# mount -F vxfs -o log,mincache=closesync /dev/dsk/c1t3d0s1 /mnt

この組み合わせにより、ファイルが閉じられるときに、データが確実にディスクに同期化さ
れ、データは失われません。このため、アプリケーションが終了し、ファイルが閉じられた
ときに、システムの電源を即座に落とした場合でもデータは失われません。
一時ファイルシステムをマウントする場合、またはバックアップからリストアする場合は、次
のように入力します。
# mount -F vxfs -o tmplog,convosync=delay,mincache=tmpcache ¥
/dev/dsk/c1t3d0s1 /mnt

この組み合わせは、データの絶対整合性よりパフォーマンスを重視する一時ファイルシス
テムに有効です。O_SYNC 書き込みは遅延書き込みとして処理され、遅延拡張書き込み
は処理されません。このため、システムクラッシュが発生した場合、ファイルに破損した
データが含まれることがあります。この mount コマンドを組み合わせると、システムクラッ
シュが発生する 30 秒以内に書き込まれたファイルには壊れたデータが含まれたり、ファ
イルが失われることがあります。ただし、このようなファイルシステムは、アプリケーションに
よっても異なりますが、log モードを使ったファイルシステムと比べてディスク書き込みが
極めて少なくなり、パフォーマンスが著しく向上します。
同期書き込みを行うファイルシステムをマウントするには、次のように入力します。
# mount -F vxfs -o log,convosync=dsync /dev/dsk/c1t3d0s1 /mnt
O_SYNC 書き込みを実行するが、データ同期書き込みセマンティクスのみが必要なアプリ

ケーションのパフォーマンスを向上させる場合に、この組み合わせが使えます。ファイル
システムが convosync=dsync を使ってマウントされている場合、データの整合性を保持
したまま、パフォーマンスが著しく向上します。

VxFS ファイルシステムのチューニング
この項では、次の VxFS カーネルチューニングパラメータについて説明します。
■

「i ノードテーブルサイズのチューニング」
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■

「vx_maxlink」

■

「Veritas Volume Manager の最大 I/O サイズ」

i ノードテーブルサイズのチューニング
内部 i ノードテーブルサイズのチューニングには、次のようなものがあります。
■

内部 i ノードテーブルサイズの増加

■

ディレクトリ名ルックアップキャッシュのサイズ変更

VxFS では、i ノードが i ノードテーブルにキャッシュされます。i ノードテーブルへのエン
トリ数を決定する VxFS のチューニングパラメータは、vxfs_ninode です。
VxFS では、i ノードテーブルへのエントリ数に /etc/system にある vxfs_ninode の値
を使います。デフォルトでは、ファイルシステムはシステムのメモリサイズを基に算出した
vxfs_ninode 値を使います。
内部 i ノードテーブルサイズを増やす方法

1

/etc/system ファイルを開きます。

2

/etc/system ファイル内の次の行を更新します。
set vxfs:vxfs_ninode = new_value

vx_maxlink
VxFS の vx_maxlink チューニングパラメータは、ディレクトリで作成できるサブディレクト
リの数を決定します。
VxFS ファイルシステムはシステム設定ファイル /etc/system から vx_maxlink の値を
取得します。デフォルトで、vx_maxlink は 32K です。算出された vx_maxlink の値を
変更するには、システム設定ファイルにエントリを追加します。次に例を示します。
set vxfs:vx_maxlink = 65534
vx_maxlink にサブディレクトリの最大数を設定します。有効値は 1 から 65534（16 進数

の FFFE）です。vx_maxlink への変更内容は、再ブート後に有効になります。

Veritas Volume Manager の最大 I/O サイズ
VxFS を Veritas Volume Manager（VxVM）とともに使う場合、VxVM はデフォルトで
256 K を超えた I/O 要求を分割します。ストライピングを使う場合、パフォーマンスの最適
化のため、ファイルシステムは I/O 要求をフルストライプのサイズに分割して発行する必
要があります。しかし、ストライプサイズが 256 K を超える場合、デフォルトでは、I/O 要求
が不必要に分割されてしまいます。
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不要な I/O 要求の分割を避けるには、/etc/system ファイルの vol_maxio パラメータ
値を変更して、最大 I/O サイズを拡張します。

vol_maxio
vol_maxio パラメータは、要求を分割せずに実行できる I/O 操作の最大サイズを制御し

ます。この値より大きい論理 I/O 要求は分割され、同期的に実行されます。物理 I/O 要
求はディスクデバイスの能力に基づいて分割されるため、論理要求制限である vol_maxio
の変更には影響されません。
vol_maxio の制限値を増やすと、1 つの I/O がメモリまたはカーネルマッピング領域より

大きいサイズを要求した場合に障害を起こす可能性があります。vol_maxio の最大値
は、物理メモリまたはカーネルの仮想メモリ容量のどちらか小さい方の 20 % 未満に指定
することをお勧めします。この制限を超える値は推奨されません。この制限値内では、
vol_maxio をシステムの最大ストライプサイズに設定することで、最大の効果を得ること
ができます。これは、RAID 0 と RAID 5 の両方のストライピングについて同じことが言え
ます。
vol_maxio の値を増やすには、/etc/system の forceload:drv/vxio エントリの後に

エントリを追加し、再ブートして変更を有効にします。たとえば、次の行を追加すると、最
大 I/O サイズが 16 MB に設定されます。
set vxio:vol_maxio=32768

このパラメータは 512 バイトのセクタ単位で、16 ビット値として保存されるため、最大値は
65535 です。

空き領域の監視
通常、VxFS はファイルシステムの空き領域が 10 % 未満にならない限り、最高のパフォー
マンスを実現します。これは、ファイルシステムの空き領域が 10 % 以上であれば、断片
化を解消でき、十分なエクステント領域を確保できるからです。df コマンドを定期的に
使って、空き領域を監視することをお勧めします。
df_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

空き領域のないファイルシステムではファイルシステムのパフォーマンスに悪影響を与え
ます。このため、空き領域のないファイルシステムの場合、一部のファイルを削除するか、
または領域を拡張する必要があります。
fsadm_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

断片化の監視
断片化により、パフォーマンスや可用性が低下します。このため、fsadm の断片化チェッ
ク機能や再編成機能を定期的に使うことをお勧めします。
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断片化によって発生する問題を避ける簡単な方法は、cron コマンドによる定期的な断片
化の解消をスケジュールすることです。
断片化を解消するスケジューリングは、週単位（ファイルシステムの使用頻度が高い場合）
または月単位（ファイルシステムの使用頻度が低い場合）に設定する必要があります。エ
クステントの断片化は、fsadm コマンドを使って監視する必要があります。
断片化の程度を確認するには、次の要因をチェックします。
■

8 ブロック未満のエクステントの空き領域の割合

■

64 ブロック未満のエクステントの空き領域の割合

■

64 ブロック以上のエクステントの空き領域の割合

断片化が解消されているファイルシステムには、次の特性があります。
■

8 ブロック未満のエクステントの空き領域が 1 % 未満

■

64 ブロック未満のエクステントの空き領域が 5 % 未満

■

64 ブロック以上の空きエクステントとして利用可能な領域が全ファイルシステムサイズ
の 5 % 以上

断片化が解消されていないファイルシステムには、次の特性が 1 つ以上あります。
■

8 ブロック未満のエクステントの空き領域が 5 % 以上

■

64 ブロック未満のエクステントの空き領域が 50 % 以上

■

64 ブロック以上の空きエクステントとして利用可能な領域が全ファイルシステムサイズ
の 5 % 未満

fsadm の実行を適切な間隔でスケジュールし、エクステントを再構成する前後に fsadm
のエクステントの断片化チェック機能を実行することで、最適なエクステントの再構成を実
行するスケジュールを決定できます。
事前チェック結果は、再構成前の断片化の度合いを示します。断片化の度合いが不適
切な値に近づいている場合は、fsadm の実行間隔を短くする必要があります。断片化の
度合いが低い場合は、fsadm の実行間隔を長くできます。
事後チェック結果は、再構成後の結果を示します。断片化の度合いは、断片化されてい
ないファイルシステムの特性と同程度である必要があります。同程度でない場合、ファイ
ルシステムのサイズを変更することをお勧めします。空き領域のないファイルシステムで
は断片化が発生しやすく、その解消も困難です。また、その問題のあるファイルシステム
で、使用頻度があまり高くない時間帯に再構成を実行していない可能性もあります。
ディレクトリ再構成は、エクステント再構成ほど重要ではありませんが、定期的にディレク
トリ再構成を実行するとパフォーマンスが向上します。エクステント再構成のスケジューリ
ングに合わせてファイルシステムのディレクトリ再構成もスケジュールすることをお勧めし
ます。次のスクリプト例では、複数のファイルシステムで cron コマンドによって午前 3 時
に定期的に実行されます。
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outfile=/usr/spool/fsadm/out.`/bin/date +'%m%d'`
for i in /home /home2 /project /db
do
/bin/echo "Reorganizing $i"
/bin/timex fsadm -F vxfs -e -E -s $i
/bin/timex fsadm -F vxfs -s -d -D $i
done > $outfile 2>&1

シン再生
Veritas File System（VxFS）はシンストレージ LUN 上の空きストレージの再生をサポー
トします。空きストレージは fsadm コマンドまたは vxfs_ts_reclaim API を使って再生
されます。
fsadm_vxfs（1M）および vxfs_ts_reclaim（3）の各マニュアルページを参照してくだ

さい。
シン再生は VxVM ボリュームにマウントされたファイルシステム上でのみサポートされま
す。
次の例では、/mnt1 にマウントされた VxFS ファイルシステム上のシンストレージ LUN に
空きストレージを再生します。
# fsadm -R /mnt1

Veritas File System は、vxfs_ts_reclaim API を使って、ファイルシステムの一部の
再生もサポートします。
『Veritas File System プログラマーズリファレンスガイド』を参照してください。
メモ: Storage Foundation シン再生機能は、Solaris x64 オペレーティングシステムでは
サポートされていません。
シン再生は遅いプロセスで、終了までに 1 時間以上を要することがあります。

I/O のチューニング
特定のデバイスの必要条件に基づいて適切な I/O サイズを選択し、適切な I/O 要求の
アラインメントを実行することにより、ファイルシステムのパフォーマンスを向上させることが
できます。VxFS には、ファイルシステムをチューニングするためのツールが用意されて
います。
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メモ: 次のチューニングと手法は、ファイルシステム単位での実施を前提としています。基
礎となるデバイスの特性とファイルシステムを使うアプリケーションの特性を十分に考慮し
たうえで適用してください。

VxFS I/O パラメータのチューニング
VxFS には、I/O 動作を制御する設定可能な I/O パラメータ群があります。これらの I/O
パラメータにより、ファイルシステムをストライピングまたは RAID 5 ボリュームに対応させ、
単体ディスクに比べて優れたパフォーマンスを発揮できます。通常、大容量ファイルにア
クセスするデータストリーミングアプリケーションでファイルシステムのチューニングが最も
活用されます。

VxVM クエリー
VxVM では、設定中に次のクエリーを受信します。
■

ファイルシステムは、VxVM にボリュームのジオメトリを問い合わせ、自動的に I/O パ
ラメータを設定します。
メモ: 複数のボリュームセットでファイルシステムが使われていると、VxFS は、そのボ
リュームセットにある 1 番目のコンポーネントボリューム（ボリューム 0）のジオメトリに
従って VxFS 用のチューニングパラメータを設定します。
コマンドを使うと、ファイルシステムを作成するときに VxVM に問い合わせ、ボ
リュームジオメトリに合わせて自動的にファイルシステムを調整します。mkfs のデフォ
ルトのジオメトリ情報を使わない場合は、-o align=n オプションにより VxVM から取
得したジオメトリ情報に置き換えることができます。

■ mkfs

■

さらに、ファイルシステムのマウント時には、mount コマンドからも VxVM に問い合わ
せが発行され、I/O パラメータを読み取ります。

デフォルトパラメータが使えない場合、または VxVM を使っていない場合
は、/etc/vx/tunefstab ファイルで I/O パラメータ値を設定できます。mount コマンド
は、/etc/vx/tunefstab ファイルを読み取り、ファイルシステムに指定されたパラメータ
を展開します。tunefstab ファイルの値は、VxVM から取得した値を上書きします。ファイ
ルシステムがマウントされている場合は、vxtunefs コマンドにコマンドラインで指定した
り、/etc/vx/tunefstab から読み取らせることで、I/O パラメータの変更を実行すること
ができます。
vxtunefs（1M）および tunefstab（4）の各マニュアルページを参照してください。
vxtunefs コマンドを使って、I/O パラメータの現在の値を出力できます。

値を出力するには、次のコマンドを入力します。
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# vxtunefs -p mount_point

次は、tunefstab ファイルの例です。
/dev/vx/dsk/userdg/netbackup
read_pref_io=128k,write_pref_io=128k,read_nstream=4,write_nstream=4
/dev/vx/dsk/userdg/metasave
read_pref_io=128k,write_pref_io=128k,read_nstream=4,write_nstream=4
/dev/vx/dsk/userdg/solbuild
read_pref_io=64k,write_pref_io=64k,read_nstream=4,write_nstream=4
/dev/vx/dsk/userdg/solrelease
read_pref_io=64k,write_pref_io=64k,read_nstream=4,write_nstream=4
/dev/vx/dsk/userdg/solpatch
read_pref_io=128k,write_pref_io=128k,read_nstream=4,write_nstream=4

I/O チューニングパラメータ
表 2-1 では、I/O チューニングパラメータのリストとその説明を示します。
表 2-1

VxFS I/O チューニングパラメータ

パラメータ

説明

read_pref_io

読み取り要求サイズ。ファイルシステムでは、この値と
read_nstream 値を組み合わせて、先読みするデータの量
を決定します。デフォルト値は 64 K です。

write_pref_io

書き込み要求サイズ。ファイルシステムでは、この値と
write_nstream 値を組み合わせて、書き込み I/O 要求の
フラッシュを実行するサイズを決定します。デフォルト値は 64
K です。

read_nstream

read_pref_io の並列に読み取り可能な数。ファイルシステ
ムでは、read_pref_io で read_nstream を乗算した積
から先読みサイズを決定します。read_nstream のデフォル
ト値は 1 です。

write_nstream

write_pref_io の並列に書き込み可能な数。ファイルシス
テムでは、この値と write_pref_io で write_nstream
を乗算した積から書き込み時のフラッシュバックの時期を決定
します。write_nstream のデフォルト値は 1 です。
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パラメータ

説明

default_indir_size

VxFS では、ファイルの i ノードに、可変サイズの直接エクステ
ントを最大 10 個まで格納できます。これらのエクステントをす
べて使ってしまうと、ファイルが間接エクステントの領域を確保
するときに、固定サイズの間接エクステントを設定する必要が
あります。間接エクステントのデフォルト値は 8 K です。間接エ
クステントサイズのエクステントを領域上に確保できない場合、
ファイルシステムは、書き込みに失敗する可能性があるため、
大容量間接エクステントを使うことなく、ENOSPC を戻します。
大容量ファイルを数多く処理するファイルシステムでは、8 K の
間接エクステントは小さすぎます。間接エクステントに関連する
ファイルは、少数の大容量エクステントの代わりに多数の小容
量エクステントを使う方が理想的です。このパラメータを使うこ
とにより、デフォルトの間接エクステントサイズが増えるため、少
数の大容量間接エクステントを使ったファイルを構成できます。
ただし、チューニングパラメータ default_indir_size を
使うには、十分な注意が必要です。default_indir_size に過
大な容量を指定すると、ファイルに間接エクステントの領域を
確保できず、書き込みに失敗します。通常は、ファイルシステ
ム上のファイルが少数で大容量になるほど、
default_indir_size にも大きな値を設定します。このパ
ラメータには、通常、read_pref_io パラメータの乗数値を
指定します。default_indir_size は、バージョン 4 ディ
スクレイアウトには適用できません。

discovered_direct_iosz

ファイル I/O 要求が discovered_direct_iosz の値を超
えている場合は、ディスカバードダイレクト I/O として処理しま
す。ディスカバードダイレクト I/O は、ダイレクト I/O と同様に非
バッファ I/O として処理されますが、ファイルの拡張またはブ
ロックの領域確保時には、i ノードに対する同期的なコミットを
必要としません。大容量 I/O 要求では、ディスク I/O に比べて、
ページキャッシュへのデータのコピーに要する CPU 時間が増
えるばかりか、I/O データをバッファリングするメモリ領域が大き
くなります。これらの I/O 要求には、ディスカバードダイレクト
I/O を使うと、通常の I/O より効率よく処理できます。このパラ
メータのデフォルト値は 256 K です。
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パラメータ

説明

fcl_keeptime

VxFS FCL がレコードをログに保存する時間の最小値（秒）を
指定します。fcl_keeptime の値より長い間保存されている
8 K ブロックの FCL レコードは FCL からパージされ、FCL ファ
イルの先頭に最も近いエクステントが解放されます。このプロセ
スは、「punching a hole」と呼ばれます。FCL ファイルのホー
ルは、8 K のチャンクでパンチされます。
fcl_maxalloc パラメータを設定し、FCL に割り当てられた
領域が fcl_maxalloc を超えた場合は、レコードがログに保
存されている時間が fcl_keeptime より小さくても、FCL か
らレコードがパージされます。fcl_keeptime の値に到達す
る前にファイルシステムの領域が不足すると、FCL は非アクティ
ブになります。
FCL をアクティブにする前に、fcl_keeptime または
fcl_maxalloc パラメータの一方または両方を設定する必
要があります。fcl_keeptime は、ディスクレイアウトバージョ
ン 1 から 5 までには適用されません。

fcl_maxalloc

VxFS FCL に割り当てる領域の最大値を指定します。FCL ファ
イルは、ファイルシステムに変更が発生するたびに大きくなるス
パースファイルです。FCL に割り当てられた領域が
fcl_maxalloc 値に到達すると、最も古い FCL レコードから
パージされ、FCL ファイルの先頭に最も近いエクステントが解
放されます。このプロセスは、「punching a hole」と呼ばれま
す。FCL ファイルのホールは、8 K のチャンクでパンチされま
す。fcl_maxalloc の値に到達する前にファイルシステムの
領域が不足すると、FCL は非アクティブになります。
fcl_maxalloc の最小値は 4 MB です。デフォルト値は
fs_size/33 です。
FCL をアクティブにする前に、fcl_maxalloc または
fcl_keeptime パラメータの一方または両方を設定する必
要があります。fcl_maxalloc は、ディスクレイアウトバージョ
ン 1 から 5 までには適用されません。
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パラメータ

説明

fcl_winterval

VxFS の FCL がファイルのデータの上書き、拡張書き込みまた
は切り捨てを記録する前に経過する時間を秒単位で指定しま
す。同じファイルに対する連続した書き込みにおいて繰り返さ
れる FCL レコードの数を制限することは、ファイルシステムのパ
フォーマンスや FCL を処理するアプリケーションにとって重要
です。fcl_winterval は、アプリケーションが FCL を読み
取る最短時間間隔より小さく設定することをお勧めします。これ
により、FCL を使うすべてのアプリケーションは、連続的にデー
タが変更されているどのファイルについても、FCL レコードを少
なくとも 1 つ読み取ることができます。
fcl_winterval は、ファイルシステム内のすべてのファイル
に適用されます。各ファイルは固有のタイムスタンプを維持し
ており、FCL レコード間の経過時間はファイルごとに異なりま
す。この経過時間は、VxFS FCL sync API を使って上書きで
きます。
vxfs_fcl_sync（3）のマニュアルページを参照してくださ
い。
fcl_winterval は、ディスクレイアウトバージョン 1 から 5 ま
でには適用されません。

hsm_write_prealloc

階層型記憶管理（HSM）アプリケーションによって管理される
ファイルの場合、hsm_write_prealloc を使うと、データがファ
イルシステムに移行される前にディスクブロックが割り当てられ
ます。HSM アプリケーションは、通常、データを移行する際に
ファイルへの一連の書き込み処理を実行し、各書き込み処理
ごとに数ブロックが割り当てられていきます。hsm_write_
prealloc（hsm_write_ prealloc=1）を設定すると、空
のファイルへの最初の書き込み時に十分なディスクブロックが
割り当てられるため、その後の書き込み時にディスクブロックを
割り当てる必要がありません。これにより、データ移行時の書き
込みパフォーマンスが向上します。
hsm_write_ prealloc パラメータは、DMAPI の設定の
外部で実装され、使う際は、HSM で制御されるファイル内の領
域の管理方法に基づいて制限を受けます。ファイルシステムを
制御する HSM アプリケーションが推奨する場合のみ、
hsm_write_ prealloc を使うことをお勧めします。
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パラメータ

説明

initial_extent_size

デフォルトの初期エクステントサイズを変更します。VxFS では、
新しいファイルの 1 回目の書き込みを基に、ファイルに割り当
てる最初のエクステントサイズを決定します。通常、最初のエク
ステントは 1 回目の書き込みサイズより大きな最小二乗値に設
定されます。また、二乗値が 8 K 未満であれば、最初のエクス
テント領域を 8 K に設定します。最初のエクステント割り当て
後、ファイルシステムは、引き続き同じファイルにエクステントを
割り当てるたびにエクステントサイズを増やします。
max_seqio_extent_size を参照してください。
アプリケーションの多くでは、初め、8 KB 以下のバッファサイズ
を割り当ててファイルへの書き込みを実行するため、エクステ
ントサイズの増加は、最初のエクステントを 2 倍にすることから
始まります。initial_extent_size はデフォルトの初期エ
クステントサイズを大きな値に変更できるため、最小二乗値使
用のポリシーはより大きな値から始まり、ファイルの初期状態か
ら複数の小容量エクステントを割り当てることを回避します。こ
のパラメータは、平均的に大容量ファイルを処理するファイル
システムでのみ指定します。結果として、このようなファイルシ
ステムでは、ファイルごとのエクステント数が減り、断片化の発
生を防ぐことができます。initial_extent_size は、ファ
イルシステムブロック単位で計算されます。

inode_aging_count

i ノードエージングリストに記載する i ノードの最大数を指定し
ます。i ノードエージングは、最近削除された大きなファイルを
迅速にリストアするために、ファイルシステムの Storage
Checkpoint と組み合わせて使われます。エージングリストは、
inode_aging_count で指定される値を i ノードの最大数と
して、先入れ先出し（FIFO）で維持されます。新しい i ノードが
リストに追加されると、古い i ノードが削除されてエージングプ
ロセスが完了します。最高のパフォーマンスを得るには、削除
プロセスが完了する前に、大きなファイルを限られた数だけエー
ジングすることをお勧めします。エージングする i ノードの最大
数は、デフォルトで 2048 です。

inode_aging_size

削除されたファイルの i ノードを i ノードエージングの対象とす
るファイルの最小サイズを指定します。i ノードエージングは、
最近削除された大きなファイルを迅速にリストアするために、
ファイルシステムの Storage Checkpoint と組み合わせて使わ
れます。最高のパフォーマンスを得るには、削除プロセスが完
了する前に、大きなファイルを限られた数だけエージングする
ことをお勧めします。このサイズを非常に小さく設定すると、大
きなファイルの i ノードがエージングキューから除外され、新し
く削除された小さなファイルの i ノードのための場所を空けるこ
とができます。
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パラメータ

説明

max_direct_iosz

ファイルシステムで発行するダイレクト I/O 要求の最大サイズ。
より大きなサイズの I/O 要求を受け取った場合、
max_direct_iosz のサイズのチャンクに分割されます。こ
のパラメータに、I/O 要求へ一度に割り当てるメモリのサイズを
指定します。全メモリの 20 % を超える値は指定できません。

max_diskq

1 つのファイルあたりに生成されるディスクキューの最大値を制
限します。ファイルシステムがファイルのデータをフラッシュす
るときに、フラッシュされるページ数が max_diskq を超えた場
合、フラッシュ中のデータ量が減少するまでプロセスはブロック
されます。実際のディスクキューは制限しませんが、フラッシュ
処理によってシステムが応答しなくなることを防ぎます。デフォ
ルト値は 1 MB です。

max_seqio_extent_size

エクステントの最大値を増減します。ファイルシステムでは、ファ
イルへの順次書き込みに使うデフォルトの割り当てポリシーに
準じるとき、ファイルへの 1 回目の書き込みに十分な領域が確
保されている初期エクステントを割り当てます。追加のエクステ
ントの領域確保には、確保する領域が規則的に増大するため
（アルゴリズムでは新しいエクステントごとにエクステント割り当
てサイズを 2 倍にします）、各エクステントに対しより多くのデー
タ書き込みが可能になります。これにより、順次書き込みの継
続を見込んでエクステントの総数を削減できます。ファイルへ
の書き込み終了時に未使用領域を他のファイルに解放します。
通常は、領域確保に伴い 2048 ブロックのエクステントサイズが
書き込み完了後に解放され、未使用領域を不必要に確保しな
いようにできます。max_seqio_extent_size はファイルシ
ステムブロック単位で計算されます。
max_seqio_extent_size のデフォルト値と最小値は 2048
です。

qio_cache_enable

Quick I/O ファイルのキャッシュを有効または無効にします。デ
フォルトの動作では、キャッシュは無効になります。キャッシュを
有効にするには、qio_cache_enable を 1 に設定します。
大容量メモリを備えたシステムでも、データベースがすべての
メモリをキャッシュとして常に使えるとは限りません。ファイルシ
ステムのキャッシュをセカンドレベルのキャッシュとして有効に
することにより、パフォーマンスが向上する可能性があります。
たとえば、データベースでテーブル内順次スキャンを実行する
場合、ファイルシステムのキャッシュを有効にすることで、ファイ
ルシステムはファイルの積極的な先読みが可能になり、その結
果、検索速度が上がることが考えられます。
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パラメータ

説明

read_ahead

すべての VxFS 読み取り操作では、順次先読みがデフォルト
で実行されます。read_ahead キャッシュアドバイザリを指定
することにより、VxFS 拡張先読み機能を実装できます。これに
より、先読み時に、単純な順次読み取りに加えて、より複雑な
パターン（読み取りオフセットの増減やマルチスレッドファイル
アクセスなど）を検出できるようになります。read_ahead には
次の値を指定できます。
0 - 先読み機能を無効にする
1 - 従来の順次先読み動作を維持する
2 - すべての読み取りに対して、拡張先読みを有効にする
デフォルトは 1 であり、VxFS はシーケンシャルパターンのみを
検出します。
read_ahead は、スレッドあたりのパターンを、
vx_era_nthreads パラメータで指定する最大限まで検出し
ます。デフォルトのスレッド数は 5 ですが、/etc/system 設
定ファイル内の vx_era_nthreads パラメータを設定するこ
とにより、デフォルト値を変更できます。
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パラメータ

説明

write_throttle

write_throttle パラメータは、コンピュータシステムに大
量のメモリが実装されているものの、ストレージデバイスは低速
であるという特殊な状況において有効です。この設定では、
fsync（）などの同期操作の完了に時間がかかりすぎて、シス
テムがハングアップしているように見えることがあります。これが
発生する理由は、ファイルシステムがシステムパフォーマンス
を低下させることなくディスクへ非同期にフラッシュする以上の
速度で、ダーティページ（メモリのみの更新）を作成するためで
す。
write_throttle の値を低くすると、ディスクにフラッシュされるま
でにファイルシステムによって生成されるファイル単位のダー
ティページ数が制限されます。ファイルのダーティページ数が
write_throttle しきい値に達すると、ファイルシステムは、
空き領域の有無にかかわらず、ディスクへのフラッシュを開始
します。
write_throttle のデフォルト値は 0 です。この値は、各
ファイルのダーティページの数を制限しません。0 以外の値が
設定されていると、VxFS はファイルあたりのダーティページ数
を write_throttle ページに制限します。
デフォルト値では、通常、多数のダーティページが生成されま
すが、高速なユーザー書き込みは維持されます。ストレージデ
バイスの速度によっては、write_throttle を低くすると、
ユーザー書き込みのパフォーマンスは低下する可能性があり
ますが、ダーティページの数が制限されるため、同期化操作は
格段に短い時間で処理できるようになります。
write_throttle 値を低く設定することによって書き込み要
求が遅延することがあるため（たとえば、write_throttle
値を低く設定することにより、max_diskq の値までファイルディ
スクキューの数が増える可能性があり、そのため、ディスクキュー
が少なくなるまで書き込み要求の遅延が発生することがある）、
システムに大容量の物理メモリと低速ストレージデバイスの双
方が搭載されていない限り、write_throttle の値を変更
しないことをお勧めします。

ファイルシステムのチューニングガイドライン
ファイルシステムを VxVM とともに使う場合、ボリュームジオメトリを基にした VxFS I/O
チューニングパラメータはデフォルトを指定することをお勧めします。
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メモ: VxFS では、複数のボリュームセットを使って VxVM に問い合わせることはありませ
ん。複数のボリュームセットを使って I/O のパフォーマンスを向上させるには、vxtunefs
コマンドを実行します。
ファイルシステムを VxVM 以外のハードウェアディスクアレイや論理ボリューム管理ツー
ルと連動させる場合、論理ディスクジオメトリからパラメータを調整しようとします。ストライ
ピングや RAID 5 の場合、通常 read_pref_io にストライプユニットのサイズを、
read_nstream にストライプの並列アクセス数を指定します。ストライプアレイの場合は、
write_pref_io と write_nstream に同数を、RAID 5 アレイの場合は、write_pref_io
に全ストライプサイズ（パリティストライプを除いたすべてのストライプユニットの合計）を、
write_nstream に 1 をそれぞれ指定します。
ディスク I/O を効率的に処理するアプリケーションについては、読み取り要求の発行に次
の式を使います。
■

read requests = read_nstream x by read_pref_io

通常、read_pref_io で read_nstream を乗算する場合は、どの累数を使ってもパフォー
マンスには十分なサイズとなります。書き込みの場合にも、この方法で write_pref_io
と write_nstream のパラメータを指定することにより、パフォーマンスを向上させることが
できます。ファイルシステムのチューニングには、実際の作業負荷を課してチューニング
パラメータを指定することをお勧めします。
大容量ファイルに対して順次 I/O を実行するアプリケーションでは、
discovered_direct_iosz を超えるサイズの I/O 要求を実行します。この結果、I/O 要
求はディスカバードダイレクト I/O 要求として実行されます。これは、ダイレクト I/O と同様
に非バッファ I/O として処理されますが、ファイルの拡張時に i ノードの同期更新を必要
としません。キャッシュを超えるサイズのファイルの場合、非バッファ I/O の処理を指定す
ることにより、有益なデータをキャッシュから溢れさせることなく、CPU オーバーヘッドを軽
減できます。

3
エクステント属性
この章では以下の項目について説明しています。
■

エクステント属性について

■

エクステント属性に関連するコマンド

エクステント属性について
（VxFS）では、隣接する 1 つ以上のブロックを使って、ファイルにディスク領域が割り当て
られます。このようなブロックは、エクステントと呼ばれます。VxFS のアプリケーションイン
ターフェースを使うと、プログラムで任意のファイルに対するエクステント割り当てをより細
かく制御できます。ファイルに対するエクステント割り当てポリシーは、エクステント属性と
呼ばれます。
VxFS の getext および setext コマンドを使うと、ファイルのエクステント属性を表示お
よび設定できます。また、vxdump、vxrestore、mv_vxfs、cp_vxfs および cpio_vxfs
の各コマンドでは、ファイルのバックアップ、移動、コピーまたはアーカイブを実行する際
に、エクステント属性が保持されます。
ファイルに対応付けられた基本的なエクステント属性には、領域予約と固定エクステント
サイズがあります。ファイルの領域予約属性を設定することにより、ファイルに領域を事前
に割り当てることができます。または、固定エクステントサイズを設定して、ファイルシステ
ムのデフォルトの割り当てポリシーを無効にすることもできます。
これらの属性の方針を決める他のポリシーは、割り当ての処理の中で決定します。
次の基準を指定できます。
■

ファイル用に予約された領域が連続すること。

■

現在予約された領域を超えるファイルには、割り当てを実行しないこと。

■

ファイルを閉じた時点で未使用の予約領域を解放すること。

■

領域は割り当てるが、領域の予約は実行しないこと。
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■

割り当てられた領域を即座に反映して、ファイルのサイズを変更すること。

エクステント属性には、永続的なものと一時的なものがあります。永続的な属性は、その
ファイルに関する情報としてディスク上に保存されます。一時的な属性は、ファイルを閉
じた時点、またはシステムを再ブートした時点で失われます。永続的な属性はファイルの
アクセス権限と類似しており、ファイルの i ノードに書き込まれます。ファイルのコピー、移
動またはアーカイブを実行すると、ソースファイルの永続的な属性のみが新しいファイル
に保持されます。
p.61 の 「その他の制御機能」 を参照してください。
通常、ユーザーは領域を予約するためのエクステント属性のみを指定します。多くの属
性は、特定の I/O パターンやアラインメントが実行されたディスク上のファイルシステム向
けのアプリケーションで使われます。
mkfs_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

p.65 の 「VxFS I/O について」 を参照してください。

領域予約: ファイルへの事前領域割り当て
VxFS では、データがファイルに書き込まれるときではなく、書き込みが要求されたときに、
領域をファイルに事前に割り当てることができます。事前に割り当てられた領域は、ファイ
ルシステム内の他のファイルに割り当てることはできません。VxFS では、ファイルに必要
な領域が要求される前に、その領域がファイルに対応付けられます。そのため、ファイル
システムが予期しない領域不足になることを回避できます。
永続的な予約領域は、ファイルが切り捨てられても解放されません。解放する場合、予約
の設定を解除するか、ファイルを削除して予約した領域を解放する必要があります。

固定エクステントサイズ
VxFS のデフォルトの割り当てポリシーでは、書き込み時に追加領域が必要になった場
合、各種の方法に基づいて割り当て方法が決定されます。このポリシーでは、大規模な
領域を割り当てて I/O パフォーマンスを最適化すること、およびファイルシステムでその
データに最も適した使用可能な領域から割り当てを行って、断片化を最小限に抑えるこ
との両方を可能にします。
固定エクステントサイズを設定すると、ファイルのデフォルトの割り当てポリシーが無効に
なり、常に永続的な属性として機能します。固定エクステントサイズを使う場合は、アプリ
ケーションに適したエクステントサイズを選択してください。VxFS のエクステントに基づく
割り当てポリシーでは、ブロック単位のファイルシステムと比べて、間接ブロックの割り当
てがかなり少なくなります。そのため、間接参照に必要なディスクアクセスの多くを省略で
きるという利点があります。ただし、小さなエクステントサイズでは、この利点を活かすこと
ができません。
エクステントが大きなファイルでは、領域が連続するため、I/O 機能が向上する傾向にあ
ります。ただし、未使用領域が大きなエクステントを細分化することにより、空き領域が断
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片化されるので、ファイルシステムの全般的なパフォーマンスが低下します。ファイルシス
テムの断片化を最小限に抑えられないと、ファイルの領域が連続しなくなるため、ファイ
ルの I/O 機能が低下する場合があります。
固定エクステントサイズは、特に次のような状況で使います。
■

ファイルが大きく、スパースファイルになっており、書き込みサイズが固定している場
合。固定エクステントサイズを書き込みサイズの倍数に設定すると、ユーザーデータ
が含まれていないブロックによって無駄になる領域を最小限に抑えることができます。
このような領域は、書き込み領域とエクステント領域が整列するように調整されていな
いために発生します（スパースファイルのデフォルトのエクステントサイズは 8 K です）。

■

ファイルが大きくて連続している場合。固定エクステントサイズを大きく設定すると、ファ
イル内のエクステント数を最小限に抑えることができます。

カスタムアプリケーションでも、ディスク上のシリンダまたはストライプ境界に揃えるようにエ
クステントを整列させる場合など、特定の理由から固定エクステントサイズを使う場合があ
ります。

その他の制御機能
エクステント属性のその他の制御機能を使うと、次の条件を設定できます。
■

アロケーションユニットを整列させるかどうか。

■

アロケーションユニットを連続させるかどうか。

■

予約領域を超えてファイルを書き込めるようにするかどうか。

■

ファイルを閉じた時点で未使用の予約領域を解放するかどうか。

■

予約領域をファイルの永続的な属性にするかどうか。

■

ファイルの予約領域をどの時点でそのファイルの一部にするか。

アラインメント
割り当てに特定のアラインメント条件を設定すると、特定の I/O パターンまたはディスクア
ラインメントに基づいてファイルの割り当てを実行することができます。アラインメントを指
定できるのは、固定エクステントサイズが設定されている場合のみです。割り当てにアラ
インメント条件を使う場合、専用のアプリケーションがそのファイルシステムを使うように設
定する必要があります。
mkfs_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

p.65 の 「VxFS I/O について」 を参照してください。
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連続性
領域を予約する際に、割り当てが連続するように（同じエクステントになるように）指定でき
ます。領域の連続性が最大限まで達成すると、I/O 機能が最適化されます。
メモ: ファイルシステムに固定エクステントサイズまたはアラインメントを設定すると、エクス
テントが適切なサイズではない場合（または適切に整列されていない場合）、領域が不足
していることを示すエラーメッセージが返されます。ファイルシステムに十分な空き領域が
ある場合でも、固定エクステントサイズが大きいと、同様のエラーメッセージが返されます。

予約領域を超えた書き込み操作
領域を予約する際に、書き込み操作によって予約領域の最後の使用可能なブロックが
使われた場合、それ以上割り当てが実行されないように指定できます。この設定を ulimit
コマンドの機能と同様に使って、ファイルのサイズが大きくなりすぎることを防ぐことができ
ます。

予約領域の解放
領域を予約する際に、ファイルを閉じた時点で未使用の予約領域を解放するように指定
できます。そのファイルを開いているプロセスが複数存在する場合、そのすべてのプロセ
スがファイルを閉じるまで、予約領域は解放されません。

予約領域の永続性
領域を予約する際に、予約領域をファイルの永続的な属性にしないことを指定できます。
その場合、ファイルを閉じた時点で未使用の予約領域が破棄されます。

予約領域を含むファイル
領域を予約する際に、予約領域を含めるようにファイルサイズを調整できます。通常、書
き込み操作によって追加領域が必要になるまで、予約領域はファイルサイズには含まれ
ません。即座にファイルサイズを変更するように予約領域を設定すると、数多くの一時ファ
イルが生成されます。ftruncate を使ってファイルサイズを増やす場合とは異なり、このよ
うな予約ではファイルに含まれているブロックのデータは初期化されません。したがって、
以前別のファイルに含まれていたデータがそのファイルに含まれる可能性があります。そ
のため、この機能は適切な権限のあるユーザーに制限されます。適切な権限のないユー
ザーには、初期化されていないデータを表示しないようにする変形要求があります。
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エクステント属性に関連するコマンド
VxFS には、エクステント属性を操作するコマンドとして、setext と getext があります。
これらのコマンドを使って、任意のエクステント属性をファイルに設定したり、すでにファイ
ルに対応付けられた属性を表示することができます。
setext（1）と getext（1）のマニュアルページを参照してください。

VxFS 固有の vxdump、vxrestore、mv_vxfs、cp_vxfs および cpio_vxfs の各コマン
ドでは、ファイルのバックアップ、リストア、移動またはコピーを実行する際にエクステント
属性が保持されます。VxFS 固有コマンドの mv、cp および cpio を使う場合は、PATH を
変更してください。
これらのほとんどのコマンドには、ファイルのエクステント属性を操作するためのコマンドラ
インオプション（-e）が用意されています。このオプションを使って、予約された領域、固
定エクステントサイズおよびエクステントのアラインメントといったエクステント属性情報を
含む VxFS ファイルの処理方法を指定できます。書き込み先のファイルシステムでエクス
テント属性がサポートされていない場合、書き込み元のファイルシステムと異なるブロック
サイズを持つ場合、またはエクステント属性必要条件を満たす空きエクステントが不足し
ている場合は、これらの属性情報が失われる可能性があります。
-e オプションを次の引数とともに使います。
warn

エクステント属性情報を保持できない場合、警告メッセージを出力します（デ
フォルト）。

force

エクステント属性情報を保持できない場合、処理を中断します。

ignore

エクステント属性情報を永久に破棄します。

エクステント属性の喪失
エクステント属性を保持するコマンドを使ってファイルのコピー、移動またはアーカイブを
実行しても、属性を失う場合があります。
その原因には、次のいずれかが考えられます。
■

アーカイブからコピー、移動またはリストアしたファイルを受け取るファイルシステムが
VxFS 以外の場合。他のファイルシステムでは VxFS ファイルシステムのエクステント
属性がサポートされていないため、ソースファイルの属性が移行中に失われます。

■

コピー、移動またはリストアしたファイルを受け取るファイルシステムが VxFS タイプで
あるが、エクステント属性を保持できるだけの十分な空き領域がない場合。たとえば、
50 K のファイルに対し 1 MB の領域を予約していたとします。受け取り先のファイル
システムの空き領域が 500 K の場合、ファイルは保存できても予約領域を保持でき
ません。
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■

アーカイブからコピー、移動またはリストアしたファイルを受け取るファイルシステムは
VxFS タイプであるが、ブロックサイズが異なる場合。もとのファイルシステムと受け取
り側のファイルシステムでブロックサイズが異なると、エクステント属性は保持できませ
ん。たとえば、もとのファイルシステムのブロックサイズが 1024 バイト、受け取る側の
ファイルシステムのブロックサイズが 4096 バイト、ソースファイルに 3 ブロック（3072
バイト）の固定エクステントサイズが指定されているとします。この固定エクステントサイ
ズはもとのファイルシステムに適用されていますが、受け取り側のファイルシステムに
は変換できません。
この例と同じ送り側および受け取り側のファイルシステムを使った場合でも、ファイル
に 4 ブロックの固定エクステントサイズを指定すると属性を保持できます。送り側のファ
イルシステムで 4 ブロック（4096 バイト）のエクステントは、受け取り側で 1 ブロックエ
クステントに変換できるためです。
様々な大きさのブロックサイズが使われたファイルシステムでは、コピー、移動または
リストアで属性が保持されない場合があります。任意のシステムのすべてのファイルシ
ステムには、同じブロックサイズを使うことをお勧めします。

4
VxFS I/O の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

VxFS I/O について

■

バッファ I/O とダイレクト I/O

■

同時 I/O

■

キャッシュアドバイザリ

■

ファイルシステムのフリーズとアンフリーズ

■

I/O サイズの取得

VxFS I/O について
VxFS は次の 2 種類の基本的なファイルシステム I/O を処理します。
■

順次

■

ランダム I/O または非順次 I/O

順次 I/O では、アプリケーションがデータを読み取る時に、VxFS はデフォルトで先読み
ポリシーを採用します。書き込みでは、可能であれば連続するブロックが割り当てられま
す。ほとんどの場合、VxFS はバッファ I/O を使って順次 I/O を処理します。VxFS はバッ
ファのないダイレクト I/O を使ってランダム I/O または非順次 I/O を処理します。
VxFS は、ファイルアクセス時に使う I/O キャッシュアドバイザリセットを提供します。
『Veritas File System プログラマーズリファレンスガイド』を参照してください。
vxfsio（7）のマニュアルページを参照してください。
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バッファ I/O とダイレクト I/O
VxFS は順次読み取り I/O の先読みに対応します。これは、バッファ I/O になります。ア
プリケーション用にデータはバッファに事前にフェッチされ保持されます。通常、このデー
タバッファは VxFS バッファキャッシュと呼ばれます。これは VxFS のデフォルト動作です。
一方のダイレクト I/O は、基本デバイスへの I/O が完了した時にデータをバッファに保持
しません。これにより、メモリや CPU などのシステムリソースの使用を節約できます。アラ
インメントやサイズ基準が満たされている場合にのみ、ダイレクト I/O は可能です。
p.66 の 「ダイレクト I/O の必要条件」 を参照してください。
サポート対象のすべてのプラットフォームは VxFS バッファキャッシュを備えています。ま
た、各プラットフォームはページキャッシュまたは独自のバッファキャッシュを備えていま
す。通常、これらのキャッシュはファイルシステムキャッシュとして知られています。
ダイレクト I/O ではこのようなキャッシュは使われません。ダイレクト I/O では、I/O が完了
すると使ったメモリは破棄されます。

ダイレクト I/O
ダイレクト I/O は非バッファ形式の I/O です。VX_DIRECT キャッシュアドバイザリを設定し
ている場合、ユーザーは、ディスクとユーザーバッファ間でデータを直接転送し、読み書
きするように要求できます。この機能により、データはカーネルにバッファリングされず、
カーネルバッファとユーザーバッファ間のデータコピーが省略されるため、I/O に関連付
けられている CPU オーバーヘッドを削減できます。また、メモリは、バッファキャッシュ分
の領域が使われないため、その分有効に活用できます。アプリケーションによっては、ダ
イレクト I/O 機能によってパフォーマンスが大幅に向上します。
ダイレクト I/O および VX_DIRECT キャッシュアドバイザリはファイル記述子単位で保持さ
れます。

ダイレクト I/O の必要条件
ダイレクト I/O として実行される I/O 操作は、アラインメントに関する基準を満たす必要が
あります。通常、ディスクドライバ、ディスクコントローラ、システムメモリ管理ハードウェアお
よびソフトウェアによりアラインメント制約が決まります。
ダイレクト I/O の必要条件は次のとおりです。
■

開始ファイルオフセットは、512 バイトの境界に揃えられている必要があります。

■

終了ファイルオフセットは、512 バイトの境界に揃えられているか、または長さが 512
バイトの倍数である必要があります。

■

メモリバッファが 8 バイトの境界上で開始する必要があります。
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ダイレクト I/O と同期 I/O
ダイレクト I/O は、同期 I/O と同等のデータ整合性を保持するため、現在、同期 I/O を
使っている多くのアプリケーションで使えます。ダイレクト I/O で、領域の割り当てやファイ
ルの拡張を実行しない場合、i ノードへの書き込みはすぐには実行されません。

ダイレクト I/O の CPU オーバーヘッド
ダイレクト I/O の CPU 消費率は、RAW ディスク転送とほぼ同じです。大容量ファイルへ
の順次 I/O を、大容量転送サイズを使ったダイレクト I/O に置き換えると、バッファ I/O と
同等の速度でデータが転送できるため、CPU オーバーヘッドを大幅に削減できます。
ファイルの拡張中や、領域の割り当て中には、ダイレクト I/O は i ノード更新の書き込み
が、アプリケーションに制御を戻す前に実行される必要があります。このため、ダイレクト
I/O の一部のパフォーマンスの優位性が低下します。

ディスカバードダイレクト I/O
ディスカバードダイレクト I/O は、vxtunefs コマンドを使って設定するファイルシステムの
チューニングパラメータです。ファイルシステムはカーネルパラメータである
discovered_direct_iosz の設定値を超える大容量 I/O 要求を受け取ると、ダイレクト
I/O を試みます。大容量 I/O の場合、ディスカバードダイレクト I/O はバッファ付き I/O よ
り高性能を発揮します。
ディスカバードダイレクト I/O はダイレクト I/O と類似しており、データブロックのアラインメ
ント制約に対して同じ制約があります。ただし、格納領域を割り当てる操作、ファイルのサ
イズを拡張する書き込み操作を実行する際に、i ノード更新の書き込みが制御をアプリ
ケーションに戻す前に実行される必要がありません。
p.48 の 「I/O のチューニング」 を参照してください。

非バッファ I/O
VX_UNBUFFERED キャッシュアドバイザリを設定すると、VX_DIRECT キャッシュアドバイザリ

が設定されているダイレクト I/O と同じ I/O 動作になるため、ダイレクト I/O に適用される
アラインメント制約は非バッファ I/O にも適用されます。ただし、非バッファ I/O では、ファ
イルの拡張中や領域の割り当て中に際して、i ノード更新の同期が制御をアプリケーショ
ンに戻す前に実行されることはありません。VX_UNBUFFERED キャッシュアドバイザリはファ
イル記述子単位で保持されます。

データ同期 I/O
VX_DSYNC キャッシュアドバイザリが設定されている場合、ユーザーはデータ同期 I/O を

要求します。データ同期 I/O では、データが書き込まれると、更新時刻および拡張した
ファイルサイズ（必要な場合）とともに i ノードへの書き込みも行われます。データ同期 I/O
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では、データ制御をアプリケーションに戻す前に、ディスクへ同期的に転送されます。書
き込みでファイルが拡張されない場合は、データがメモリ上で更新された段階で、制御を
アプリケーションに戻します。書き込み操作でファイルが拡張される場合は、制御をアプ
リケーションに戻す前に、i ノード更新の書き込みが実行されます。
ダイレクト I/O および VX_DSYNC キャッシュアドバイザリはファイル記述子単位で保持さ
れます。

データ同期 I/O と同期 I/O
ダイレクト I/O と同様に、データ同期 I/O 機能でも、アプリケーションのパフォーマンスが
大幅に向上します。データ同期 I/O は、同期 I/O と同等のデータ整合性を保持するた
め、現在、同期 I/O を使っている多くのアプリケーションで使えます。データ同期 I/O で、
領域の割り当てやファイルの拡張を実行しない場合、i ノードへの書き込みはすぐには実
行されません。データ同期 I/O にはアラインメント制約がないため、ダイレクト I/O のアラ
インメント制約に準拠するのが難しいアプリケーションには、データ同期 I/O の使用をお
勧めします。
データ同期 I/O ではファイルの拡張中や領域の割り当て中には、制御をアプリケーショ
ンに戻す前に、i ノード更新の書き込みが実行される必要があります。このため、データ
同期 I/O のパフォーマンスが低下します。

同時 I/O
同時 I/O 機能（VX_CONCURRENT）を使えば、複数のプロセスが他の read（2）や write
（2）の呼び出しをブロックせずに、同じファイルの読み書きを同時に実行できるようになり
ます。POSIX のセマンティクスでは、ファイルに対する read と write の呼び出しをシリ
アル化する必要があります。POSIX のセマンティクスでは、read 呼び出しによるデータ
の読み取りは、write 呼び出しの前か後になります。VX_CONCURRENT キャッシュアドバ
イザリを設定すれば、キャラクタデバイスの場合と同じく、read 操作と write 操作はシリ
アル化されません。このキャッシュアドバイザリは通常、同じファイルに対する重複書き込
みを実行しないアプリケーションでデータアクセスのパフォーマンスを高くしなければなら
ない場合に使います。同時 I/O を使うときに、同じファイルに対する write 操作を調整
するのは、アプリケーションまたは実行中のスレッドの責任です。
同時 I/O は、以下の方法で有効にできます。
ioctl コマンドのファイル記述子として VX_CONCURRENT アドバイザリフ
ラグを指定します。そのファイル記述子で実行する read（2）呼び出しと write（2）呼
び出しだけが同時 I/O を使います。同じファイルでも、他のファイル記述子で実行す
る read 操作と write 操作は、POSIX のセマンティクスに準拠することになります。

■ VX_SETCACHE

vxfsio（7）のマニュアルページを参照してください。

mount オプションを使います。そのファイルシステムでは、すべてのファイルに
対する read（2）操作と write（2）操作が同時 I/O を使います。

■ cio
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p.43 の 「cio オプション」 を参照してください。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

キャッシュアドバイザリ
VxFS を使うと、アプリケーションがファイルにアクセスするときに使うキャッシュアドバイザ
リを設定できます。VxFS キャッシュアドバイザリを使うと、アプリケーションでバッファキャッ
シュを監視し、パフォーマンス向上のためのバッファキャッシュの最適な調整方法を提供
できるようになります。
キャッシュアドバイザリの基本機能は、バッファキャッシュを大きくすればブロック X の後
の再読み取りを防げたかどうかを報告することです。また逆に、キャッシュアドバイザリは、
ブロック X を危険にさらすことなくバッファキャッシュサイズを安全に小さくすることができ
たかどうかも報告します。
キャッシュアドバイザリはメモリ内にのみ存在し、再ブートすると消失します。一部のキャッ
シュアドバイザリは、現在、ファイル記述子単位ではなくファイル単位で保持されていま
す。1 つのファイルへのすべてのアクセスに有効なアドバイザリは 1 セットのみになりま
す。2 つの競合するアプリケーションに異なるキャッシュアドバイザリを設定すると、両方
のアプリケーションは最後に設定したキャッシュアドバイザリを使う必要があります。
キャッシュアドバイザリはすべて、VX_SETCACHE ioctl システムコールを使って設定されま
す。現在のキャッシュアドバイザリの設定は、VX_GETCACHE ioctl システムコールを使って
取得できます。
vxfsio（7）のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステムのフリーズとアンフリーズ
ファイルシステムのフリーズは、安定した一貫性のあるファイルシステムイメージをボリュー
ムレベルで取得するために必要な手順です。ボリュームレベルでの一貫性のあるファイ
ルシステムイメージは、ファイルシステムのスナップショットツールを使って取得し、使うこ
とができます。フリーズ操作を実行すると、ファイルシステムキャッシュのすべてのバッファ
とページはフラッシュされ、残されたメタデータとユーザーデータが消去されます。この操
作を実行すると、ファイルシステムをアンフリーズするまで、そのファイルシステムに対す
るその後のすべてのアクティビティは一時的に中断されます。
VX_FREEZE ioctl コマンドを使うと、ファイルシステムがフリーズします。ファイルシステム

がフリーズすると、ファイルシステムへの I/O 操作がすべて一時的に中断され、ファイル
システムで sync が実行されます。VX_FREEZE ioctl システムコールが発行されると、シス
テムコールレベルでファイルシステムへのアクセスがすべて中断されます。現在実行中
の操作が完了し、ファイルシステムはディスクと同期化します。
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ファイルシステムがフリーズすると、VX_THAW ioctl コマンドを使う場合を除いて、プロセス
で VX_THAW ioctl コマンドを実行するか、フリーズ制限時間が経過するまで、フリーズし
たファイルシステムは使えなくなります。

I/O サイズの取得
VxFS には、VX_GET_IOPARAMETERS ioctl システムコールが用意されており、ファイルシ
ステムで使うために推奨される I/O サイズを取得できます。この ioctl システムコールをア
プリケーションで使うと、VxFS に発行されるファイルやファイルデバイスの I/O サイズを決
定できます。
vxtunefs（1M）および vxfsio（7）の各マニュアルページを参照してください。

p.48 の 「I/O のチューニング」 を参照してください。

5
ファイルシステムスナップ
ショットを使ったオンライン
バックアップ
この章では以下の項目について説明しています。
■

スナップショットファイルシステムについて

■

スナップショットファイルシステムのバックアップ

■

スナップショットファイルシステムの作成

■

バックアップサンプル

■

スナップショットファイルシステムのパフォーマンス

■

スナップショットと Storage Checkpoint の相違点

■

スナップショットファイルシステムのディスク構造について

■

スナップショットファイルシステムの動作

スナップショットファイルシステムについて
スナップショットファイルシステムは、バックアップを作成する機能が用意された VxFS ファ
イルシステム（スナップファイルシステム）と完全に一致するイメージ（スナップショット）を格
納するファイルシステムです。スナップショットには、スナップショットが作成されたポイント
インタイム特定時点でのファイルシステムと一致するイメージが表示されます。ファイルを
選択して、スナップショットからのバックアップ（cpio、cp などの標準ユーティリティを使用）
や、ファイルシステム全体のイメージのバックアップ（vxdump ユーティリティまたは fscat
ユーティリティを使用）を実行できます。
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mount コマンドを使ってスナップショットファイルシステムを作成します。mkfs コマンドは
必要ありません。スナップショットは常に読み取り専用です。スナップショットは、スナップ
ショットおよびスナップファイルシステムがマウントされている間のみ存在し、マウントが解
除されると消失します。スナップショットのマウントがすべて解除されるまで、スナップファ
イルシステムのマウントは解除できません。1 つのファイルシステムの複数のスナップショッ
トを作成および保持することはできますが、スナップショットのスナップショットは作成でき
ません。
メモ: マウントを解除すると、スナップショットは消失します。再マウントすると、スナップファ
イルシステムには新規のスナップショットが使われます。スナップショットファイルシステム
は、関係するスナップファイルシステムのマウントを解除する前に、マウントを解除する必
要があります。fuser コマンドと mount コマンドのどちらを使っても、スナップショットが存
在するためにスナップファイルシステムのマウントを解除できないことを判定することはで
きません。
クラスタファイルシステムでは、スナップショットをクラスタのいずれかのノードで作成し、そ
のノードからバックアップ操作を実行できます。クラスタファイルシステムのスナップショッ
トは、それが作成されるノードでのみアクセスできます。すなわち、スナップショットファイ
ルシステム自体はクラスタとしてマウントできません。
『Veritas Storage Foundation Cluster File System 管理者ガイド』を参照してください。

スナップショットファイルシステムのバックアップ
スナップショットファイルシステムの作成後、スナップショットによって、データの一貫性が
とれたバックアップがスナップファイルシステム内に維持されます。
標準ファイルシステムツリーをバックアップするバックアッププログラム（cpio など）は、変
更しなくてもスナップショット上で使えます。これは、スナップショットによってスナップファ
イルシステムと同じデータが使われるからです。一方、ファイルシステムのディスク構造に
アクセスするバックアッププログラム（vxdump など）はある程度の変更を加えることによっ
て、スナップショットファイルシステムを処理することができます。
VxFS ユーティリティは、スナップショットファイルシステムを認識し、ユーティリティの動作
を変更して、通常のファイルシステムに対して操作を実行するように、スナップショットファ
イルシステムに対して操作を実行します。通常、RAW ディスクイメージを読み取る他の
バックアッププログラムは、バックアップの手順を変更しないとスナップショットを処理でき
ません。
このような他のバックアッププログラムを使うには、fscat コマンドを使って、ファイルシス
テム全体の RAW イメージを取得します。このイメージは、スナップショット作成時のスナッ
プファイルシステムを含むディスクデバイスの dd コマンドが取得したイメージと同一です。
snapread ioctl システムコールは、read システムコールの引数と同様の引数をとり、ス
ナップショット作成時のスナップファイルシステムを含むディスクデバイスで read を実行
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して取得できるものと同じ結果を返します。ただし、どちらの場合も、スナップショットには、
すべてのトランザクションが完了している状態のスナップファイルシステムと一致するイメー
ジが保存されます。これは、スナップショットはスナップファイルシステム全体を瞬時に読
み取ったことに等しいことを意味しています。これは、使用中のファイルシステムのディス
クデバイスで dd コマンドまたは read コマンドが取得する結果と著しく異なります。

スナップショットファイルシステムの作成
スナップショットファイルシステムを作成するには、mount コマンドの -o snapof= オプショ
ンを使います。マウントされるデバイスのディスクラベルからデバイスサイズを識別できな
い場合、またはデバイス全体のサイズより小さいサイズが必要な場合は、-o snapsize=
オプションが必要となることもあります。
スナップショットファイルシステムが存在する間は、スナップファイルシステムへの書き込
みがある可能性があるため、スナップファイルシステム上のすべてのデータブロックを保
存できるサイズのスナップショットファイルシステムを作成する必要があります。コピーされ
たデータを保存するための領域が不足すると、スナップショットファイルシステムは無効に
なり、その後のスナップショットファイルシステムへのすべてのアクセスが失敗します。
夜間や週末など使用量が少ない間、スナップショットが必要とするデータブロックは、通
常、スナップファイルシステムのデータブロックのわずか 2 から 6 % です。使用量が増え
ると、通常のファイルシステムのスナップショットは、スナップファイルシステムのデータブ
ロックの 15 % を必要とします。通常のシステムは、1 日でデータブロックの 15 % を使い
ません。この割合は大容量ファイルシステムほど低く、小容量ファイルシステムほど高い
傾向があります。ファイルシステムの使用率とバックアップの所要時間に基づいて、スナッ
プショットにデータブロックを割り当てることができます。
警告: スナップショットに使うデバイスに存在するデータは上書きされます。
スナップショットファイルシステムを作成する方法
◆

-o snapof= オプションを指定してファイルシステムをマウントします。
# mount -F vxfs -o snapof=special,snapsize=snapshot_size ¥
snapshot_special snapshot_mount_point

バックアップサンプル
次の例では、vxdump ユーティリティにより /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 が /backup/home
としてマウントされたスナップショットであることを認識し、適切な処理を実行してマウントポ
イントからスナップショットデータを取得します。
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次に、スナップショットマウントポイント /backup/home の /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 上
に存在するスナップショットを使って、/home という 30 万個のデータブロックが存在する
ファイルシステムの標準的なバックアップを作成する例を示します。
スナップショットファイルシステムを使ってバックアップを作成する方法

1

cpio を使って、先週変更されたファイルに対してバックアップを実行するには、次を

実行します。
# mount -F vxfs -o snapof=/home,snapsize=100000 ¥
/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 /backup/home
# cd /backup
# find home -ctime -7 -depth -print | cpio -oc > ¥
/dev/rmt/c0s0
# umount /backup/home

2

/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 のレベル 3 のバックアップを実行し、現在のディレクト

リで変更されたファイルを収集するには、次を実行します。
# vxdump 3f - /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 | vxrestore -xf -

3

ディスク /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 に存在する /home の完全バックアップを実行
し、dd を使って、vxdump を使うテープデバイスへの出力のブロッキングを制御する
には、次を実行します。
# mount -F vxfs -o snapof=/home,snapsize=100000 ¥
/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 /backup/home
# vxdump f - /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 | dd bs=128k > ¥
/dev/rmt/c0s0

スナップショットファイルシステムのパフォーマンス
スナップショットファイルシステムは、スナップファイルシステムへの書き込みを禁止にし
て、スナップショットのパフォーマンスを最適化します。スナップショットファイルシステムか
らの読み取りは、通常、標準 VxFS ファイルシステムの読み取りスループットに近い速度
で実行されます。
スナップショットの使用は、一般にスナップファイルシステムからの読み取りパフォーマン
スには影響を与えません。ただし、スナップファイルシステムへの書き込みには、スナップ
ショットを使わない場合に比べて、平均 2、3 倍の時間がかかります。これは、データブ
ロックへの最初の書き込み時において、もとのデータの読み取り、スナップショットへの更
新前データの書き込み、さらにスナップファイルシステムへの新しいデータの書き込みが
必要になるためです。同一のスナップファイルシステムに複数のスナップショットが存在
する場合は、書き込み速度がさらに低下します。ただし、初回の書き込み後のインテント
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ログへの書き込みや i ノードの更新などの操作は通常の速度で処理されます。書き込み
速度が低下するのはデータブロックへの初回の書き込み時のみです。
スナップファイルシステムが使用中である場合は、スナップファイルシステムに関連付け
られたすべてのディスク I/O でスナップショットの読み取り速度が低下するため、スナップ
ショットファイルシステムからの読み取りに影響があります。
スナップショット全体への影響は、アプリケーションの読み書き率および I/O 操作回数に
よって異なります。たとえば、スナップファイルシステム上でオンライントランザクション処理
（OLTP）のような作業負荷がかかるディスク I/O を実行するデータベースアプリケーショ
ンでは、スナップショットを作成していないファイルシステムと比べて、約 15 から 20 % の
速度の低下が測定されています。

スナップショットと Storage Checkpoint の相違点
スナップショットと Storage Checkpoint はともに特定時点でのファイルシステムのイメー
ジを作成し、変更されたデータブロックのみを更新します。ただし、この 2 つのテクノロジ
には、次のような明確な相違が存在します。
表 5-1

スナップショットと Storage Checkpoint の相違点

スナップショット

Storage Checkpoint

ストレージ用に別のデバイスを必要とする。

もとのファイルシステムと同じデバイス上に存在
する。

読み取り専用である。

読み取り専用、または読み書き可能である。

一時的なものである。

永続的なものである。

マウント解除後に消失する。

Storage Checkpoint 自体にマウントできる。

変更されたデータブロックをファイルシステムレ
ベルで追跡する。

変更されたデータブロックをファイルシステムの
各ファイルレベルで追跡する。

Storage Checkpoint は、Veritas の BLI バックアップと Storage Rollback を有効にす
るテクノロジです。この 2 つの機能はデータベースをバックアップするために広く使われ
ています。
p.79 の 「Storage Checkpoint について」 を参照してください。

スナップショットファイルシステムのディスク構造につい
て
スナップショットファイルシステムは次のもので構成されています。
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■

スーパーブロック

■

ビットマップ

■

ブロックマップ

■

スナップファイルシステムからコピーされたデータブロック

次の図に、スナップショットファイルシステムのディスク構造を示します。
図 5-1

スナップショットディスク構造
スーパーブロック

ビットマップ

ブロックマップ

データブロック

スーパーブロックは、標準 VxFS ファイルシステムのスーパーブロックに類似しています。
ただし、マジックナンバーが異なっており、多くのフィールドは適用できません。
ビットマップには、スナップファイルシステムのデータブロックごとに 1 ビットが用意されて
います。初期設定では、ビットマップエントリはすべて 0 です。1 は、適切なデータブロッ
クがスナップファイルシステムからスナップショットにコピーされたことを示します。この場
合、データブロックマップの適切な位置でコピーされたデータブロックが参照されます。
ブロックマップには、スナップファイルシステムのデータブロックごとにエントリが 1 つ用意
されています。初期設定では、エントリはすべて 0 です。データブロックがスナップファイ
ルシステムからスナップショットにコピーされると、スナップファイルシステムからコピーされ
たデータを保持するスナップショットファイルシステム上のブロック番号を保存するため、
ブロックマップ上の対応するエントリが変更されます。
データブロックには、スナップファイルシステムからコピーされたデータがデータブロック
領域の先頭から保存されます。

スナップショットファイルシステムの動作
スナップショットファイルシステムは、現在マウントされているファイルシステムのスナップ
ショットとなる空のディスクスライスをマウントすることによってを作成されます。ビットマッ
プ、ブロックマップ、スーパーブロックを初期化すると、現在マウントされているファイルシ
ステムがフリーズします。スナップするファイルシステムがフリーズされると、スナップショッ
トが有効になり、マウントされ、スナップファイルシステムがアンフリーズされます。スナップ
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ショットは、スナップショットを作成した時点のスナップファイルシステムと完全に一致する
イメージとして表示されます。
p.69 の 「ファイルシステムのフリーズとアンフリーズ」 を参照してください。
スナップショットを作成した直後では、スナップショットファイルシステムはスナップファイル
システムのデータを検索し、要求プロセスに検出されたデータを戻して、読み取り要求に
応答します。i ノードの更新または書き込み時において、スナップファイルシステムのデー
タブロック n のデータが変更された場合は、まず更新前データを読み取り、スナップショッ
トにコピーした後、スナップファイルシステムのデータブロックを更新します。スナップショッ
トファイルシステム上のデータブロック n に対応したビットマップエントリは、0 から 1 に変
わります。これは、データブロック n のデータに対する更新がスナップファイルシステム上
で検出されたことを示します。その後、データブロック n のブロックマップエントリが、0 か
ら更新前データを含むスナップショットファイルシステムのブロック番号に変わり、更新前
データを保持します。
スナップショットファイルシステムのデータブロック n に対するその後の読み取り要求に対
しては、データブロック n のビットマップエントリを調べ、スナップファイルシステムのデー
タブロック n からではなく、スナップショットファイルシステムの指示されたデータブロック
からデータを読み取ります。このテクノロジは、コピーオンライトと呼ばれます。更新前デー
タは一度保存するだけでよいため、スナップファイルシステムのデータブロック n に対す
るその後の書き込みでは、スナップショットファイルシステムへのコピーは実行されませ
ん。
i ノード、ディレクトリ、ファイルのデータ、エクステントマップなどに関するスナップファイル
システムへのすべての更新がこの方法で処理されるため、スナップショットには、スナップ
ショットが作成された時点のスナップファイルシステムのすべてのファイルシステム構造が
整合性を保ちながら表示されます。スナップファイルシステムでデータブロックが変更さ
れると、スナップショットにはスナップファイルシステムからコピーされたデータが順番に保
存されます。
スナップショットに必要なディスク領域は、スナップファイルシステムの変更率とスナップ
ショットの保守時間によって異なります。最悪のシナリオは、スナップファイルシステムが
飽和し、すべてのファイルが削除された後、書き替えられた場合が考えられます。スナッ
プショットファイルシステムには、スナップファイルシステムの各データブロックのコピーを
保持するのに十分なデータブロックおよびスナップショットファイルシステムを構成する
データ構造用のデータブロックが必要です。これは、理論値ではスナップファイルシステ
ムのサイズの約 101 % になります。通常、多くのファイルシステムではこれほど極端な率
で変更が実行されることはありません。使用量が少ない間、スナップショットが必要とする
データブロックは、通常、スナップファイルシステムのデータブロックのわずか 2 から 6 %
です。使用量が増えると、スナップファイルシステムのデータブロックの 15 % 程度を必要
とします。この割合は大容量ファイルシステムほど低く、小容量ファイルシステムほど高い
傾向があります。
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警告: 変更後のデータブロックを保持する領域が不足すると、スナップショットファイルシ
ステムは無効になり、アクセスできなくなります。これにより、スナップファイルシステムが影
響を受けることはありません。

6
Storage Checkpoints
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Checkpoint について

■

Storage Checkpoint の動作

■

Storage Checkpoint の種類

■

Storage Checkpoint の管理

■

領域管理について

■

Storage Checkpoint からのファイルシステムのリストア

■

Storage Checkpoint クォータ

Storage Checkpoint について
には、Storage Checkpoint 機能が用意されており、特定時刻のファイルシステムの永続
的なイメージを瞬時に作成できます。Storage Checkpoint は、コピーオンライト技術を
使って最後の Storage Checkpoint またはバックアップの実行後に変更されたファイル
システムブロックのみを認識および保持することにより、I/O オーバーヘッドを大幅に低減
します。
p.83 の 「コピーオンライト」 を参照してください。
Storage Checkpoint は次の機能を提供します。
■

再ブートやクラッシュを通した持続性

■

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

Storage Checkpoint は実際はデータオブジェクトで、ファイルシステムにより管理、制御
されます。Storage Checkpoint は名前を持つデータオブジェクトであり、作成、削除お
よび名前の変更が可能です。
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p.81 の 「Storage Checkpoint の動作」 を参照してください。
独立した格納領域を必要とするディスクベースのミラー化技術とは異なり、Storage
Checkpoint では、ファイルシステムの同じ空き領域内で Storage Checkpoint を使うこ
とにより、使うディスク領域が最小限に抑えられます。
マウントされたファイルシステムの Storage Checkpoint の作成後でも、Storage
Checkpoint の論理イメージに影響を与えることなく、ファイルシステムのファイルを引き
続き作成、削除および更新できます。Storage Checkpoint では、ファイルシステムの名
前空間（ディレクトリ階層）のみならず、ファイルシステムのイメージが取得された時に存在
するユーザーデータも保存されます。
Storage Checkpoint には、様々な使い方があります。たとえば、次のような使い方があり
ます。
■

テープにバックアップできるファイルシステムの安定したイメージを作成します。

■

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

■

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

■

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

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

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

■

システムの再ブートやシステム障害後も永続的に存在する。

■

ファイルシステムと同じ空き領域プールを共有する。

■

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

■

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

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

Storage Checkpoint の動作
Storage Checkpoint 機能は、マウントされたファイルシステム（プライマリファイルセット）
をフリーズし、Storage Checkpoint を初期化してから、ファイルシステムをアンフリーズし
ます。この場合、まずファイルシステムを静的な状態にしてから、すべてのデータをディス
クに書き込みます。フリーズ処理により、ファイルシステムへの I/O 操作がすべて遮断さ
れます。Storage Checkpoint は実際のデータを含まずに作成されます。すなわち、
Storage Checkpoint は、データではなく、プライマリファイルセットのブロックマップを示
します。次に実行されるアンフリーズプロセスで、ファイルシステムへの I/O 操作が再開さ
れます。
単一のファイルシステムまたは複数のファイルシステムに対して、Storage Checkpoint
を作成できます。複数のファイルシステムの Storage Checkpoint の場合は、ファイルシ
ステムを同時にフリーズし、ファイルシステムすべてに対して Storage Checkpoint を作
成した後、ファイルシステムをアンフリーズします。その結果、複数のファイルシステムの
Storage Checkpoint は同じ作成タイムスタンプを持ちます。Storage Checkpoint 機能
は、操作の進行中にシステムクラッシュが発生しない限り、複数のファイルシステムの
Storage Checkpoint は、指定したすべてのファイルシステムに作成されるか、または、ど
のファイルシステムにも作成されないか、のどちらかであることを保証します。
メモ: システムクラッシュが発生すると、アプリケーションの呼び出し時に Storage
Checkpoint をクリーンアップします。
プライマリファイルセットの Storage Checkpoint には、最初、実際のデータではなくファ
イルシステムのブロックマップへのポインタが含まれています。このポインタは、プライマリ
ファイルセットのデータを指します。
図 6-1 は、ファイルシステム /database とその Storage Checkpoint を示しています。
Storage Checkpoint は、作成時にはプライマリファイルセットと論理的に同一ですが、実
際のデータブロックは含まれていません。
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プライマリファイルセットと Storage Checkpoint

図 6-1

プライマリファイルセット

Storage Checkpoint

/database

emp.dbf

/database

jun.dbf

emp.dbf

jun.dbf

図 6-2で、四角はファイルシステムの各ブロックを表しています。この図の Storage
Checkpoint には、図 6-1 で示されているように、Storage Checkpoint が作成された時
点のプライマリファイルセットへのポインタが含まれています。
図 6-2
プライマリ
ファイルセット

Storage Checkpoint の初期化
Storage
Checkpoint

A

B

C

D

E

Storage Checkpoint は、プライマリファイルセットからデータを検索することで、ファイル
システムと完全に一致するイメージを提供します。プライマリファイルセットが更新される
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と、新しいデータが書き込まれる前に、もとのデータが Storage Checkpoint にコピーさ
れます。書き込み操作でプライマリファイルセットの特定のデータブロックを変更する場合
は、まず古いデータを読み取り、Storage Checkpoint にコピーしてから、プライマリファ
イルセットを更新します。古いデータは 1 回保存するだけでよいため、プライマリファイル
セットで指定されたデータブロックに再び発生する書き込みでは、Storage Checkpoint
は更新されません。プライマリファイルセットのブロックの更新が続くと、Storage Checkpoint
にもとのデータブロックが蓄積されます。

コピーオンライト
図 6-3では、もとのデータの C を含む 3 番目のブロックが更新されています。
新しいデータでブロックが更新される前に、もとのデータが Storage Checkpoint にコピー
されます。この技術は、コピーオンライトと呼ばれるものです。これにより、Storage
Checkpoint では Storage Checkpoint 作成時のプライマリファイルセットのイメージが維
持されます。
更新や書き込み操作ごとに、Storage Checkpoint にデータがコピーされるとは限りませ
ん。この例では、現在 C' を含んでいるブロックがその後更新されても、Storage Checkpoint
へのコピーは実行されません。これは、C を含むブロックのもとのイメージがすでに保存さ
れているためです。
プライマリファイルセットの更新

図 6-3
プライマリ
ファイルセット

Storage
Checkpoint

A

B

C’

D

E

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

「Data Storage Checkpoint」

■

「Nodata Storage Checkpoint」

■

「Removable Storage Checkpoint」

■

「Non-mountable Storage Checkpoint」

Data Storage Checkpoint
Data Storage Checkpoint は、Storage Checkpoint の作成時のファイルシステムの完
全なイメージです。この Storage Checkpoint には、ファイルシステムのメタデータおよび
ファイルデータブロックが含まれます。ファイルシステムの場合と同様に、Data Storage
Checkpoint では、マウント、アクセスおよび書き込みを実行できます。Data Storage
Checkpoint は、アクティブなファイルシステムの永続的で安定したイメージが必要なバッ
クアップアプリケーションに有効です。Data Storage Checkpoint により、書き込み操作
を実行するシステムやアプリケーションにオーバーヘッドが発生します。Data Storage
Checkpoint の有効期間を制限することにより、システムリソースへの影響を最小限に抑
えることができます。
p.91 の 「Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相違点の表示」
を参照してください。

Nodata Storage Checkpoint
Nodata Storage Checkpoint はファイルシステムのメタデータのみを含み、ファイルデー
タブロックは含みません。もとのファイルシステムが変更されると、Nodata Storage
Checkpoint は変更されたすべてのブロックの位置を記録します。Nodata Storage
Checkpoint では、データ自体のコピーを実行しないことで、システムリソースの使用とファ
イルシステムのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えています。
図 6-4では、もとのデータの A を含む 1 番目のブロックが更新されています。
もとのデータは Storage Checkpoint にコピーされませんが、変更されたブロックには、
Storage Checkpoint でマークが付けられます。マーカーは変更されたデータを示しま
す。
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Nodata クローンの更新

図 6-4
プライマリ
ファイルセット

Storage
Checkpoint

A’

B

C

D

E

p.91 の 「Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相違点の表示」
を参照してください。

Removable Storage Checkpoint
Removable Storage Checkpoint は、ファイルシステムの容量が不足する特定の状況下
で、自動的に削除されるようにすることができます。
p.98 の 「領域管理について」 を参照してください。
領域不足（ENOSPC）が発生すると、カーネルは Storage Checkpoint を削除し、アプリ
ケーションに領域を解放して、ファイルシステムでの実行を継続します。ほぼすべての状
況において、削除可能な属性を持つ Storage Checkpoint を作成することができます。

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

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

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

よび統計データの確認ができます。各 Storage Checkpoint には名前が付いています。
この名前を使うと、Storage Checkpoint を管理できます。名前は最長 127 文字に制限
されており、コロン（:）は使えません。
Storage Checkpoint には、ファイルシステムの割り当てポリシーまたは Storage
Checkpoint の割り当てポリシーによって指定されたボリュームまたはボリュームセット上
に、メタデータのための一定の領域が必要です。ボリュームまたはボリュームセットにメタ
データを保存するための十分な空き領域がない場合、fsckptadm ユーティリティはエラー
を表示します。メタデータに必要な領域の量は、ファイルシステムのディスクレイアウトバー
ジョンに基づいて概算できます。
ディスクレイアウトバージョン 5 以前の場合は、i ノードの数（# of inodes）にバイト単位の
i ノードのサイズ（inosize）を乗算し、1 から 2 MB を加算すると、必要な領域の概算値
が得られます。次のように、i ノードの数は fsckptadm ユーティリティで、i ノードのサイズ
は mkfs コマンドで特定できます。
# fsckptadm -v info '' /mnt0
UNNAMED:
ctime
mtime
flags
# of inodes
# of blocks
.
.
.
# of overlay

=
=
=

Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
largefiles, mounted
= 23872
= 27867

bmaps

=

0

# mkfs -m /mnt0
# mkfs -F vxfs -o ¥
bsize=1024,version=7,inosize=256,logsize=65536,¥
largefiles /mnt0

この例では、メタデータの必要領域の概数値は 7 または 8 メガバイト（23,872 x 256 バイ
ト + 1 または 2 MB）になります。
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ディスクレイアウトバージョン 6 または 7 の場合は、i ノードの数に 1 バイトを乗算し、1 ま
たは 2 メガバイトを加算すると、必要な領域の概数値が得られます。i ノードの数は、上の
ように fsckptadm ユーティリティで特定できます。先に示したディスクレイアウトバージョ
ン 5 の出力例では、メタデータの必要領域の概数値は 1 または 2 メガバイト（23,872 x
1 バイト + 1 または 2 メガバイト）になります。
ボリュームセットに十分な空き領域があるかどうかを判断するには、fsvoladm コマンドを
使います。
fsvoladm（1M）のマニュアルページを参照してください。
# fsvoladm list /mnt0
devid
size
used
avail
name
0
20971520
8497658
12473862
1
20971520
6328993
14642527
2
20971520
4458462
16513058

mnt1
mnt2
mnt3

Storage Checkpoint の作成
次の例では、/mnt0 ファイルシステム上に thu_7pm という名前の Nodata Storage
Checkpoint を 1 つ作成し、/mnt0 ファイルシステムのすべての Storage Checkpoint を
一覧表示します。
# fsckptadm -n create thu_7pm /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
thu_7pm:
ctime
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
mtime
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
flags
= nodata, largefiles

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

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

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

Storage Checkpoint の削除
Storage Checkpoint を削除するには、fsckptadm コマンドの remove キーワードを指
定します。具体的には、同期または非同期のいずれかの方法を使って、Storage
Checkpoint を削除します。デフォルトでは、非同期方法が指定されています。同期方法
の場合は、Storage Checkpoint 全体を削除し、すべてのブロックをファイルシステムの
空き領域に戻した後、fsckptadm 操作を完了します。非同期方法の場合は、削除する
Storage Checkpoint にマークを付けたら、ただちに fsckptadm が戻ります。その後、独
立したカーネルスレッドにより、削除を実行し、Storage Checkpoint をファイルシステム
の空き領域に戻します。
次に示す例では、/mnt0 はマウントされた VxFS で、ディスクレイアウトバージョン 4 を使っ
ています。この例は、thu_8pm という名前の Storage Checkpoint の非同期削除と thu_7pm
という名前の Storage Checkpoint の同期削除を示しています。ここでは、指定した
Storage Checkpoint を削除した後、/mnt0 ファイルシステム上に存在するすべての
Storage Checkpoint を一覧を表示します。
# fsckptadm remove thu_8pm /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
thu_7pm:
ctime
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
mtime
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
flags
= nodata, largefiles
# fsckptadm -s remove thu_7pm /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0

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

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

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

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

■

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

■

ファイルシステムのマウントを解除する前に、ファイルシステムのすべての Storage
Checkpoint のマウントを解除する必要があります。
警告: バックアップ目的で Storage Checkpoint を作成する場合は、書き込み可能な
Storage Checkpoint としてマウントしないでください。Storage Checkpoint に誤って
書き込むと、その時点でのイメージが失われます。

Storage Checkpoint は、特殊な擬似デバイスにマウントされます。この擬似デバイスは
システムの名前空間には存在せず、Storage Checkpoint がマウントされるときにシステ
ムによってシステム内部に作成され、使われます。この擬似デバイスは、Storage
Checkpoint のマウントを解除すると削除されます。擬似デバイス名は、ファイルシステム
デバイス名に Storage Checkpoint 名を追加して作成します。区切り文字にはコロン（:）
を使います。
たとえば、特殊なデバイス /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 に常駐するファイルシステムに
Storage Checkpoint として may_23 がある場合、Storage Checkpoint の擬似デバイス
名は次のようになります。
/dev/vx/dsk/fsvol/vol1:may_23
■

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

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

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

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

device to
fsck

mount point FS
fsck mount
mount
type pass at boot options

/dev/vx/dsk/fsvol/ /dev/vx/rdsk/ /fsvol
vol1
fsvol/vol1
/dev/vx/dsk/fsvol/ /fsvol_
vol1:may_23
may_23
■

vxfs 1

yes

-

vxfs 0

yes

ckpt=may_23

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

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

次のようにマウントポイントまたは擬似デバイスの名前を使って、Storage Checkpoint の
マウントを解除することができます。
# umount /fsvol_may_23
# umount /dev/vx/dsk/fsvol/vol1:may_23

メモ: 擬似デバイスは実際のファイルシステムの一部であるため、fsck ユーティリティを、
Storage Checkpoint の擬似デバイスに対して実行する必要はありません。

Nodata Storage Checkpoint への Data Storage Checkpoint の変換
Nodata Storage Checkpoint には、実際のファイルデータが含まれません。Nodata
Storage Checkpoint には、Storage Checkpoint の作成後に変更されたすべてのブロッ
クの位置を示すマーカーの集合が含まれます。
p.84 の 「Storage Checkpoint の種類」 を参照してください。
Data Storage Checkpoint の Nodata Storage Checkpoint への変換には、同期変換
または非同期変換の 2 つの方法があります。デフォルトの方法は非同期変換です。同期
変換の場合、fsckptadm は、すべてのファイルが変換プロセスで nodata 状態になるま
で待機し、操作を完了します。非同期変換の場合は、Storage Checkpoint のデータブ
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ロックがファイルシステムの空きブロックプールにすぐに戻されないときでも、ただちに
fsckptadm が制御を戻し、Storage Checkpoint に Nodata Storage Checkpoint の
マークを付けます。Storage Checkpoint により、バックグラウンドで確保されたすべての
ファイルデータブロックの領域が解放され、最後にファイルシステムの空きブロックプール
に戻されます。
ファイルシステムの過去の Storage Checkpoint がすべて Nodata Storage Checkpoint
である場合は、同期方法を使って、Data Storage Checkpoint を Nodata Storage
Checkpoint に変換します。ファイルシステムに過去の Data Storage Checkpoint が存
在する場合は、非同期方法を使って、後から変換する必要がある Storage Checkpoint
にマークを付けます。この場合、Storage Checkpoint がファイルシステムで最も古い
Storage Checkpoint になるまで、または過去の Storage Checkpoint すべてが Nodata
Storage Checkpoint に変換されるまで、実際の変換操作は遅延されます。
メモ: Nodata Storage Checkpoint では、ブロックの変更位置が追跡されるだけで、ファ
イルデータブロックの内容が保存されないため、Nodata Storage Checkpoint を Data
Storage Checkpoint に変換することはできません。

Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相
違点の表示
次の例で、Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相違点につい
て示します。
メモ: Nodata Storage Checkpoint には、実際のファイルデータが含まれません。
p.90 の 「Nodata Storage Checkpoint への Data Storage Checkpoint の変換」 を参
照してください。
Storage Checkpoint の相違点の確認手順

1

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

65536 blocks, largefiles supported

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

2

次の例のように、内容を確認するための小さなファイルを作成します。
# echo "hello, world" > /mnt0/file
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3

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

4

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

5

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

6

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

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

8

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

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

1 root

other 13 Jul 13 17:13 ¥

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

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

1

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

2

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

3

=
=
=

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

=
=
=

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

=
=
=

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

=
=
=

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

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

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

5

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

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

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

1

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

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

領域管理について
Storage Checkpoint を含むファイルシステムで領域が不足すると、ファイルの削除や既
存ファイルの上書きなど、一部の操作が失敗することがあります。システムで十分な領域
を確保できない場合は、操作に失敗します。
通常、データベースではファイル用に格納領域が事前に割り当てられており、書き込み
操作が失敗することはありません。ファイルシステムで領域が不足すると、カーネルにより
Storage Checkpoint が自動的に削除され、書き込み操作を完了する前に十分な領域
を確保しようとします。同様に、カーネルは Storage Checkpoint を削除して、rm などの
コマンドが領域不足（ENOSPC）状態で失敗することを回避します。
rm（1M）のマニュアルページを参照してください。

カーネルが Storage Checkpoint を自動的に削除する場合は、次のポリシーが適用され
ます。
■

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

■

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

■

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

■

最も古い Storage Checkpoint から削除します。

第 6 章 Storage Checkpoints
Storage Checkpoint からのファイルシステムのリストア

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

する場合、その Storage Checkpoint の作成後に発生したファイルシステムへの変更は、
完全に失われます。保存される Storage Checkpoint とデータは、選択した Storage
Checkpoint の作成と同時か、それ以前に作成されたものだけです。fsckpt_restore
を呼び出す場合、ファイルシステムはマウントできません。
メモ: アプリケーションでファイルを効率よくリストアするには、ライブラリ関数 fsckpt_fbmap
（3）を使って、ファイルデータの変更部分のみをリストアします。

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

1

$ fckptadm create CKPT1 /home

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

2

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

ホームディレクトリからファイル MyFile.txt を削除します。

3

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

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

4

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

1

me

staff

14910

Mar 4

17:09

MyFile.txt

ファイル MyFile.txt をホームディレクトリにコピーします。

5

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

1 me

staff

14910

Mar 4

18:21

MyFile.txt

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

C
K
P
T
6

C
K
P
T
5

C
K
P
T
4

C
K
P
T
3

C
K
P
T
2

C
K
P
T
1
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Storage Checkpoint からのファイルシステムのリストア方法

1

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

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

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

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

4

C
K
P
T
2

C
K
P
T
1

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

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

ソフト制限

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

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

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

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

■ -f

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

7
クォータ
この章では以下の項目について説明しています。
■

クォータ限度について

■

Veritas File System のクォータファイルについて

■

クォータコマンドについて

■

Veritas File System によるクォータのチェックについて

■

クォータの使用

クォータ限度について
Veritas File System（VxFS）では、ユーザークォータおよびグループクォータがサポート
されています。クォータシステムは、ファイルシステムの 2 つの主要リソースであるファイル
とデータブロックの使用を制限します。リソースごとに各ユーザーおよびグループにクォー
タを割り当て、その使用を制限できます。
この 2 つのリソースについては、次の制限が用意されています。
ハード制限

いかなる条件下においても超過できない絶対的な制限です。

ソフト制限

ハード制限の範囲内で設定します。一定の期間内であれば、制限を超える
ことができます。期間はファイルシステム単位でのみ設定できます。VxFS の
デフォルトの期間は 7 日間です。

ソフト制限は、通常、ユーザーが大容量の一時ファイルを生成するアプリケーションを実
行する必要がある場合に使います。この場合、ユーザーは一定の期間内であればクォー
タ限度を超えることができます。期間を過ぎると、割り当てを実行できなくなります。
vxedquota コマンドを使って、制限を設定します。
p.108 の 「クォータの使用」 を参照してください。
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ファイルとデータブロックの制限はユーザーおよびグループごとに設定できますが、期間
はファイルシステム全体に適用されます。クォータ限度情報はユーザー ID とグループ ID
に関連付けられており、ユーザーまたはグループのクォータファイルに保存されます。
p.106 の 「Veritas File System のクォータファイルについて」 を参照してください。
VxFS でファイルに領域が事前に割り当てられている場合は、クォータのソフト制限を超
えることができます。
p.59 の 「エクステント属性について」 を参照してください。

Veritas File System のクォータファイルについて
どのクォータコマンドも実行できるように、クォータファイル（ファイル名は quotas）は、ファ
イルシステムのルートディレクトリに配置する必要があります。グループクォータが機能す
るには、quotas.grp ファイルが必要です。ファイルシステムのマウントポイント内のファイ
ルは、外部クォータファイルと呼ばれます。VxFS には、VxFS 自体が使うための内部クォー
タファイルも用意されています。
クォータ管理コマンドは、外部クォータファイルに対して読み取りと書き込みを実行し、使
用制限を取得または変更します。VxFS では、内部ファイルを使って、各ユーザーが使う
データブロックと i ノードの使用回数を保持します。クォータが有効になっている場合、
クォータ限度は外部クォータファイルから内部クォータファイルにコピーされます。クォー
タが有効な間は、クォータの変更や使用情報の変更はすべて内部クォータファイルに登
録されます。クォータを無効にすると、内部クォータファイルの内容が外部クォータファイ
ルにコピーされるため、2 つのファイルのデータはすべて同期化されます。
VxFS では、ユーザークォータの他にグループクォータもサポートされています。ユーザー
クォータがユーザー別にファイルシステムリソース（ディスクブロックおよび i ノード数）の
使用を制限するように、グループクォータはグループ別にリソースの使用を制限します。
ユーザークォータと同様に、グループクォータはファイルシステムリソースにソフト制限と
ハード制限を設定します。ユーザークォータとグループクォータの両方が有効な場合、実
行ユーザーのリソースの使用は、この 2 つのうち制限が厳しい方の値に基づいて制限さ
れます。
グループクォータとユーザークォータを区別するには、VxFS クォータコマンドで -g と -u
オプションを使います。どちらのオプションも指定されていない場合、デフォルトでユー
ザークォータが使われます。クォータが mount コマンドのオプションとして指定されている
場合、このルールは適用されません。その場合、ユーザークォータとグループクォータの
両方が有効になります。グループクォータのサポートでは、個別にグループクォータファ
イルも必要になります。VxFS グループクォータファイルは、quotas.grp という名前です。
VxFS ユーザークォータファイルの名前は、quotas です。quotas という名前が使われる
のは、Solaris の別のファイルシステムで使われる quotas.user ファイルと区別するため
です。
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クォータコマンドについて
VxFS では、通常 UFS クォータコマンドに類似するコマンドを使ってクォータを管理しま
す。Solaris では UFS 固有の（UFS ファイルシステムでのみ動作する）クォータコマンドを
使います。このため、VxFS では、UFS クォータコマンドに類似した VxFS ファイルシステ
ムでのみ動作するコマンドセットが提供されています。
メモ: VxFS で使うクォータコマンドの多くは、BSD クォータコマンドに類似しています。た
だし、quotacheck コマンドは例外です。VxFS では、このようなコマンドはサポートされて
いません。
p.107 の 「Veritas File System によるクォータのチェックについて」 を参照してください。
VxFS では、次のクォータコマンドが提供されています。
vxedquota

ユーザーやグループのクォータ限度を変更します。vxedquota を使って
変更された制限は、内部クォータファイルと外部クォータファイルの両方に
反映されます。

vxrepquota

クォータとディスクの使用率の情報を取得します。

vxquot

ファイルの所有権と使用率の情報を取得します。

vxquota

クォータ限度と使用率を表示します。

vxquotaon

マウントされている VxFS ファイルシステムのクォータを有効にします。

vxquotaoff

マウントされている VxFS ファイルシステムのクォータを無効にします。

これらのコマンドに加えて、VxFS mount コマンドは、特殊なマウントオプション（-o quota）
をサポートしています。このオプションは、マウント時にクォータを有効にする場合に使い
ます。
クォータコマンドの詳細については、対応するマニュアルページを参照してください。
メモ: VxFS ファイルシステムが NFS を介してエクスポートされる場合、NFS クライアントで
VxFS クォータコマンドを使い、クォータへの問い合わせやクォータの編集を行うことはで
きません。サーバーで VxFS クォータコマンドを使うと、クォータに対する問い合わせや編
集を行えます。

Veritas File System によるクォータのチェックについて
クォータの標準的な実装では、全ファイルシステムのマウント後にクォータが個別に検査
されます。クォータ検査では、ディスクの i ノードを読み取り、ユーザー別やグループ別に
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使用量を算出します。この方法は時間がかかります。また、ファイルシステムがマウントさ
れているため、クォータ検査の実行中に使用量が変化することがあります。
VxFS では、quotacheck コマンドはサポートされていません。VxFS では、クォータを有
効にした時点で、クォータ検査が自動的に実行されます（必要な場合）。内部クォータファ
イルに記録された使用量情報に反映されるファイルシステムに変更があった場合は、
クォータ検査が必要になります。これは、クォータを無効にした状態でファイルシステムへ
の書き込みがあった場合、またはファイルシステムにファイルシステム全体の検証が必要
となるような構造上の損傷が発生した場合に限られます。
fsck_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

クォータ検査は、通常、ディスクの i ノードの情報を読み取り、内部クォータファイルを再
構築します。クォータが有効でない場合でも、システム管理者によってクォータ限度が変
更されることがあります。このような変更は外部クォータファイルに保存されます。クォータ
を有効にする処理の一部として、クォータ限度は外部クォータファイルから内部クォータ
ファイルに読み取られます。

クォータの使用
VxFS クォータコマンドを使ってクォータを操作します。

クォータの有効化
ファイルシステムでクォータ機能を使うには、クォータを有効にする必要があります。ファ
イルシステムのマウント時またはマウント後にクォータを有効にできます。
メモ: クォータを有効にする前に、root によって所有される quotas という名前のユーザー
クォータファイルと quotas.grp という名前のグループクォータファイルをファイルシステ
ムのルートディレクトリに作成する必要があります。
クォータを有効にする方法

1

VxFS のユーザーおよびグループクォータを有効にするには、次のコマンドを入力
します。
# vxquotaon /mount_point

2

VxFS のユーザークォータのみを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxquotaon -u /mount_point

3

VxFS のグループクォータのみを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxquotaon -g /mount_point
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マウント時のクォータの有効化
ファイルシステムのマウント時に mount コマンドを使ってクォータを有効にすることができ
ます。
マウント時にクォータを有効にする方法

1

マウント時にファイルシステムのユーザークォータまたはグループクォータを有効に
するには、次のように入力します。
# mount -F vxfs -o quota special /mount_point

2

ユーザークォータのみを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# mount -F vxfs -o usrquota special /mount_point

3

グループクォータのみを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# mount -F vxfs -o grpquota special /mount_point

ユーザークォータとグループクォータの編集
vxedquota コマンドを使って、ユーザークォータとグループクォータを設定できます。

クォータを編集するには、スーパーユーザー権限が必要です。
vxedquota は指定されたユーザーに対する一時ファイルを作成します。このファイルに、

クォータファイルを持つ、マウントされた各ファイルシステムのディスククォータを保存しま
す。vxedquota を実行するためにクォータを有効にする必要はありません。ただし、ファ
イルシステムのクォータを有効にしない限りクォータ限度は適用されません。
クォータを編集する方法

1

-u オプションを指定して、username で指定した 1 つ以上のユーザークォータを編

集できます。
# vxedquota [-u] username
-u オプションが指定されていない場合は、デフォルトの状態で 1 つ以上のユーザー

クォータを編集できます。

2

-g オプションを指定して、groupname で指定した 1 つ以上のグループクォータを編

集できます。
# vxedquota -g groupname
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期限の修正
ソフト制限およびハード制限は、値を変更したり、値を割り当てることができます。どのユー
ザーまたはグループも、クォータが有効になっている場合、ハード制限を超えることはで
きません。
期限の修正は、ファイルシステム全体に適用されます。ユーザー単位やグループ単位で
適用することはできません。
期限を修正する方法

1

-t オプションを指定して、どのユーザーの期限も修正することができます。
# vxedquota [-u] -t

2

-g オプションや -t オプションを指定して、どのグループの期限も修正することがで

きます。
# vxedquota -g -t

ディスククォータと使用率の表示
vxquota コマンドを使って、VxFS ファイルシステムでユーザーまたはグループのディス

ククォータと使用率を表示します。
ディスククォータと使用率を表示する方法

1

マウントされたすべての VxFS に quotas ファイルが存在する場合に、ユーザーの
クォータとディスクの使用率を表示するには、次のように入力します。
# vxquota -v [-u] username

2

マウントされたすべての VxFS に quotas.grp ファイルが存在する場合に、グルー
プのクォータとディスクの使用率を表示するには、次のように入力します。
# vxquota -v -g groupname

ユーザーまたはグループが所有するブロックの表示
vxquot コマンドを使って、ファイルシステムで各ユーザーまたはグループが所有するブ

ロック数を表示します。

第 7 章 クォータ
クォータの使用

ユーザーまたはグループが所有するブロック数を表示する方法

1

各ユーザーが所有するファイル数と領域を表示するには、次のように入力します。
# vxquot [-u] -f filesystem

2

各グループが所有するファイル数と領域を表示するには、次のように入力します。
# vxquot -g -f filesystem

クォータの無効化
vxquotaoff コマンドを使って、クォータを無効にします。

クォータを無効にする方法

1

マウントされたファイルシステムのクォータを無効にするには、次のコマンドを入力し
ます。
# vxquotaoff /mount_point

2

VxFS のユーザークォータのみを無効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxquotaoff -u /mount_point

3

VxFS のグループクォータのみを無効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxquotaoff -g /mount_point

111

112

第 7 章 クォータ
クォータの使用

8
FCL（File Change Log）
この章では以下の項目について説明しています。
■

FCL について

■

FCL のファイルについて

■

FCL の管理インターフェース

■

FCL のプログラミングインターフェース

■

API 関数のまとめ

■

パス名の逆引きルックアップ

FCL について
VxFS FCL は、ファイルシステム内のファイルおよびディレクトリへの変更を記録します。
通常、FCL を使うアプリケーションで次の処理を行う必要があります。
■

ファイルシステムまたはサブセット全体のスキャン

■

前回のスキャン以降に変更された箇所の検出

このアプリケーションとは、バックアップユーティリティ、Web 巡回ロボット、検索エンジン、
レプリケーションプログラムなどです。
メモ: FCL は、データが変更された時間を追跡し、変更の種類を記録しますが、実際の
データの変更は追跡しません。ファイルを検査して変更されたデータを特定するのはア
プリケーションです。
FCL 機能は別ライセンスです。
『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照してください。
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FCL のファイルについて
FCL は、作成、リンク、リンクの解除、名前の変更、データの追加、データの上書き、デー
タの切り捨て、拡張属性の変更、ホールのパンチ、様々なファイルプロパティの更新など、
ファイルシステムへの変更を記録します。
メモ: FCL は、ディスクレイアウトのバージョン 6 以上でのみサポートされます。
FCL は、ファイルシステムの名前空間にあるスパースファイルに変更を保存します。FCL
ファイルは、mount_point/lost+found/changelog に保存されます。FCL ファイルは
通常ファイルと同様に操作できますが、実行できない操作もあります。標準のシステムコー
ル open（2）、lseek（2）、read（2）、close（2）は FCL のデータにアクセスできますが、
write（2）、mmap（2）、rename（2）はアクセスできません。
警告: 標準システムコールは、現在その一部がすでにサポートされていますが、今後の
VxFS リリースでは、FCL ファイルは名前空間から取り出されるようになり、これらのシステ
ムコールは動作しなくなります。したがって、新しく開発するアプリケーションはすべてプ
ログラミングインターフェースを使うことを推奨します。
FCL のログファイルには、FCL に関する情報（FCL スーパーブロックに保存される）と、ファ
イルシステム内のファイルおよびディレクトリへの変更（FCL レコードとして保存される）の
両方が格納されます。
p.117 の 「FCL のプログラミングインターフェース」 を参照してください。
4.1 では、FCL の構造は、/opt/VRTS/include/sys/fs/fcl.h ヘッダーファイルによ
り開示されていました。本リリースでは、FCL ファイルの内部構造を公開していません。
FCL にアクセスするしくみとしては、/opt/VRTSfssdk/5.0/include/vxfsutil.h ヘッ
ダーファイルに記述されている API の使用が推奨されます。
FCL 4.1 ヘッダーファイルにアクセスするアプリケーションの動作が中断しないように、こ
のリリースには、/opt/VRTS/include/sys/fs/fcl.h ヘッダーファイルが含まれていま
す。新しいアプリケーションでは、/opt/VRTSfssdk/5.0/include/vxfsutil.h に記
述されている新規 FCL API を使う必要があります。既存のアプリケーションでも、新しい
FCL API が使えるように修正してください。
FCL バージョン 4 からこのリリースの更新では、新しいレコードタイプが追加されていま
す。既存アプリケーションへの後方互換を提供するために、このリリースでは複数の FCL
バージョンをサポートしています。ユーザーは、新しい FCL の FCL バージョンを柔軟に
指定することができます。デフォルトの FCL バージョンは 4 です。
fcladm（1M）のマニュアルページを参照してください。
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FCL の管理インターフェース
FCL は、VxFS の管理コマンド fcladm（1M）と vxtunefs（1M）を使って設定およびチュー
ニングできます。
fcladm（1M）および vxtunefs（1M）の各マニュアルページを参照してください。
fcladm の FCL 引数は次のとおりです。
clear

このパラメータ設定後に、監査、オープン、クローズ、統計イベントの記
録は無効となります。

dump

オフホストプロセッシングシステムにダウンロードできる FCL ファイルの
正規のファイルイメージを作成します。作成されるファイルの形式は、
FCL ファイルのものとは異なっています。

on

マウントされているファイルシステムで FCL を有効にします。VxFS 5.0
では、FCL バージョンの 3 または 4 のいずれかをサポートしています。
バージョンを指定しなかった場合は、バージョン 4 がデフォルトで設定
されます。バージョンは、fcladm on を使って指定できます。

print

指定したオフセットから始まる FCL ファイルの内容を出力します。

restore

FCL の正規のファイルイメージから FCL ファイルをリストアします。ファイ
ルは dump 引数を指定して作成されています。

rm

FCL ファイルを削除します。FCL ファイルを削除する前に、まず off 引
数を指定して FCL を無効にする必要があります。

set

「eventlist」オプションの指定により、イベントの記録を有効にします。
fcladm（1M）のマニュアルページを参照してください。

state

標準出力に対して FCL の現在の状態を書き込みます。

sync

FCL の記録間隔に関連するデータをフラッシュして FCL を静的な状態
へと移行させます。

vxtunefs の FCL チューニングパラメータは次のとおりです。
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fcl_keeptime

FCL レコードを FCL ファイルに保持する期間（パージするまでの期間）
を秒単位で指定します。パージは最も古いレコードから開始されます。
最も古いレコードはファイルの先頭にあります。さらに、FCL ファイルへ
の割り当てが fcl_maxalloc バイトを越えた場合に、ファイルの最初
にあるレコードがパージされる可能性があります。fcl_keeptime の
デフォルト値は、0 です。fcl_maxalloc パラメータが設定されている
場合、レコードは、FCL に割り当てられている領域が fcl_maxalloc
を超えていると FCL ファイルからパージされます。これは、たとえレコー
ドがログに記録されている経過時間が、fcl_keeptime の値を下回っ
ていたとしても変わることはありません。

fcl_maxalloc

FCL に割り当てる領域の最大値をバイト単位で指定します。割り当てら
れた領域が fcl_maxalloc を超えた場合、ファイルの先頭にホール
がパンチされます。この結果、レコードがパージされ、最初の有効なオ
フセット（fc_foff）が更新されます。さらに、最も古いレコードの有効
期限が fcl_keeptime に達していない場合、fcl_maxalloc は無
視されることがあります。
fcl_maxalloc の最小値は 4 MB です。デフォルト値は fs_size/33
です。

fcl_winterval

FCL が上書き、拡張書き込み、または切り捨てを記録する間隔を秒単
位で指定します。これにより、FCL 内の繰り返しのレコード数を減らすこ
とができます。fcl_winterval タイムアウトは i ノードごとです。i ノー
ドがキャッシュから削除され、再度キャッシュに復帰する場合、その書き
込み間隔はリセットされます。結果として、同じ書き込み間隔でファイル
に 2 つ以上のレコードを書き込めることになります。デフォルト値は 3600
秒です。

fcl_ointerval

秒単位の間隔を指定します。この間は、後続のファイルオープンで新し
い FCL レコードは生成されません。これにより、FCL ファイルに記録され
る繰り返しレコードの数を減らすことができます。アクセス情報の追跡も
有効になっている場合、別のユーザーにオープンされているファイル
は、fcl_ointerval の間でも後続のファイルオープンでレコードが
生成されることがあります。同様に i ノードがキャッシュから取り消された
場合、同じオープン間隔内で 2 つ以上のレコードが生成される場合が
あります。
デフォルト値は 600 秒です。

FCL をアクティブにするには、fcl_maxalloc および fcl_keeptime の一方または両方
を設定する必要があります。次に、fcladm コマンドの使用例を示します。
マウントしたファイルシステムの FCL を有効にするには、次のコマンドを入力します。
# fcladm on mount_point

マウントしたファイルシステムの FCL を無効にするには、次のコマンドを入力します。
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# fcladm off mount_point

FCL が無効となっている、マウントされたファイルシステムの FCL ファイルを削除するに
は、次を入力します。
# fcladm rm mount_point

マウントされたファイルシステムの現在の FCL 状態を取得するには、次のコマンドを入力
します。
# fcladm state mount_point

FCL における各イベントによりアクセス情報とともにファイルのオープン状態を追跡できる
ようにするには、次のコマンドを入力します。
# fcladm set fileopen,accessinfo mount_point

FCL の I/O 統計データの追跡を停止するには、次のコマンドを入力します。
# fcladm clear filestats mount_point

FCL に関する情報を取得するために、オフセット 0 を使ってオンディスク FCL スーパー
ブロックをテキスト形式で出力することができます。これは、オンディスク FCL スーパーブ
ロックが FCL ファイルの最初のブロックを占有しているため、FCL スーパーブロックを読
み取り、fc_foff フィールドをチェックすることで、FCL ファイル内の最初と最後の有効な
オフセット値を特定できます。次のように入力します。
# fcladm print 0 mount_point

オフセットで指定される FCL の内容をテキスト形式で出力するには、次のコマンドを入力
します（使うオフセットは 32 バイトで整列されています）。
# fcladm print offset mount_point

FCL のプログラミングインターフェース
VxFS には、次の 2 つの方法で FCL ファイルの読み取りと解析を単純化するための拡張
API が用意されています。
読み取りの単純化

API により FCL エントリ解析に必要な追加のコードが削減され、ユー
ザータスクが単純化されます。4.1 では、削除やリンクなどのイベント情
報を取得するために、ユーザーは削除やリンクされたファイル名を取得
するための追加のコードを書く必要がありました。このリリースでは、ユー
ザーは API を使ってアセンブルされたレコードを直接読み取ることがで
きます。また、ユーザーは API を使って目的のイベントレコードのサブ
セットを示すためのフィルタを指定できます。
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後方互換

FCL への API アクセス機能により、アプリケーションの後方互換が実現
されます。API を使うことで、アプリケーションは FCL のレイアウト変更に
関係なく FCL ファイルを解析できます。FCL の隠されたレコードレイア
ウトが変更されても、API は戻りデータを自動的に変換して求められる
出力レコードに一致させます。結果として、ユーザーは、オンディスクの
FCL レイアウトの変更により、アプリケーションを修正または再コンパイ
ルする必要はありません。

p.120 の 「パス名の逆引きルックアップ」 を参照してください。
次のサンプルコードは、FCL スーパーブロックを読み取り、FCL の状態が VX_FCLS_ON
であることを確認します。次に、vxfs_fcl_sync への呼び出しを発行して、読み取り先
の最後のオフセットを取得し、FCL ファイル内の最初の有効なオフセットを特定します。
最後に、このオフセットから 8 K のチャンクでエントリを読み取ります。FCL エントリ処理
（process fcl entries）とコメントされた行付近に、FCL 内のエントリに対する処理レコード
をアプリケーション開発者が提供する必要があります。
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <fcl.h>
#include <vxfsutil.h>
#define FCL_READSZ 8192
char* fclname = "/mnt/lost+found/changelog";
int read_fcl(fclname) char* fclname;
{
struct fcl_sb fclsb;
uint64_t off, lastoff;
size_t size;
char buf[FCL_READSZ], *bufp = buf;
int fd;
int err = 0;
if ((fd = open(fclname, O_RDONLY)) < 0) {
return ENOENT;
}
if ((off = lseek(fd, 0, SEEK_SET)) != 0) {
close(fd);
return EIO;
}
size = read(fd, &fclsb, sizeof (struct fcl_sb));
if (size < 0) {
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close(fd);
return EIO;
}
if (fclsb.fc_state == VX_FCLS_OFF) {
close(fd);
return 0;
}
if (err = vxfs_fcl_sync(fclname, &lastoff)) {
close(fd);
return err;
}
if ((off = lseek(fd, off_t, uint64_t)) != uint64_t) {
close(fd);
return EIO;
}
while (off < lastoff) {
if ((size = read(fd, bufp, FCL_READSZ)) <= 0) {
close(fd);
return errno;
}
/* process fcl entries */
off += size;
}
close(fd);
return 0;
}

API 関数のまとめ
ここでは、FCL API 関数を簡単にまとめておきます。
vxfs_fcl_close（）

FCL ファイルを閉じて、ハンドルに関連したリソースを削除します。

vxfs_fcl_cookie（） 現在の FCL のアクティブ化日時とオフセットを埋め込んだ非公開構造
を返します。この cookie を保存しておき、後でアプリケーションが最後
に停止した箇所から読み取りを続行するために vxfs_fcl_seek（）
関数に渡すこともできます。
vxfs_fcl_getinfo
（）

FCL ファイルの状態やバージョンなどの情報を返します。

vxfs_fcl_open（）

FCL ファイルを開き、後続の操作で使えるハンドルを返します。

vxfs_fcl_read（）

対象の FCL レコードをユーザー指定のバッファに読み込みます。

119

120

第 8 章 FCL（File Change Log）
パス名の逆引きルックアップ

vxfs_fcl_seek（）

指定の cookie からデータを抽出し、指定のオフセットにシークします。

vxfs_fcl_seektime 指定時間の経過後に FCL の最初のレコードにシークします。
（）

パス名の逆引きルックアップ
パス名の逆引きルックアップ機能を使うと、ファイルやディレクトリの i ノード番号から、完
全パス名を取得できます。i ノード番号は、管理コマンド vxlsino またはアプリケーション
プログラミングインターフェースのライブラリ関数 vxfs_inotopath_gen（3）の引数として
指定します。
パス名の逆引きルックアップ機能は、VxFS FCL 機能のクライアント、バックアップユーティ
リティ、リストアユーティリティ、レプリケーション製品など、様々なアプリケーションで使えま
す。ファイルやディレクトリのパス名は非常に長くなることがあるため、これらのアプリケー
ションでは、情報を i ノード番号で保存することが普通です。そのため、パス名を簡単に
取得する手段が必要になります。
i ノード番号は、ファイルシステム内の各ファイルに付けられた一意の識別番号です。i
ノードには、そのファイルに関連付けられたデータとメタデータが格納されます。ただし、
その i ノードに対応するファイル名は含まれていません。したがって、i ノード番号からファ
イルの名前を特定することは、比較的難しくなります。ncheck コマンドを実行すると、ファ
イルシステム内の各ディレクトリがスキャンされ、i ノードの識別子からファイル名が取得さ
れます。ただし、このプロセスには、時間がかかることがあります。VxFS のパス名の逆引
きルックアップ機能を使うと、パス名を比較的すばやく取得できます。
メモ: シンボリックリンクにはファイルのパスが含まれていないため、パス名の逆引きルック
アップ機能を使っても、ファイルへのシンボリックリンクを追跡することはできません。
名前の変更、リンクの解除および新規ファイルの作成においてエラーが発生した可能性
があるので、パス名を指定して lookup または open を実行し、i ノード番号と取得したパ
ス名が一致するかどうかを確認することをお勧めします。
vxlsino（1M）、vxfs_inotopath_gen（3）、vxfs_inotopath（3）のマニュアルページ

を参照してください。

9
MVS ファイルシステム
この章では以下の項目について説明しています。
■

MVS（Multi Volume Support）について

■

ボリュームの種類について

■

MVS（Multi Volume Support）を使って実装されている機能

■

ボリュームセットについて

■

MVS ファイルシステムの作成

■

単一ボリュームファイルシステムの MVS ファイルシステムへの変換

■

MVS ファイルシステムからのボリューム削除

■

割り当てポリシーについて

■

割り当てポリシーの割り当て

■

割り当てポリシーの問い合わせ

■

ディレクトリに対するパターンテーブルの割り当て

■

ファイルシステムに対するパターンテーブルの割り当て

■

データの割り当て

■

ボリュームのカプセル化

■

ファイルエクステントの出力

■

負荷分散

■

MVS ファイルシステムの単一ボリュームファイルシステムへの変換
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MVS（Multi Volume Support）について
VxFS は、Veritas Volume Manager と組み合わせて使われた場合に、MVS ファイルシ
ステムをサポートします。MVS（Multi Volume Support）を使うと、1 つのファイルシステ
ムを複数のボリュームにまたがって作成した上、各ボリュームに独自のプロパティを設定
できます。たとえば、メタデータはミラー化されたストレージに配置する一方で、ファイル
データは RAID 1+0（ストライプ化ミラー）などのパフォーマンスの高いボリュームに配置
することができます。
また、MVS 機能を使うと、異なるクラスのデバイスにファイルシステムを配置できるため、
安価なディスクと高価なアレイの両方を使って 1 つのファイルシステムをサポートできま
す。どのデータをどのボリュームタイプに入れるかは、MVS 管理インターフェースを使っ
て制御できます。
メモ: MVS は、ディスクレイアウトバージョン 6 以上を使ったファイルシステムでのみ利用
可能です。
p.275 の 「ディスクレイアウトについて」 を参照してください。

ボリュームの種類について
VxFS では 2 種類のボリュームが使われます。一方はデータのみを含むデータ専用ボ
リューム（dataonly）で、もう一方はメタデータまたはデータを含むことのできるメタデータ
対応ボリューム（metadataok）です。
データは、ファイルシステムの正規のファイルや名前付きデータストリームのダイレクトエ
クステント（ユーザーデータが含まれる）を指します。
メタデータは、mkfs コマンドでファイルシステムが作成された時またはそれ以降で割り当
てられたすべてのデータを指します。メタデータには、構造化ファイルに割り当てられた
エクステント、スーパーブロックに予約済みのブロック、ボリュームラベル、間接エクステン
ト、FCL ファイルに属するエクステント、履歴ログファイル、拡張属性、ディレクトリ、アクセ
ス制御リストなどが含まれます。
データ専用ボリューム（dataonly）またはメタデータ対応ボリューム（metadataok）を指
定するには、ボリュームの可用性フラグを設定します。ボリュームの可用性フラグは、
fsvoladm コマンドを使って、設定、消去、一覧表示ができます。
fsvoladm（1M）のマニュアルページを参照してください。
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MVS（Multi Volume Support）を使って実装されている
機能
次は、MVS（Multi Volume Support）を使って実装できる機能です。
■

ファイルを格納する場所を複数のレベルから選択します。これにより、特定のファイル
やファイル階層を異なるボリュームに割り当てることができます。この機能は、Veritas
File System の Dynamic Storage Tiering（DST）機能で使えます。
p.141 の 「DST（Dynamic Storage Tiering）について」 を参照してください。

■

VxFS インテントログを単一ボリューム上に配置します。これにより、ディスクヘッドの移
動が最小限になり、パフォーマンスが向上します。この機能は、Veritas QuickLog™
機能から移行する際に使えます。

■

メタデータとファイルデータを分離します。

■

メタデータとファイルデータを分離します。

■

ボリュームがファイルシステム上にファイルとして表示されるように、ボリュームをカプ
セル化します。これは、RAW ボリュームで実行されているデータベースでは特に便
利です。

■

ボリュームはたとえ他が使えない状態であっても一部のボリュームが使えるようになっ
ています。

MVS ファイルシステムの機能を使うには、Veritas Volume Manager がインストールされ
ており、ボリュームセット機能にアクセスできる必要があります。

ボリュームの可用性
MVS では、他のボリュームがたとえ使えない状態であっても一部のボリュームが使えるよ
うになっています。このため、1 つ以上のコンポーネントを含むデータ専用ボリュームが見
つからない場合であっても MVS ファイルシステムをマウントすることができます。
ボリュームは、そのボリューム上でメタデータが許可されているかどうかにより分類されて
います。データ専用ボリュームで発生する I/O エラーは、他のいかなるボリュームへのア
クセスにも影響を与えません。見つからないデータ専用ボリュームにアクセスしない VxFS
操作はすべて正常に動作します。
見つからないデータ専用ボリュームにアクセスせず、正常に動作する VxFS 操作には次
のようなものがあります。
■

ファイルシステムが読み取り専用または読み書きのいずれのモードであっても MVS
ファイルシステムをマウントする場合

■

カーネル操作
の再生を実行する場合。ログに記録された書き込みは、対応するボリュームが
データ専用であると通常の書き込みに変換されます。

■ fsck
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■ fsck
■

の完全実行

見つからないボリュームのデータにアクセスすることのない、その他のすべてのコマン
ドの使用

データ専用ボリュームが見つからない場合に処理が失敗することのある操作は、次のと
おりです。
■

ファイルのデータエクステントが、見つからないデータ専用ボリュームから割り当てら
れている場合のファイルデータの読み取りまたは書き込み

■ vxdump

コマンドの使用

ボリュームの可用性がサポートされるのは、ファイルシステムのディスクレイアウトバージョ
ン 7 以上となります。
メモ: ボリュームの可用性が異なっている場合は、マウントオプション ioerror=disable
または ioerror=wdisable で MVS システムをマウントしないでください。 では、クラスタ
のマウントに ioerror=mdisable、ローカルのマウントに ioerror=mwdisable のマウン
トオプションをそれぞれ使うことをお勧めします。

ボリュームセットについて
Veritas Volume Manager は、ボリュームセットと呼ばれるデータオブジェクトをエクス
ポートします。RAW I/O アクセスやファイルシステムの格納に使える従来の Volume
Manager ボリュームとは異なり、ボリュームセットは、複数の異なるボリュームのコンテナ
になります。各ボリュームは、独自のジオメトリを所有できます。
ボリュームセットを作成および管理するには、Volume Manager の vxvset コマンドを使
います。ボリュームセットを空にすることはできません。最後のエントリを削除すると、ボ
リュームセット自体が削除されます。

ボリュームセットの作成および管理
次のコマンドの例は、ボリュームセットの作成および管理について示しています。
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ボリュームセットの作成および管理を行う方法

1

vol1 から新しいボリュームセットを作成します。
# vxassist -g dg1 make vol1 10m
# vxvset -g dg1 make myvset vol1

2

新しいボリュームを 2 つ作成してボリュームセットに追加します。
# vxassist -g dg1 make vol2 50m
# vxassist -g dg1 make vol3 50m
# vxvset -g dg1 addvol myvset vol2
# vxvset -g dg1 addvol myvset vol3

3

以前に作成したボリュームセットのコンポーネントボリュームを一覧で表示します。
# vxvset -g dg1 list myvset
VOLUME
vol1
vol2
vol3

4

INDEX
0
1
2

LENGTH
20480
102400
102400

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

CONTEXT
-

ls コマンドを使って、ボリュームセットが作成された場合にボリュームセットに含まれ

るボリュームが名前空間から削除され、名前空間の代わりにボリュームセット名を使っ
てアクセスが実行されることを確認します。
# ls -l /dev/vx/rdsk/rootdg/myvset
1 root

5

root

108,70009 May 21 15:37 /dev/vx/rdsk/rootdg/myvset

ボリュームを作成し、それを対応するボリュームセットに加えます。次に ls コマンド
を使って、ボリュームセットに追加されたボリュームが名前空間に表示されなくなって
いることを確認します。
# vxassist -g dg1 make vol4 50m
# ls -l /dev/vx/rdsk/rootdg/vol4
crw-- 1 root root 108,70012 May 21 15:43
/dev/vx/rdsk/rootdg/vol4
y

# vxvset -g dg1 addvol myvset vol4
# ls -l /dev/vx/rdsk/rootdg/vol4
/dev/vx/rdsk/rootdg/vol4: No such file or directory
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MVS ファイルシステムの作成
MVS ファイルシステムが作成される場合は、ボリューム 0 以外のすべてのボリュームが
データ専用ボリューム（dataonly）となります。ボリューム 0 のボリュームの可用性フラグ
は、データ専用（dataonly）に設定できません。
メタデータは、データ専用ボリューム（dataonly）から割り当てることができません。メタ
データ対応ボリューム（metadataok）を使ってメタデータに十分な領域を割り当てる必要
があります。df コマンドでファイルシステムに空き領域が存在することが示されても、メタ
データに十分な領域が確保されていないと、「ファイルシステムの領域不足」エラーが発
生します。fsvoladm コマンドを使って、各ボリュームの空き領域を確認してボリュームの
有効フラグを設定できます。
ボリュームの追加および削除以外のファイルシステムコマンドは、ボリュームセット内のボ
リューム上においても同じ処理を実行します。

MVS ファイルシステムの作成例
次の手順では、MVS ファイルシステムの作成例を示します。
MVS ファイルシステムを作成する方法

1

ボリュームセットを作成したら、引数としてボリュームセット名を mkfs に指定して VxFS
ファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/rootdg/myvset
version 7 layout
327680 sectors, 163840 blocks of size 1024,
log size 1024 blocks largefiles supported

ファイルシステムを作成すると、VxFS は、ボリュームセット内の複数のボリュームから
領域を割り当てます。

2

fsvoladm コマンドを使って、ボリュームセットのコンポーネントボリュームを一覧で表

示します。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/rootdg/myvset /mnt1
# fsvoladm list /mnt1
devid
0
1
2
3

size
10240
51200
51200
51200

used
1280
16
16
16

avail
8960
51184
51184
51184

name
vol1
vol2
vol3
vol4
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3

新しいボリュームをボリュームセット、ファイルシステムの順に追加します。
# vxassist -g dg1 make vol5 50m
# vxvset -g dg1 addvol myvset vol5
# fsvoladm add /mnt1 vol5 50m
# fsvoladm list /mnt1
devid
0
1
2
3
4

4

size
10240
51200
51200
51200
51200

used
1300
16
16
16
16

avail
8940
51184
51184
51184
51184

name
vol1
vol2
vol3
vol4
vol5

fsvoladm コマンドを使って、ボリュームの可用性フラグを一覧で表示します。
# fsvoladm queryflags /mnt1
volname
vol1
vol2
vol3
vol4
vol5

5

flags
metadataok
dataonly
dataonly
dataonly
dataonly

fsvoladm コマンドを使って、ファイルシステムにおけるメタデータの領域を増やしま

す。
# fsvoladm clearflags dataonly /mnt1 vol2
# fsvoladm queryflags /mnt1
volname
vol1
vol2
vol3
vol4
vol5

flags
metadataok
metadataok
dataonly
dataonly
dataonly

単一ボリュームファイルシステムの MVS ファイルシステ
ムへの変換
次は、ディスクグループ dg1 にある単一ボリューム vol1 上の従来の単一ボリュームファ
イルシステム /mnt1 を MVS ファイルシステムに変換する手順を示しています。
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単一ボリュームファイルシステムを作成する方法

1

ボリュームのディスクグループのバージョンを確認します。
# vxdg list dg1 | grep version: | awk '{ print $2 }'
105

2

バージョンが 110 よりも小さい場合は、ディスクグループをアップグレードします。
# vxdg upgrade dg1

3

ファイルシステムのディスクレイアウトバージョンを確認します。
# vxupgrade /mnt1
Version 4

4

ディスクレイアウトバージョンが 6 よりも小さい場合は、バージョンを 7 にアップグレー
ドします。たとえば、ディスクレイアウトバージョンが 4 の場合は、次のようにしてバー
ジョンを 7 にアップグレードします。
# vxupgrade -n 5 /mnt1
# vxupgrade -n 6 /mnt1
# vxupgrade -n 7 /mnt1

5

ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount /mnt1

6

ボリュームをボリュームセットに変換します。
# vxvset -g dg1 make vset1 vol1

7

/etc/vfstab ファイルを編集して、ボリュームデバイス名 vol1 をボリュームセット名
vset1 に変更します。

8

ファイルシステムをマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dg1/vset1 /mnt1

9

必要に応じてボリュームセットに対してボリュームを作成したり、追加したりする場合
は、次を実行します。
# vxassist -g dg1 make vol2 256M
# vxvset -g dg1 addvol vset1 vol2
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10 タグのないすべてのボリュームに対して配置クラスタグを設定する場合は、次を実行
します。
# vxvoladm -g dg1 settag vol1 vxfs.placement_class.tier1
# vxvoladm -g dg1 settag vol2 vxfs.placement_class.tier2

11 ファイルシステムに新しいボリュームを追加します。
# fsvoladm add /mnt1 vol2 256m

MVS ファイルシステムからのボリューム削除
fsvoladm remove コマンドを使って、MVS ファイルシステムからボリュームを削除しま

す。ただし、割り当てポリシーに設定されているデバイスが 1 つのみの場合、この fsvoladm
remove コマンドは失敗します。

ボリュームの強制削除
ファイルシステムからボリュームを強制的に削除する必要がある場合、たとえば、ボリュー
ムを永久的に破棄して、消滅したボリュームの配下にあるポインタを削除する場合は、
fsck -o zapvol=volname コマンドを使います。zapvol オプションを指定すると、ファ
イルシステムを完全に検査して、指定したボリュームを参照する i ノードをすべて消去し
ます。fsck コマンドを実行すると、このコマンドにより破棄されるすべてのファイルの i ノー
ド番号が表示されますが、ファイル名自体は表示されません。zapvol オプションは、デー
タ専用ボリュームで使われない限り通常のファイルには影響を及ぼしません。ただし、こ
のオプションをメタデータ対応ボリューム（metadataok）で指定すると構造化ファイルが
破損してしまう恐れがあります。このことは、ファイルシステムのリカバリ不能の原因ともな
り得ます。このことから、この zapvol オプションをメタデータ対応ボリューム（metadataok）
で使う場合には注意してください。

ボリューム 0 の移動
MVS ファイルシステムのボリュームからボリューム 0 を削除し、vxassist move コマンド
を使ってボリューム 0 を別のボリュームへと移動させることができます。vxassist コマン
ドの実行により、必要とされる一時ミラーが作成され、処理の終了時にこのミラーが削除さ
れます。
ボリューム 0 を移動させる方法
◆

ボリューム 0 を移動させます。
# vxassist -g mydg move vol1 !mydg
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割り当てポリシーについて
MVS（Multi Volume Support）機能を十分に活用できるように、VxFS では、ファイルま
たはファイルグループをボリュームセット内の指定したボリュームに割り当てることができる
割り当てポリシーに対応しています。
ポリシーは、ボリュームの一覧と割り当ての順序を指定します。ポリシーは、ファイル、ファ
イルシステム、またはファイルシステムから作成された Storage Checkpoint に割り当てる
ことができます。ファイルシステム内のオブジェクトにポリシーを割り当てる場合は、メタ
データとファイルデータの両方に割り当てポリシーを指定する必要があります。たとえば、
ポリシーを 1 つのファイルに割り当てる場合、ファイルシステムは、ファイルデータとメタ
データの両方の配置場所を認識する必要があります。ポリシーを指定しない場合は、ファ
イルシステムはデータをランダムに配置します。

割り当てポリシーの割り当て
次の例では、割り当てポリシーの割り当て方法を示します。この例のボリュームセットには、
異なるクラスのストレージから取得したボリュームが 4 つ含まれています。
割り当てポリシーを割り当てる方法

1

ボリュームセット内のボリュームを一覧で表示します。
# vxvset -g rootdg list myvset
VOLUME
vol1
vol2
vol3
vol4

2

INDEX
0
1
2
3

LENGTH
102400
102400
102400
102400

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

CONTEXT
-

myvset ボリュームセットにファイルシステムを作成し、そのファイルシステムをマウン

トします。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/rootdg/myvset
version 7 layout
204800 sectors, 102400 blocks of size 1024,
log size 1024 blocks
largefiles supported
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/rootdg/myvset /mnt1
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異なる方法を使ってボリュームから割り当てを行う、v1、bal_34、rr_all の 3 つの
割り当てポリシーを定義します。
# fsapadm define /mnt1 v1 vol1
# fsapadm define -o balance -c 64k /mnt1 bal_34 vol3 vol4
# fsapadm define -o round-robin /mnt1 rr_all vol1 vol2 vol3 vol4
# fsapadm list /mnt1
name
rr_all
bal_34
v1

order
round-robin
balance
as-given

flags
0
0
0

chunk
0
64.000KB
0

num
4
2
1

comps
vol1, vol2, vol3, vol4
vol3, vol4
vol1

これらのポリシーにより、次のようにボリュームから割り当てが行われます。

4

v1

割り当ては vol1 に限定されます。

bal_34

vol3 と vol4 の間でのバランス割り当て。

rr_all

4 つのボリュームすべてからのラウンドロビン割り当て。

ファイルシステム内のさまざまなオブジェクトにポリシーを割り当てます。データポリ
シーは、メタデータポリシーの前に定義する必要があります。
# fsapadm assignfile -f inherit /mnt1/appdir bal_34 v1
# fsapadm assignfs /mnt1 rr_all ''

このように割り当てることにより、/mnt1/appdir 以下のファイルの割り当てを行い、
データに bal_34、メタデータに v1 を使います。ファイルシステム内の他のファイル
の割り当ては、rr_all からのデータ割り当てと、空の文字列（"）で示されたデフォル
トポリシーを使ったメタデータ割り当てともに assignfs で指定されたファイルシステ
ム全体のポリシーにデフォルト設定されます。デフォルトポリシーは、メタデータに適
したすべてのボリュームからの指定割り当てです。

割り当てポリシーの問い合わせ
割り当てポリシーを問い合わせると、そのポリシーの定義情報が表示されます。
次の例では、割り当てポリシーの問い合わせ方法を示します。この例のボリュームセット
には、異なるクラスのストレージから取得したボリュームが 2 つ含まれています。
割り当てポリシーを問い合わせる方法
◆

割り当てポリシーを問い合わせます。
# fsapadm query /mnt1 bal_34
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ディレクトリに対するパターンテーブルの割り当て
パターンテーブルには、指定したディレクトリでファイルを作成した場合に、ファイル名に
加えて作成プロセスにおける UID や GID を一致させるパターン情報が含まれています。
最初に一致したパターン情報は、ファイルの割り当てポリシーの設定に使われ、さらにこ
の情報はファイル単位の割り当てポリシーの継承よりも優先されます。
fsapadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

次の例では、異なるクラスのストレージから 2 つのボリュームを取得したボリュームセットに
おいてパターンテーブルを特定のディレクトリに割り当てる方法を示しています。パター
ンテーブルでは、dir1 ディレクトリで作成した、拡張子 .mp3 のファイルをすべてユーザー
ID やグループ ID に関して一致させ、さらに mp3data データポリシーや mp3meta メタ
データポリシーの割り当ても行います。
ディレクトリに対してパターンテーブルを割り当てる方法

1

vol1 と vol2 のボリュームを参照するために、mp3data や mp3meta と呼ばれる 2

つの割り当てポリシーを定義します。
# fsapadm define /mnt1 mp3data vol1
# fsapadm define /mnt1 mp3meta vol2

2

パターンテーブルを割り当てます。
# fsapadm assignfilepat dir1 *.mp3///mp3data/mp3meta/

ファイルシステムに対するパターンテーブルの割り当て
パターンテーブルには、ディレクトリでファイルを作成した場合にファイル名に加えて作成
プロセスにおける UID や GID を一致させるパターン情報が含まれています。ディレクトリ
に自身のパターンテーブルまたは継承可能な割り当てポリシーを含んでいない場合は、
ファイルシステムのパターンテーブルが有効となります。最初に一致したパターン情報は、
ファイルの割り当てポリシーの設定に使われます。
fsapadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

次の例では、異なるクラスのストレージから 2 つのボリュームを取得したボリュームセットに
おいてパターンテーブルを特定のファイルシステムに割り当てる方法を示しています。パ
ターンテーブルは、パターンファイル mypatternfile に格納されています。
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ディレクトリに対してパターンテーブルを割り当てる方法

1

vol1 と vol2 のボリュームを参照するために、mydata や mymeta と呼ばれる 2 つ

の割り当てポリシーを定義します。
# fsapadm define /mnt1 mydata vol1
# fsapadm define /mnt1 mymeta vol2

2

パターンテーブルを割り当てます。
# fsapadm assignfspat -F mypatternfile /mnt1

データの割り当て
次のスクリプトでは、多数のファイルを作成してデータの割り当てから得られる利点を示し
ます。
i=1
while [ $i -lt 1000 ]
do
dd if=/dev/zero of=/mnt1/$i bs=65536 count=1
i=`expr $i + 1`
done

このスクリプトが完了する前に、vol2 ボリュームの領域がまだ利用できるにもかかわらず、
vol1 が領域不足になります。
# fsvoladm list /mnt1
devid
0
1

size
51200
51200

used
51200
221

avail
0
50979

name
vol1
vol2

解決法としては、容量が足りなくなった場合に備えて vol1 ボリュームから vol2 ボリュー
ムにユーザーデータを割り当てる割り当てポリシーを定義します。
ポリシーを作成、削除または変更したり、ファイルシステムまたは Storage Checkpoint に
対するポリシーを設定するには、システム管理者の権限が必要です。ユーザーは、使う
ファイルに対して既存のポリシーを割り当てることのみができます（ポリシーが許容する場
合）。
ポリシーは、新しいファイルに継承されます。割り当てポリシーが設定されているディレク
トリで fsapadm assignfile -f inherit コマンドを実行すると、そのディレクトリにある
ファイルは、その割り当てポリシーを継承します。
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vol1 から vol2 へのデータ割り当て
◆

vol1 で容量が不足した場合は vol1 から vol2 にユーザーデータを割り当てる割り

当てポリシー bal_12 を設定します。
# fsapadm define /mnt1 bal_12 vol1 vol2

ボリュームのカプセル化
MVS（Multi Volume Support）を使うと、既存の RAW ボリュームをカプセル化し、その
ボリュームの内容をファイルシステムの 1 つのファイルとして表示できます。
ボリュームをカプセル化するには、次のことを実行します。
■

既存ボリュームセットに対するボリュームの追加

■ fsvoladm

によるファイルシステムへのボリュームの追加

ボリュームのカプセル化
次の例では、ボリュームのカプセル化について説明します。
ボリュームをカプセル化する方法

1

ボリュームを一覧で表示します。
# vxvset -g dg1 list myvset
VOLUME
vol1
vol2

INDEX
0
1

LENGTH
102400
102400

STATE
ACTIVE
ACTIVE

CONTEXT
-

このボリュームセットには 2 つのボリュームがあります。

2

3 つ目のボリュームを作成し、このボリュームに passwd ファイルをコピーします。
# vxassist -g dg1 make dbvol 100m
# dd if=/etc/passwd of=/dev/vx/rdsk/rootdg/dbvol count=1
1+0 records in
1+0 records out

この 3 つ目のボリュームは、後でも説明しますが、ボリュームに 1 つのファイルとして
アクセスする方法を示すために使われます。
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3

ボリュームセットでファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/rootdg/myvset
version 7 layout
204800 sectors, 102400 blocks of size 1024,
log size 1024 blocks
largefiles supported

4

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

5

新しいボリュームをボリュームセットに追加します。
# vxvset -g dg1 addvol myvset dbvol

6

dbvol をカプセル化します。
# fsvoladm encapsulate /mnt1/dbfile dbvol 100m
# ls -l /mnt1/dbfile
-rw------- 1 root other 104857600 May 22 11:30 /mnt1/dbfile

7

dbfile の内容を調べて 1 つのファイルとしてアクセス可能であることを確認します。
# head -2 /mnt1/dbfile
root:x:0:1:Super-User:/:/sbin/sh
daemon:x:1:1::/:

RAW ボリュームに書き込まれた passwd ファイルの内容が、新しいファイルに表示
されます。
メモ: カプセル化されたファイルが、割り当てポリシーやサイズ変更したボリュームを
使って拡張、切り捨てまたは移動するなどなんらかの方法で変更された場合、また
はボリュームがバイアスを使ってカプセル化されている場合、ファイルのカプセル化
は解除できません。

ボリュームのカプセル化解除
次の例では、ボリュームのカプセル化解除について説明します。
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ボリュームのカプセル化を解除する方法

1

ボリュームを一覧で表示します。
# vxvset -g dg1 list myvset
VOLUME
vol1
vol2
dbvol

INDEX
0
1
2

LENGTH
102400
102400
102400

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

CONTEXT
-

このボリュームセットには 3 つのボリュームがあります。

2

dbvol のカプセル化を解除します。
# fsvoladm deencapsulate /mnt1/dbfile

ファイルエクステントの出力
MVS 機能では、fsmap コマンドと fsvmap コマンドを使ってファイルとボリューム間の相
互マッピングを実現できます。fsmap コマンドを使って、ボリューム名、論理オフセット、
データエクステントのサイズを出力するか、MVS ファイルシステムにおける 1 つのファイ
ルに関連付けられた間接エクステントのボリューム名やサイズを出力することができます。
fsvmap コマンドは、ボリューム上にエクステントが確保されたファイルにそのボリュームを
マッピングします。
fsmap（1M）と fsvmap（1M）のマニュアルページを参照してください。
fsmap コマンドを実行するには、指定するファイルやディレクトリに open() 権限が必要と

なります。特定のボリューム上のエクステントを持つファイルの一覧を表示するには、root
権限が必要です。

ファイルエクステントの出力例
次の例では、fsmap コマンドと fsvmap コマンドの一般的な使用法について説明します。
fsmap コマンドの使用
◆

find コマンドを使ってディレクトリを再帰的に下り、ファイルの一覧で fsmap を実行

します。
# find . | fsmap Volume
vol2
vol1

Extent Type
Data
Data

File
./file1
./file2
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fsvmap コマンドの使用

1

複数のボリュームにおけるファイルのエクステントを出力します。
# fsvmap /dev/vx/rdsk/fstest/testvset vol1 vol2
vol1
vol1
vol1
vol1
vol2
vol2

2

/.
/ns2
/ns3
/file1
/file1
/file2

すべての Storage Checkpoint における単一ボリュームでデータまたはメタデータ
のいずれかを含むファイルのエクステントを出力し、ボリュームにファイルシステムの
メタデータが含まれているかどうかを示します。
# fsvmap -mvC /dev/vx/rdsk/fstest/testvset vol1
Meta
Data
Data
Data
Data
Meta

Structural
UNNAMED
UNNAMED
UNNAMED
UNNAMED
UNNAMED

vol1
vol1
vol1
vol1
vol1
vol1

//volume has filesystem metadata//
/.
/ns2
/ns3
/file1
/file1

負荷分散
分散の割り当て順序を割り当てポリシーに定義し、そのポリシーを、特定のボリュームセッ
トにランダムに分散して割り当てる必要のあるファイルに適用することができます。これら
のファイルに関連付けされる各エクステントは、必須チャンクサイズとして割り当てポリシー
に定義された最大サイズに制限されます。通常は、一杯かまたは無効になっているボ
リュームがない場合にエクステントが分散されます。
負荷分散割り当てポリシーは、個々のファイルまたはファイルシステム内の全ファイルに
割り当てることができます。データエクステントを複数のボリュームに分散させる場合でも、
負荷分散ポリシーを必要に応じてメタデータポリシーとして割り当てることができます。こ
のとき制限は何もありません。
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メモ: ファイルに固定エクステントサイズセットと負荷分散割り当てポリシーの両方がある場
合、特定の操作が行われます。割り当てポリシーのチャンクサイズが固定エクステントサ
イズよりも大きい場合、ファイルのすべてのエクステントはチャンクサイズに制限されます。
たとえば、チャンクサイズが 16 MB で、固定エクステントサイズが 3 MB の場合、両方の
条件を満たす最大エクステントは 15 MB です。固定エクステントサイズがチャンクサイズ
よりも大きい場合、すべてのエクステントは固定エクステントサイズに制限されます。たとえ
ば、チャンクサイズが 2 MB で、固定エクステントサイズが 3 MB の場合、ファイルのすべ
てのエクステントは 3 MB に制限されます。

負荷分散の割り当てポリシーの定義と割り当て
次の例では、負荷分散ポリシーを定義して、そのポリシーを /mnt/file.db ファイルに割
り当てています。
負荷分散ポリシーの定義と割り当てを行う方法

1

-o balance と -c のオプションを指定して負荷分散ポリシーを定義します。
# fsapadm define -o balance -c 2m /mnt loadbal vol1 vol2 vol3 vol4

2

負荷分散ポリシーを割り当てます。
# fsapadm assign /mnt/filedb loadbal meta

エクステントの再分散
厳密に割り当てポリシーを実施することでエクステントを再分散できます。一般的に、ポリ
シーからボリュームが追加または削除された場合、またはチャンクサイズが修正された場
合に再分散が必要です。ボリュームがボリュームセットから削除される場合、ボリューム上
の削除されるすべてのエクステントは、ポリシー内の別のボリュームに自動的に再分散さ
れます。
次は、4 つのボリュームが指定されたポリシーに 2 つのボリュームの追加と、1 つの既存
ボリュームの削除を再定義し、次にポリシーを実施して再分散を行う例です。
エクステントを再分散する方法

1

-o balance と -c のオプションを指定して負荷分散ポリシーを定義します。
# fsapadm define -o balance -c 2m /mnt loadbal vol1 vol2 vol4 ¥
vol5 vol6

2

負荷分散ポリシーを割り当てます。
# fsapadm enforcefile -f strict /mnt/filedb
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MVS ファイルシステムの単一ボリュームファイルシステ
ムへの変換
MVS ファイルシステムにおいてボリューム間でデータの再配置が行えるため、単一ボ
リューム上のファイルシステムデータすべてを移動させて、MVS ファイルシステムを従来
の単一ボリュームファイルシステムへと変換させることができます。このような変換は、MVS
ファイルシステムまたは DST（Dynamic Storage Tiering）を使うユーザーにとって有効
ですが、MVS ファイルシステムの永続的な使用を保証するものではありません。
p.141 の 「DST（Dynamic Storage Tiering）について」 を参照してください。
この操作には、次の 3 つの制限事項が設けられています。
■

単一ボリュームはボリュームセットで最初のボリュームとしなければならない。

■

最初のボリュームには、データとファイルシステムのメタデータをすべて格納するうえ
で十分な空き領域を必要とする。

■

ボリュームは、データの移動を制限するいかなる割り当てポリシーをも所持できない。

単一ボリュームファイルシステムへの変換
次は、ボリュームセット vset1 にある既存の MVS ファイルシステム /mnt1 を、ディスクグ
ループ dg1 のボリューム vol1 にある単一ボリュームファイルシステム /mnt1 に変換する
手順を示しています。
メモ: 手順 5、6、8 はオプションとなっており、ボリュームセットオブジェクトのラッパーを削
除する場合に実施します。
単一ボリュームファイルシステムへの変換

1

ボリュームセットにある、デバイス番号 0 で識別される最初のボリュームに、削除する
他のボリュームからデータを取得するための容量が確保されていることを確認しま
す。
# df /mnt1
/mnt1

2

(/dev/vx/dsk/dg1/vol1):16777216 blocks

最初のボリュームに十分な容量が確保されていない場合は、容量のサイズを大幅に
増やします。
# fsvoladm resize /mnt1 vol1 150g

3

3443528 files

既存の割り当てポリシーをすべて削除します。
# fsppadm unassign /mnt1
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4

ボリュームセットの最初のボリュームを除き、すべてのボリュームを削除します。
# fsvoladm remove /mnt1 vol2
# vxvset -g dg1 rmvol vset1 vol2
# fsvoladm remove /mnt1 vol3
# vxvset -g dg1 rmvol vset1 vol3

ファイルシステムでは、ボリュームを削除する前に、そのボリューム上のファイルを再
配置します。ファイルの再配置を正常に実行するには、別のボリュームに領域が必
要となります。割り当てポリシーでは、ファイルをボリュームに定着させることはできま
せん。コマンドの実行が完了するまでの時間は、再配置するデータ量に比例します。

5

ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount /mnt1

6

ボリュームセットから対象のボリュームを削除します。
# vxvset -g dg1 rmvol vset1 vol1

7

/etc/vfstab ファイルを編集して、ボリュームデバイス名 vol1 でボリュームセット名
vset1 を置き換えます。

8

ファイルシステムをマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dg1/vol1 /mnt1

10
DST（Dynamic Storage
Tiering）
この章では以下の項目について説明しています。
■

DST（Dynamic Storage Tiering）について

■

配置クラス

■

配置ポリシーの管理

■

ファイル配置ポリシーの文法

■

ファイル配置ポリシーのルール

■

I/O 頻度とアクセス頻度の計算

■

ファイル配置ポリシールール文の複数基準

■

ファイル配置ポリシールールと文の順序

■

ファイル配置ポリシーとファイルの拡張

DST（Dynamic Storage Tiering）について
VxFS は DST 機能を通じて複数階層のオンラインストレージを使います。DST は、MVS
（Multi Volume Support）ファイルシステムの最上位で機能します。MVS ファイルシステ
ムは、2 つ以上の仮想ボリュームを占有するファイルシステムです。ボリュームの集合は
ボリュームセットと呼ばれ、単一の VxVM（Veritas Volume Manager）ディスクグループ
に属するディスクまたはディスクアレイ LUN で構成されます。MVS ファイルシステムは単
一の名前空間を提供し、実在の複数ボリュームをユーザーとアプリケーションからは見え
ないようにします。各ボリュームは管理目的用に別々の ID 情報を保持しており、これによ
り個々のファイルの接続先を制御できます。
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p.122 の 「MVS（Multi Volume Support）について」 を参照してください。
メモ: 配置ポリシーの管理をよりユーザーフレンドリーなものとするため、リリース 4.1 から
5.1 の間で、変更または削除されたコマンドがあります。削除されたコマンドは、fsrpadm、
fsmove、fssweep です。fsapadm コマンドの queryfile、queryfs、list オプションの
出力では、割り当てが番号順ではなく名前順に出力されます。
DST 機能によって、MVS VxFS ファイルシステムの管理者は、ファイルの最初の場所と
既存のファイルを再配置する状況を制御する配置ポリシーを定義することにより、ボリュー
ムセット内の個々のボリュームでのファイルの配置を管理できます。これらの配置ポリシー
をファイルに適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特定のサブセット（配置ク
ラスと呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイルは、指定した名前、タ
イミング、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致すると、他の配置クラス内の
ボリュームに再配置されます。
ボリュームタグと配置クラスを関連付けて、配置クラスの VxVM ボリューム部を作成しま
す。ファイル配置の目的で、VxFS は配置クラスのすべてのボリュームを同等に扱います。
これにより、領域はすべてのボリュームに分散して割り当てられます。1 つのボリュームに
2 つ以上のタグが関連付けられる場合もあります。1 つのボリュームに複数のタグがある
場合、そのボリュームは複数の配置クラスに属することになり、そのすべての配置クラスに
関連する割り当てポリシーと再配置ポリシーが適用されます。複数のタグを付ける場合は
注意する必要があります。
p.143 の 「配置クラス」 を参照してください。
VxFS では、配置クラスに容量、パフォーマンス、可用性などの制約はありません。配置
クラスにはあらゆるボリュームを追加できます。そのボリュームの種類や配置クラス内の他
のボリュームの種類は関係ありません。ただし、同じ配置クラスには、同様の I/O パフォー
マンスや可用性を持つボリュームを配置することが望まれます。
メモ: DST 機能はライセンスに基づく機能です。DST が機能するには、別売のライセンス
キーを購入する必要があります。『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照し
てください。
『Using Dynamic Storage Tiering Symantec Yellow Book』に、DST の値や DST の
最適な使用法など、DST 機能に関する追加の情報が記載されています。『Using Dynamic
Storage Tiering』は、次の Web ページからダウンロードできます。
http://www.symantec.com/enterprise/yellowbooks/index.jsp
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配置クラス
配置クラスとは、MVS ファイルシステムのボリュームセットに含まれる所定ボリュームの
DST（Dynamic Storage Tiering）属性のことを指します。この属性は、文字列型の属性
となっており、「ボリュームタグ」と呼ばれます。1 つのボリュームには複数の異なるタグが
含まれていることがあり、なおかつそのうちの 1 つが配置クラスである場合があります。配
置クラスタグを使うと、DST で識別できるボリュームを作成することができます。
ボリュームタグは階層構造を持つ名前空間となっており、その各階層レベルはそれぞれ
ピリオドで区切られています。仕様では、ボリュームタグ階層の最上位レベルは、タグを 1
つ使う Storage Foundation のコンポーネントやアプリケーションを意味し、その 1 つ下
の階層がタグを目的としたものとなっています。DST では、フォーム
vxfs.placement_class.class_name のボリュームタグを識別することができます。接
頭辞 vxfs により、VxFS に関連付けられるものとしてタグを識別します。placement_class
では、DST で使うファイル配置クラスとしてタグが識別されます。class_name は、タグ付
きのボリュームを含むファイル配置クラスの名前を表します。たとえば、
vxfs.placement_class.tier1 タグが付いたボリュームは、配置クラス tier1 に属します。
管理者の場合は、vxvoladm コマンドを使ってタグをボリュームに関連付けさせることがで
きます。
vxvoladm（1M）のマニュアルページを参照してください。

VxFS のポリシールールでは、個々のボリュームという観点よりもむしろ配置クラスという観
点でファイル配置を規定しています。ファイルの作成や再配置に関しては、特定の配置
クラスに属するボリュームであればどのボリュームも同様に機能します。特定のボリューム
というよりも配置クラスの観点でファイル配置を規定すると、多層ストレージの管理が単純
化されます。
多層ストレージの管理がどのように単純化されるかを次にまとめます。
■

ボリュームの追加または削除においては、ファイル配置ポリシーを変更する必要はあ
りません。vxfs.placement_class.tier2 のタグ値を含むボリュームがファイルシス
テムのボリュームセットに追加された場合は、tier2 を参照するすべてのポリシーを、
新しく追加されたボリュームに対して、管理アクションを使わず即時に適用できます。
同様に、ボリュームが空の状態（つまりデータが削除された状態）となる場合がありま
す。またボリュームがポリシーの変更がない状態でファイルシステムから削除される可
能性があります。有効なポリシーは、引き続きファイルシステムの残りすべてのボリュー
ムに適用されます。

■

ファイル配置ポリシーは、ファイルシステム固有ではありません。ファイル配置ポリシー
は、そのポリシーで名前を定義したタグ値（配置クラス）のボリュームを含んだボリュー
ムセットを持つ、すべてのファイルシステムに適用できます。この特性により、多くの
サーバーを使ったデータセンターにおいて標準の配置ポリシーを定義して、1 回の
管理アクションですべてのサーバーにそのポリシーを均一に適用させることができま
す。
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配置クラスとしてのボリュームのタグ付け
次の例では、vxadm を使って、vsavola、vsavolb、vsavolc、vsavold に対してそれぞ
れ配置クラス tier1、tier2、tier3、tier4 としてタグ付けを行います。
ボリュームにタグを付ける方法
◆

ボリュームを配置クラスとしてタグを付けます。
# vxvoladm -g cfsdg settag vsavola vxfs.placement_class.tier1
# vxvoladm -g cfsdg settag vsavolb vxfs.placement_class.tier2
# vxvoladm -g cfsdg settag vsavolc vxfs.placement_class.tier3
# vxvoladm -g cfsdg settag vsavold vxfs.placement_class.tier4

配置クラスのリスト
配置クラスは、vxvoladm listtag コマンドを使って一覧で表示されます。
vxvoladm（1M）のマニュアルページを参照してください。

次の例は、ディスクグループ cfsdg のボリューム vsavola に設定されている配置クラス
を含むボリュームタグをすべて一覧で表示しています。
配置クラスを一覧で表示する方法
◆

配置クラスを含むボリュームタグを一覧で表示します。
# vxvoladm -g cfsdg listtag vsavola

配置ポリシーの管理
VxFS ファイル配置ポリシー文書にはルールが含まれます。VxFS はこのルールによりファ
イルを作成、再配置、削除しますが、配置ポリシーは特定のファイルシステムまたはボ
リュームを参照しません。fsppadm コマンドまたは GUI を使って配置ポリシー文書をファ
イルシステムに割り当てることで、ファイルシステムのアクティブなファイル配置ポリシーを
作成することができます。
fsppadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

どのような場合でも、多くて 1 つのファイル配置ポリシーしか VxFS ファイルシステムには
割り当てられません。ファイルシステムにファイル配置ポリシーを割り当てないことも可能
です。この場合、VxFS は独自の内部アルゴリズムに従って新しいファイルの領域を割り
当てます。
SFMS（Storage Foundation Management Server）ソフトウェアがインストールされたシ
ステムでは、ファイル配置ポリシーの情報は SFMS データベースに格納されます。SFMS
データベースには、XML ポリシー文書や、その各文書が現在アクティブなポリシーとなっ
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ているホストやファイルシステムのリストが含まれています。ポリシー文書が更新される時
に、SFMS は、現在その文書を基にポリシーがアクティブになっているすべてのファイル
システムに、更新された文書を割り当てることができます。デフォルトでは、SFMS は、ファ
イルシステムのアクティブなポリシーがローカル（その配置ポリシーのファイルシステムを
制御するホスト）で作成または修正されている場合、そのポリシーを更新しません。SFMS
管理者が配置ポリシーをファイルシステムに強制的に割り当てた場合、そのファイルシス
テムのアクティブな配置ポリシーは上書きされ、ローカルで配置ポリシーに加えられた変
更はすべて失われます。

配置ポリシーの割り当て
次の例では、fsppadm assign コマンドを使い、マウントポイント /mnt1 のファイルシステ
ムに対して、XML ポリシー文書 /tmp/policy1.xml で定義されているファイル配置ポリ
シーを割り当てます。
配置ポリシーを割り当てる方法
◆

配置ポリシーを特定のファイルシステムに割り当てます。
# fsppadm assign /mnt1 /tmp/policy1.xml

配置ポリシーの割り当て解除
次の例では、fsppadm unassign コマンドを使って、マウントポイント /mnt1 のファイル
システムからアクティブなファイル配置ポリシーの割り当てを解除します。
配置ポリシーの割り当てを解除する方法
◆

配置ポリシーを特定のファイルシステムから割り当て解除します。
# fsppadm unassign /mnt1

配置ポリシーの実施に伴う領域への影響の分析
次の例では、fsppadm analyze コマンドを使って、マウントポイント /mnt1 で配置ポリ
シーが実施される場合の影響を分析します。このコマンドでは、必要に応じて I/O 頻度
データベースを構築できます。
配置ポリシーの実施に伴う領域への影響を分析する方法
◆

影響を分析します。
# fsppadm analyze -i /mnt1
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配置ポリシーの実施により影響を受けるファイルの問い合わせ
次の例では、fsppadm query コマンドを使って、配置ポリシーの実施により影響を受け
るファイルの一覧を生成します。またこのコマンドでは、対象となるファイルの現在位置情
報（ファイルが再配置される場所）と、ファイルに適用されている配置ポリシーの種類を表
示することができます。
配置ポリシーの実施により影響を受けるファイルを問い合わせる方法
◆

影響を受けるファイルを問い合わせます。
# fsppadm query /mnt1/dir1/dir2 /mnt2 /mnt1/dir3

配置ポリシーの実施
ファイルシステムに配置ポリシーを実施するには、そのポリシーがあらかじめファイルシス
テムに割り当てられている必要があります。配置ポリシーを実施する前に割り当てを行っ
てください。
実施処理の内容は、マウントポイントの lost+found ディレクトリ内の隠しファイル
.__fsppadm_enforce.log にログとして記録されます。このログファイルには、ファイル
の以前の格納場所、ファイルの新しい格納場所、ファイルを再配置した目的などが記さ
れています。実施処理では、ログファイルが見つからないと .__fsppadm_enforce.log
ファイルを生成します。ログファイルがすでに存在している場合は、実施処理の内容を追
記します。通常のファイルと同様に、.__fsppadm_enforce.log ファイルは、バックアッ
プを作成することも、削除することもできるようになっています。
次の例では、fsppadm enforce コマンドを使って、マウントポイント /mnt1 にあるファイ
ルシステムのファイル配置ポリシーを実施します。またこの例では、レポート /tmp/report
で指定したパスに関するアクセス時間、修正時間、ファイルサイズが示されています。
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配置ポリシーを実施する方法
◆

特定のファイルシステムに対して配置ポリシーを実施します。
# fsppadm enforce -a -r /tmp/report /mnt1
Current Current Relocated
Class
Volume
Class
tier3
dstvole tier3
tier3
dstvole tier3
tier3
dstvole tier3
tier3
dstvolf tier3
.
.
.
Sweep path
: /mnt1
Files moved
: 42
KB moved
: 1267
Tier Name
tier4
tier3
tier2
tier1

Relocated
Volume
dstvole
dstvole
dstvole
dstvolf

Size (KB)
524288
524288
524288
524288

Rule
a_to_z
a_to_z
a_to_z
a_to_z

File
/mnt1/mds1/d1/file1
/mnt1/mds1/d1/file2
/mnt1/mds1/d1/d2/file3
/mnt1/mds1/d1/d2/file4

Free Before (KB)
524256
522968
524256
502188

Free After (KB)
524256
522968
524256
501227

配置ポリシーの有効性確認
次の例では、fsppadm validate コマンドを使って、マウントされたすべてのファイルシ
ステムに対して配置ポリシー policy.xml の有効性を確認します。
マウントされたすべてのファイルシステムに対して配置ポリシーの有効性を確認する方
法
◆

配置ポリシーの有効性確認
# fsppadm validate /tmp/policy.xml

ファイル配置ポリシーの文法
VxFS は、MVS ファイルシステム内でファイルの割り当てと再配置を行います。この操作
は、ファイルに関連するファイルシステムメタデータのプロパティをもとに行われます。配
置は、ファイル名、保管ディレクトリ、最終アクセス時間、アクセス頻度、ファイルサイズ、所
有権により決められます。個々のファイルシステムの、ファイルの割り当てと再配置に対す
る基準は、ファイルシステムのファイル配置ポリシーに示されます。
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VxFS ファイル配置ポリシーには、VxFS MVS ファイルシステムのボリューム上での、ファ
イルセットの配置が定義されます。ファイル配置ポリシーには、どこの配置クラスのボリュー
ムにファイルを作成するか、どこの代替配置クラスのボリュームにどのような条件でファイ
ルを再配置するか、またどこの場所のファイルをどのような条件で削除するかを指定しま
す。ファイル配置ポリシー文書は XML テキストファイルのため、XML エディタやテキスト
エディタ、VxFS の GUI ウィザードなどを使って作成できます。
次の出力は配置ポリシーの全体構造を示しています。
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE PLACEMENT_POLICY [
<!-- The placement policy document definition file -->
<!-- Specification for PLACEMENT_POLICY element.
It can contain the following
1. 0 or 1 COMMENT element
2. 1 or more RULE elements
-->
<!ELEMENT PLACEMENT_POLICY (COMMENT?, RULE+)>
<!-- The attributes of PLACEMENT_POLICY element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST PLACEMENT_POLICY
Name CDATA #REQUIRED
Version (5.0) #REQUIRED
>
<!-- Specification for COMMENT element -->
<!ELEMENT COMMENT (#PCDATA)>
<!-- Specification for RULE element.
It can contain the following
1. 0 or 1 COMMENT element
2. 1 or more SELECT elements
3. 0 or 1 CREATE element
The elements must appear in the above order.
4. 0 or more DELETE elements
5. 0 or more RELOCATE elements
DELETE elements, if any, are recommeded to preceed RELOCATE
elements, so that if a file is meant for deletion, will not
unnecessarily be subject relocation. The reason being,
if any of the DELETE elements triggers an action, subsequent
elements (DELETE and/or RELOCATE elements, if any) will not be
processed.
-->
<!ELEMENT RULE (COMMENT?, SELECT+, CREATE?, DELETE*, RELOCATE*)>
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<!-- The attributes of RULE element -->
<!-- The possible and accepted values for Flags are
1. data
2. checkpoint
The "data" is supported in 5.0 release. The "data" centric
RULEs deal with data of the files.
However "checkpoint" that is now introduced will allows
RULE specification to place data of the checkpoints
on a given set of placement classes. But in "checkpoint"
RULE only CREATE is supported, and DELETE and RELOCATE
are not supported, i.e., it is possible to direct the
data placement of the checkpoints that would be created
after such a placement policy becomes active but it is
not possible to relocate that of the already created
checkpoints.
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST RULE
Name CDATA #REQUIRED
Flags (data) #REQUIRED
>
<!-- Specification for SELECT element. This describes selection criteria.
It can contain the following
1. 0 or 1 COMMENT elements
2. 0 or more DIRECTORY elements
3. 0 or more PATTERN elements
4. 0 or more USER elements
5. 0 or more GROUP elements
6. 0 or more UID elements
7. 0 or more GID elements
8. 0 or more TAG elements
The elements can appear in any order.
-->
<!ELEMENT SELECT (COMMENT?, DIRECTORY*, PATTERN*, USER*, GROUP*, UID*,
GID*, TAG*)>
<!-- The attributes of SELECT element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST SELECT
Name CDATA #IMPLIED
>
<!-- Specification for DIRECTORY element
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The DIRECTORY element takes a path relative to the
mount point. So if the intention is to sweep from
/db/finance/data and /db is the mount point,
DIRECTORY element should contain finance/data
Only one value can be specified per element.
-->
<!ELEMENT DIRECTORY (#PCDATA)>
<!-- The attributes of DIRECTORY element -->
<!-- The possible and accepted values for Flags are
1. recursive
2. nonrecursive
If a given directory appears in more than one RULE,
all such DIRECTORY elements must all be recursive or
nonrecursive but can not be a combination. If no DIRECTORY
element is specified, all the files under the mount point
will be selected.
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST DIRECTORY
Flags (recursive|nonrecursive) #REQUIRED
>
<!-- Specification for PATTERN element
The PATTERN can be a full name of a file, i.e., can not contain
"/" characters. Or it can have a '*' character. The first '*'
character will be considered as wild character and any other
character, including a second '*' are treated as literals.
Only one value can be specified per element.
-->
<!ELEMENT PATTERN (#PCDATA)>
<!-- The attributes of PATTERN element -->
<!-- The possible and accepted values for Flags are
1. recursive
This is an optional attribute. It is meaningful only
if the PATTERN is a dirctory. Default is nonrecursive,
which will be case for file PATTERNs. If this attribute
is specified, the enclosing SELECTion criteria will
select all files in any component directory (for example
dir1, in /mnt/dir0/dir1 if PATTERN is dir1) that is
anywhere (below the DIRECTORY,
- if it is specified and has 'recursive flag or
- anywhere in file system, if DIRECTORY is not
specified),
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provided the component directory matches the PATTERN
(here 'dir1' in the example). If PATTERN has wild
character '*' in it, wild char based matching is performed.
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST PATTERN
Flags (recursive | nonrecursive) "nonrecursive"
>
<!-- Specification for USER element
The USER is a name string of the unix domain user
Only one value can be specified per element.
-->
<!ELEMENT USER (#PCDATA)>
<!-- Specification for GROUP element
The GROUP is a name string of the unix domain group
Only one value can be specified per element.
-->
<!ELEMENT GROUP (#PCDATA)>
<!-- Specification for UID element
The UID is a numeric id of the unix domain user
Only one value can be specified per element.
-->
<!ELEMENT UID (#PCDATA)>
<!-- Specification for GID element
The GID is a numeric id of the unix domain group
Only one value can be specified per element.
-->
<!ELEMENT GID (#PCDATA)>
<!-- Specification for TAG element
The TAG is a file tag created by file tagging command
Only one value can be specified per element.
-->
<!ELEMENT TAG (#PCDATA)>
<!-- Specification for CREATE element. This describes creation criteria.
It can contain the following
1. 0 or 1 COMMENT element
2. 1 ON element
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-->
<!ELEMENT CREATE (COMMENT?, ON)>
<!-- The attributes of CREATE element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST CREATE
Name CDATA #IMPLIED
Flags CDATA #IMPLIED
>
<!-- Specification for ON element. This describes location criteria.
It can contain the following
1. 0 or more DESTINATION elements
Though zero DESTINATION elements is defined in grammar, current
implementation requires at least on DESTINATION.
-->
<!ELEMENT ON (DESTINATION*)>
<!-- The attributes of ON element -->
<!-- The possible and accepted values for Flags is
1. any
If this attribute is set, there may or may not be any CLASS
elements in the DESTINATION elements under the ON element.
If any of the DESTINATION elements have CLASS element, such
CLASSes in the file system would be used first before other
placement class storage is used.
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST ON
Name CDATA #IMPLIED
Flags (any) #IMPLIED
>
<!-- Specification for DESTINATION element. This describes target
location.
It can contain the following
1. 0 or 1 CLASS element
2. 0 or 1 PERCENT element
3. 0 or 1 BALANCE_SIZE element
The order of CLASS elements is significant.
Earlier CLASSes would be used before the latter ones.
-->
<!ELEMENT DESTINATION (CLASS?, PERCENT?, BALANCE_SIZE?)>
<!-- The attributes of DESTINATION element -->
<!-- The possible and accepted values for Flags
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(THIS IS NOT IMPLEMENTED)
1. disallow
If this 'disallow' is set, there must not be any PERCENT or
BALANCE_SIZE elements in such DESTINATION element but there
must be a CLASS element. There must not be any RELOCATE and
DELETE statements in the enclosing RULE element either.
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST DESTINATION
Name CDATA #IMPLIED
Flags (disallow) #IMPLIED
>
<!-- Specification for CLASS element
The file system resides on a multi-component volume set.
Each volume in the volume set will be in what is called a
placement class. The placement classes are implemented as tags
on the volumes. These tags are organized into a hierarchy prefix.
The placement policy uses the vxfs.placement_class. prefix.
The CLASS element specifies the placement class of the
underlying storage, without the prefix. For example, if a
volume has a placement class of vxfs.placment_class.gold
then gold would be the value of CLASS element.
-->
<!ELEMENT CLASS (#PCDATA)>
<!-- Specification for PERCENT
(THIS IS NOT IMPLEMENTED)
If the PERCENT element is in
how much of its CLASS can be
by a given RULE.
If the PERCENT element is in
how much of its CLASS can be
our deleted from it.
-->
<!ELEMENT PERCENT (#PCDATA)>

element
DESTINATION element, it determines
filled up with the files selected
SOURCE element, it determines
emptied when the files are relocated

<!-- Specification for BALANCE_SIZE element
Multiple volumes may have the same placement class and there can
be multiple DESTINATIONs (hence CLASSes) in a given ON (and TO)
element. If a BALANCE_SIZE is specified for a given CLASS,
the usage of volumes of that given placement class will be used
evenly by allocating BALANCE_SIZE amount of space for each
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volume for each allocation.
-->
<!ELEMENT BALANCE_SIZE (#PCDATA)>
<!-- The attributes of BALANCE_SIZE element -->
<!-- The possible and accepted values for Units are
1. bytes
2. KB
3. MB
4. GB
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST BALANCE_SIZE
Units (bytes|KB|MB|GB) #REQUIRED
>
<!-- Specification for DELETE element. This describes deletion criteria.
It can contain the following
1. 0 or 1 COMMENT element
2. 0 or 1 FROM element
3. 0 or 1 WHEN element
-->
<!ELEMENT DELETE (COMMENT?, FROM?, WHEN?)>
<!-- The attributes of DELETE element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST DELETE
Name CDATA #IMPLIED
Flags (none) #IMPLIED
>
<!-- Specification for RELOCATE element. This describes relocation
criteria.
It can contain the following
1. 0 or 1 COMMENT element
2. 0 or 1 FROM element (0 in the case of "ckpt" rule)
3. 1 TO element
4. 0 or 1 WHEN element (0 in the case of "ckpt" rule)
-->
<!ELEMENT RELOCATE (COMMENT?, FROM?, TO, WHEN?)>
<!-- The attributes of RELOCATE element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST RELOCATE
Name CDATA #IMPLIED
Flags (none) #IMPLIED
>
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<!-- Specification for FROM element. This describes source criteria.
It can contain the following
1. 1 or more SOURCE elements
-->
<!ELEMENT FROM (SOURCE+)>
<!-- The attributes of FROM element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST FROM
Name CDATA #IMPLIED
Flags (none) #IMPLIED
>
<!-- Specification for SOURCE element. This describes source location.
It can contain the following
1. 1 CLASS element
2. 0 or 1 PERCENT element
-->
<!ELEMENT SOURCE (CLASS, PERCENT?)>
<!-- The attributes of SOURCE element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST SOURCE
Name CDATA #IMPLIED
Flags (none) #IMPLIED
>
<!-- Specification for TO element. This describes destination criteria.
It can contain the following
1. 1 or more DESTINATION elements
-->
<!ELEMENT TO (DESTINATION+)>
<!-- The attributes of TO element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST TO
Name CDATA #IMPLIED
Flags (none) #IMPLIED
>
<!-- Specification for WHEN element. This describes relocation specifiers.
It can contain the following
1. 0 or 1 SIZE element
2. 0 or 1 ACCAGE element
3. 0 or 1 MODAGE element
4. 0 or 1 IOTEMP element
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5. 0 or 1 ACCESSTEMP element
-->
<!ELEMENT WHEN (SIZE?, ACCAGE?, MODAGE?, IOTEMP?, ACCESSTEMP?)>
<!-- The attributes of WHEN element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST WHEN
Name CDATA #IMPLIED
Flags (none) #IMPLIED
>
<!-- Specification for SIZE element
It can contain the following
1. 0 or 1 MIN element
2. 0 or 1 MAX element
-->
<!ELEMENT SIZE (MIN?, MAX?)>
<!-- The attributes of SIZE element -->
<!-- The possible and accepted values for Prefer are
(THIS IS NOT IMPLEMENTED)
1. low
2. high
The possible and accepted values for Units are
1. bytes
2. KB
3. MB
4. GB
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST SIZE
Prefer (low|high) #IMPLIED
Units (bytes|KB|MB|GB) #REQUIRED
>
<!-- Specification for ACCAGE element
It can contain the following
1. 0 or 1 MIN element
2. 0 or 1 MAX element
-->
<!ELEMENT ACCAGE (MIN?, MAX?)>
<!-- The attributes of ACCAGE element -->
<!-- The possible and accepted values for Prefer are
(THIS IS NOT IMPLEMENTED)
1. low
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2. high
The possible and accepted values for Units are
1. hours
2. days
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST ACCAGE
Prefer (low|high) #IMPLIED
Units (hours|days) #REQUIRED
>
<!-- Specification for MODAGE element
It can contain the following
1. 0 or 1 MIN element
2. 0 or 1 MAX element
-->
<!ELEMENT MODAGE (MIN?, MAX?)>
<!-- The attributes of MODAGE element -->
<!-- The possible and accepted values for Prefer are
(THIS IS NOT IMPLEMENTED)
1. low
2. high
The possible and accepted values for Units are
1. hours
2. days
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST MODAGE
Prefer (low|high) #IMPLIED
Units (hours|days) #REQUIRED
>
<!-- Specification for IOTEMP element
The value of IOTEMP represents bytes read (nrbytes),
bytes written (nwbytes) or bytes transferred, i.e.,
read and written (nrwbytes), divided by the size of the
file, over a specified PERIOD (in days).
It can contain the following
1. 0 or 1 MIN element
2. 0 or 1 MAX element
3. 1 PERIOD element
-->
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<!ELEMENT IOTEMP (MIN?, MAX?, PERIOD)>
<!-- The attributes of IOTEMP element -->
<!-- The possible and accepted values for Prefer are
(THIS IS NOT IMPLEMENTED)
1. low
2. high
-->
<!-- The possible and accepted values for Type are
1. nrbytes
2. nwbytes
3. nrwbytes
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST IOTEMP
Prefer (low|high) #IMPLIED
Type (nrbytes|nwbytes|nrwbytes) #REQUIRED
>
<!-- Specification for ACCESSTEMP element
The value of ACCESSTEMP represents times read (nrbytes),
times written (nwbytes) or times access i.e.,
read and written (nrws) over a specified PERIOD (in days).
It can contain the following
1. 0 or 1 MIN element
2. 0 or 1 MAX element
3. 1 PERIOD element
-->
<!ELEMENT ACCESSTEMP (MIN?, MAX?, PERIOD)>
<!-- The attributes of ACCESSTEMP element -->
<!-- The possible and accepted values for Prefer are
(THIS IS NOT IMPLEMENTED)
1. low
2. high
-->
<!-- The possible and accepted values for Type are
1. nreads
2. nwrites
3. nrws
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST ACCESSTEMP
Prefer (low|high) #IMPLIED
Type (nreads|nwrites|nrws) #REQUIRED
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>
<!-- Specification for MIN element -->
<!ELEMENT MIN (#PCDATA)>
<!-- The attributes of MIN element -->
<!-- The possible and accepted values for Flags are
1. gt for greater than
2. eq for equal to
3. gteq for greater than or equal to
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST MIN
Flags (gt|eq|gteq) #REQUIRED
>
<!-- Specification for MAX element -->
<!ELEMENT MAX (#PCDATA)>
<!-- The attributes of MAX element -->
<!-- The possible and accepted values for Flags are
1. lt for less than
2. lteq for less than or equal to
-->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST MAX
Flags (lt|lteq) #REQUIRED
>
<!-- Specification for PERIOD element -->
<!ELEMENT PERIOD (#PCDATA)>
<!-- The attributes of PERIOD element -->
<!-- XML requires all attributes must be enclosed in double quotes -->
<!ATTLIST PERIOD
Units (days) #REQUIRED
>
]>

ファイル配置ポリシーのルール
VxFS ファイル配置ポリシーは 1 つ以上のルールで構成されます。各ルールを 1 つ以上
のファイルに適用します。ルールを適用するファイルは 1 つ以上の SELECT 文に指定し
ます。SELECT 文では、ファイル名または名前パターン、ファイルが保管されているディレ
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クトリ、ファイル所有者のユーザー名、ファイル所有者のグループ名、この 4 つのプロパ
ティのうち 1 つ以上に従ってファイルを指定します。
1 つのファイルに 2 つ以上のルールが指定されることがあります。たとえば、あるルール
をディレクトリ /dir 内のファイルに指定して、別のルールを所有者が user1 のファイル
に指定すると、/dir の中にある、所有者が user1 のファイルには 2 つのルールが指定
されます。ファイルには、配置ポリシーの中で最初に記述された方のルールのみが適用
され、以降のルールは無視されます。
ファイルシステム全体の名前空間を網羅しない配置ポリシーを定義できます。作成された
ファイルに、ファイルシステムのアクティブな配置ポリシー内のルールが何も指定されてい
ない場合、VxFS は独自の内部アルゴリズムに従ってそのファイルを配置します。ファイ
ル配置に対してフルコントロールを維持するには、各配置ポリシー文書の最後に、SELECT
文のファイル指定に名前パターンの「*」を指定した包括ルールを組み込みます。配置ポ
リシー文書に記述されたここまでのルールでは指定されなかったすべてのファイルをこの
ルールで指定します。

SELECT 文
VxFS 配置ポリシールールの SELECT 文は、ルールを適用するファイルの集合を指定し
ます。
次の XML の抜粋は、一般的な SELECT 文の形式を示します。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="directory_flag_value">...value...
</DIRECTORY>
<PATTERN Flags="pattern_flag_value">...value...</PATTERN>
<USER>...value...</USER>
<GROUP>...value...</GROUP>
</SELECT>
SELECT 文では、次の選択基準を使ってファイルを指定できます。
<DIRECTORY>

ファイルシステムのマウントポイントに対する絶対パス名。
Flags="directory_flag_value" XML 属性の値を nonrecursive
にして指定ディレクトリのファイルのみを指定するか、または recursive に
して指定ディレクトリのすべてのサブディレクトリのファイルを指定する必要が
あります。Flags 属性は必須です。
<DIRECTORY> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。
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<PATTERN>

ファイルの正確な名前またはワイルドカード文字（*）1 つを使ったパターンの
いずれかです。たとえば、パターン「abc*」は、名前が「abc」で始まるすべて
のファイルを示します。パターン「abc.*」は、名前が厳密に「abc」で、その後
にピリオドと任意の拡張子が続くすべてのファイルを示します。パターン「*abc」
は、名前が「abc」で終わるすべてのファイルを示します。その名前が拡張子
のすべて、または一部であるかは問いません。パターン「*.abc」は、拡張子
（ピリオドの後）の名前が「abc」の任意の名前のファイルを示します。パター
ン「ab*c」は、名前が「ab」で始まり「c」で終わるすべてのファイルを示します。
一番初めの「*」文字はワイルドカードと見なされますが、以降の「*」文字はリ
テラルテキストと見なされます。パターンに「/」を含めることはできません。
ワイルドカード文字は、シェルで使用する場合とは異なり、「.」、「?」、「[」な
どのすべての文字に一致します。
Flags="pattern_flag_value" XML 属性はオプションです。これに
は recursive 値のみを指定できます。パターンがディレクトリの場合にの
み、Flags="recursive" を指定します。Flags を指定しない場合、デ
フォルトの属性値は非再帰的です。Flags="recursive" を指定する場
合、<DIRECTORY> に指定したディレクトリよりも下位で、パターンに一致す
るコンポーネントディレクトリがあり次の条件のいずれかを満たす場合、囲ま
れた選択基準はそのコンポーネントディレクトリのすべてのファイルを選択し
ます。
■

<DIRECTORY> が指定され再帰的フラグがある。

■

<DIRECTORY> の指定がなく、ディレクトリがファイルシステム内にある。

パターンにワイルドカード文字「*」が含まれている場合、ワイルドカード文字
の照合が行われます。
<PATTERN> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。値は
<PATTERN> 要素ごとに 1 つだけ指定できます。
<USER>

ファイル所有者のユーザー名です。ユーザー名の代わりにユーザー番号を
指定することはできません。
<USER> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。

<GROUP>

ファイル所有者のグループ名です。グループ名の代わりにグループ番号を
指定することはできません。
<GROUP> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。

1 つの SELECT 文の中に、すべてのファイル選択基準のインスタンスを 1 つ以上指定で
きます。異なる 2 種類以上の選択基準が 1 つの文に指定された場合、選択されるファイ
ルは各種類の基準を 1 つ満たす必要があります。
次の例が実行されると、ora/db または crash/dump のいずれかに存在し、所有者が
user1 または user2 のいずれかのファイルのみが選択されます。
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<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">ora/db</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">crash/dump</DIRECTORY>
<USER>user1</USER>
<USER>user2</USER>
</SELECT>

1 つのルールには複数の SELECT 文を含めることができます。ファイルは、1 つの SELECT
文の選択基準を満たせば、処理の対象となります。
次の例では、所有者が user1 または user2 のファイル（保存されたディレクトリは関係な
し）と、ディレクトリ ora/db または crash/dump 内のファイル（所有するユーザーは関係
なし）が処理の対象となります。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">ora/db</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">crash/dump</DIRECTORY>
</SELECT>
<SELECT>
<USER>user1</USER>
<USER>user2</USER>
</SELECT>

VxFS で新しいファイルを作成する場合、VxFS は、アクティブな配置ポリシーの XML
ソースファイルに記述された順番に従って、アクティブな配置ポリシールールを適用しま
す。作成するファイルを SELECT 文で指定している 1 番目のルールで、ファイルの配置を
決定します。以降のルールは適用しません。同様に、ファイルを再配置するときに、VxFS
は各ファイルに代わってアクティブなポリシールールをスキャンします。ファイルを指定し
た SELECT 文を含むルールが最初に見つかった時点でルールのスキャンは停止します。
この適用可能なルールが結果的に何も処理しない場合でも、スキャンは停止します。た
とえば、あるポリシールールに 30 日間アクティブになっていない .dat ファイルは再配置
することが示されているとします。また以降のルールに、10 MB よりも大きな .dat ファイ
ルは再配置することが示されているとします。10 日間アクティブになっていない 20 MB
の .dat ファイルは再配置されません。それは前者のルールが適用されたからです。後者
のルールはスキャンされません。
配置ポリシールールの動作文は、ルールの SELECT 文で指定されたすべてのファイルに
適用されます。既存ファイルが、ファイルシステムのアクティブな配置ポリシールールの
SELECT 文で指定されていない場合、DST はそのファイルを再配置、削除しません。アプ
リケーションでファイルが作成されたときに、そのファイルがファイルシステムのアクティブ
なポリシールールの SELECT 文で指定されていない場合、VxFS は独自の内部アルゴリ
ズムに従ってそのファイルを配置します。この方法が適切でない場合は、ファイルシステ
ムのアクティブな配置ポリシーの基準になっているポリシー文書の最後のルールで、
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SELECT 文に <PATTERN>*</PATTERN> のみの選択基準を指定し、CREATE 文に他の

ルールで選択されないファイルの配置クラスの名前を指定します。

CREATE 文
配置ポリシールールの CREATE 文で、ボリュームに 1 つ以上の配置クラスを指定します。
VxFS はルールが適用されるファイルを新しく作成するときにそのファイル用の領域を指
定した配置クラスに割り当てます。CREATE 文には配置クラスのみを指定できます。個々
のボリューム名は指定できません。
ファイル配置ポリシールールに、CREATE 文は 1 つしか含めることはできません。ルール
に CREATE 文が含まれていない場合、VxFS は、ルールの SELECT 文に指定されたファ
イルを、その内部アルゴリズムに従って配置します。ただし、ルールに CREATE 文がなく
ても、ルールの SELECT 文に指定した既存ファイルの再配置または削除に使えます。
次の XML の抜粋は、一般的な CREATE 文の形式を示します。
<CREATE>
<ON Flags="...flag_value...">
<DESTINATION>
<CLASS>...placement_class_name...</CLASS>
<BALANCE_SIZE Units="units_specifier">...chunk_size...
</BALANCE_SIZE>
</DESTINATION>
<DESTINATION>...additional placement class specifications...
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
CREATE 文には 1 つの <ON> 節が含まれます。その中に 1 つ以上の <DESTINATION>

XML 要素を記述し、初期ファイル割り当て用の配置クラスを優先度の高いものから順に
指定します。VxFS は、指定された 1 番目のクラスのボリュームに利用可能な領域があれ
ば、そこにルールが適用された新しいファイル用の領域を割り当てます。1 番目のどのボ
リュームにも領域を割り当てられない場合、VxFS は指定された 2 番目のクラスのボリュー
ムに利用可能な領域があれば領域を割り当てます。以下同様に続けていきます。
指定した配置クラスのどのボリュームにも領域を割り当てることができない場合、ファイル
システムのボリュームセット以外に十分な領域があったとしても、ファイル作成は失敗し、
ENOSPC エラーが出力されます。Flags 属性の <ON> 節に「any」値を指定すれば、この
状況を避けることができます。CREATE 文に <ON Flags="any"> が指定されている場合、
VxFS は最初に、ルールが適用された新しいファイル用の領域を指定の配置クラスに割
り当てようとします。これに失敗した場合、VxFS はその内部領域割り当てアルゴリズムを
用います。したがってファイルの割り当ては、ファイルシステムのボリュームセットのどの場
所にも利用可能な領域がない限り失敗しません。
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Flags="any" 属性は包括ルールとは異なり、ルールの SELECT 文で指定したファイルの

みに適用します。包括ルールのファイル選択で <PATTERN>*</PATTERN> を指定するよ
りも包括の度合いを少なくできます。
<DESTINATION> XML 要素には、<CLASS> 副要素に指定した配置クラス名に加え、
<BALANCE_SIZE> 副要素を含めることができます。<BALANCE_SIZE> 要素を指定すると、

領域の割り当ては指定したサイズのチャンクで配置クラスの全ボリュームに分散されます。
たとえば、3 つのボリュームが含まれる配置クラスで分散サイズ 1 MB が指定されている
場合、VxFS は新しいファイルまたは拡張ファイルの領域の最初の 1 MB を、そのクラス
の 1 番目（最小インデックス）のボリュームに割り当てます。次の 1 MB は 2 番目のボリュー
ム、その次の 1 MB は 3 番目のボリューム、その次の 1 MB は 1 番目のボリューム、以降
同様に割り当てます。<BALANCE_SIZE> XML タグで Units を使えば分散サイズを次の
単位で指定できます。
bytes

バイト

KB

キロバイト

MB

メガバイト

GB

ギガバイト

<BALANCE_SIZE> 要素を使うと、データベースファイルは配置クラスの全ボリュームに分

散して割り当てられます。原則として、各ファイルデータを複数ボリュームに分散すると、
I/O 負荷も複数ボリュームに分散されます。
次の例の CREATE 文では、ルールが適用されたファイルは tier1 ボリュームに領域があ
ればそこに作成され、なければ tier2 ボリュームの 1 つに作成されます。tier1 と tier2
ボリュームへの領域の割り当てが不可能な場合、tier3 ボリュームに利用可能な領域が
あったとしても、ファイル作成は失敗します。
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
<BALANCE_SIZE Units="MB">1</BALANCE_SIZE>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
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tier2 ボリュームの割り当てで、<BALANCE_SIZE> 要素に 1 MB の値が指定されていま

す。tier2 ボリュームに割り当てられるファイルでは、最初の 1 MB は 1 番目のボリュー
ムに割り当てられ、次の 1 MB は 2 番目のボリューム、以下同様に割り当てられます。

RELOCATE 文
ファイル配置ポリシールールの RELOCATE 動作文には、ファイルシステムを定期スキャン
するときに、指定されたファイルに対して VxFS が実行する動作とその動作の実行環境
を指定します。fsppadm enforce コマンドを使って、ファイルシステムのすべてまたは一
部をスキャンし、アクティブな配置ポリシーのルールに従って、スキャン時に再配置が必
要なファイルを探します。
fsppadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
fsppadm enforce は、ファイルシステムをパス名の順でスキャンします。VxFS は、各ファ

イルに対し、ルールの SELECT 文を判別して、アクティブな配置ポリシーの中で最初に適
用可能なルールを特定します。ルールのいずれかの RELOCATE 文の <FROM> 節に指定
されたボリュームに存在するファイルが、文の <WHEN> 節に指定された配置基準を満た
す場合、そのファイルは、<TO> 節に記述された配置クラスの中で、ファイルを格納する領
域のある最初の配置クラスのボリュームに、再配置されるようにスケジュールされます。
fsppadm enforce コマンドの発行により実行されたスキャンが完了してから、ファイルは
再配置されます。
次の XML の抜粋は、一般的な RELOCATE 文の形式を示します。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>...placement_class_name...</CLASS>
</SOURCE>
<SOURCE>...additional placement class specifications...
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>...placement_class_name...</CLASS>
<BALANCE_SIZE Units="units_specifier">
...chunk_size...
</BALANCE_SIZE>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
...additional placement class specifications...
</DESTINATION>
</TO>
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<WHEN>...relocation conditions...</WHEN>
</RELOCATE>
RELOCATE 文には次の節が含まれます。
<FROM>

再配置元の配置クラスのリストを含めるオプションの節です。この配置クラス
のボリュームの中の指定されたファイルが <WHEN> 節の条件を満たせば再
配置されます。<FROM> 節に記述された配置クラスの順番に優先度はあり
ません。ルールが適用されたファイルが、指定したいずれかの配置クラスの
ボリュームにある場合、そのファイルは再配置対象と見なされます。
RELOCATE 文に <FROM> 節がある場合、VxFS は、この節に指定された配
置クラスのボリュームに存在するファイルのみを再配置対象と見なします。
<FROM> 節がない場合は、ファイルが存在する場所に関係なく、対象のファ
イルは再配置されます。

<TO>

対象ファイルの再配置先の配置クラスです。FROM 節の配置元の配置クラ
スリストとは違い、<TO> 節の配置クラスは優先度順に指定します。ファイル
の再配置は、可能な場合は 1 番目に指定された配置クラスのボリューム、不
可能な場合は 2 番目、以降同様にしてボリュームが決まります。
RELOCATE 文の <TO> 節には、配置クラスを指定する <DESTINATION>
XML 要素のリストが含まれます。VxFS は、指定した配置クラスのボリューム
に対象ファイルを再配置します。配置クラスは優先度順に指定します。VxFS
は、領域が利用可能であれば、指定した最初の配置クラスのボリュームに対
象ファイルを再配置します。<DESTINATION> 要素には、オプションの
<BALANCE_SIZE> 修飾子副要素を含めることができます。
<BALANCE_SIZE> 修飾子を設定すると、再配置されるファイルは、指定し
たサイズのチャンクで配置先の配置クラスの全ボリュームに分散されます。
たとえば、3 つのボリュームが含まれる配置クラスに分散サイズ 1 MB が指
定されたとすると、VxFS はファイルの最初の 1 MB を、そのクラスの 1 番目
（最小インデックス）のボリュームに再配置します。次の 1 MB は 2 番目のボ
リューム、その次の 1 MB は 3 番目のボリューム、その次の 1 MB は 1 番目
のボリューム、以降同様に再配置します。<BALANCE_SIZE> XML タグの
Units 属性を使えば、分散サイズ値に指定するチャンク値を、バイト単位
（Units="bytes"）、KB 単位（Units="KB"）、MB 単位（Units="MB"）、
GB 単位（Units="GB"）で指定できます。
<BALANCE_SIZE> 要素を使うと、データベースファイルは配置クラスの全
ボリュームに分散して割り当てられます。原則として、各ファイルデータを複
数ボリュームに分散すると、I/O 負荷も複数ボリュームに分散されます。
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<WHEN>

ルールが適用されたファイルの再配置条件を指定するオプションの節です。
指定した期間アクセスがないかまたは修正がないファイル、特定のサイズに
達したファイル、特定の I/O 頻度またはアクセス頻度のレベルに達したファ
イルなどを再配置できます。RELOCATE 文に <WHEN> 節がない場合、ルー
ルが適用されたファイルは無条件に再配置されます。
RELOCATE 文に <WHEN> 節を含めると、4 つの基準のいずれかまたはす
べてを満たす場合にのみファイルを再配置することができます。1 つ以上の
基準を満たすファイルを再配置するように指定できます。

<WHEN> 節では、次の基準が指定できます。
<ACCAGE>

指定した期間にファイルがアクティブにならない場合、つまり fsppadm
enforce コマンドの発行から指定した期間にファイルがアクティブにな
らない場合にこの基準が満たされます。

<MODAGE>

指定した期間にファイルの修正がない場合、つまり fsppadm enforce
コマンドの発行から指定した期間にファイルの修正がない場合にこの基
準が満たされます。

<SIZE>

ファイルが、指定したサイズを超えるまたは下回る場合、または指定した
サイズ範囲内に収まる場合にこの基準が満たされます。

<IOTEMP>

ファイルが、指定した I/O 頻度を超えるまたは下回る場合、または指定
した I/O 頻度範囲内に収まる場合にこの基準が満たされます。ファイル
の I/O 頻度とは、fsppadm enforce コマンドの発行より前の
<PERIOD> 要素に指定した期間における、ファイルの I/O 負荷の測定
値です。
p.176 の 「I/O 頻度とアクセス頻度の計算」 を参照してください。

<ACCESSTEMP>

ファイルが、指定した平均アクセス頻度を超えるまたは下回る場合、また
は指定したアクセス頻度範囲内に収まる場合にこの基準が満たされま
す。ファイルのアクセス頻度はファイルの I/O 頻度と同じですが、アクセ
ス頻度はファイルへの転送バイト数ではなく I/O 要求数を使って計算さ
れます。

次の XML の抜粋は、RELOCATE 文の一般的な <WHEN> 節の形式を示します。
<WHEN>
<ACCAGE Units="...units_value...">
<MIN Flags="...comparison_operator...">
...min_access_age...</MIN>
<MAX Flags="...comparison_operator...">
...max_access_age...</MAX>
</ACCAGE>
<MODAGE Units="...units_value...">
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<MIN Flags="...comparison_operator...">
...min_modification_age...</MIN>
<MAX Flags="...comparison_operator...">
...max_modification_age...</MAX>
</MODAGE>
<SIZE " Units="...units_value...">
<MIN Flags="...comparison_operator...">
...min_size...</MIN>
<MAX Flags="...comparison_operator...">
...max_size...</MAX>
</SIZE>
<IOTEMP Type="...read_write_preference...">
<MIN Flags="...comparison_operator...">
...min_I/O_temperature...</MIN>
<MAX Flags="...comparison_operator...">
...max_I/O_temperature...</MAX>
<PERIOD>...days_of_interest...</PERIOD>
</IOTEMP>
<ACCESSTEMP Type="...read_write_preference...">
<MIN Flags="...comparison_operator...">
...min_access_temperature...</MIN>
<MAX Flags="...comparison_operator...">
...max_access_temperature...</MAX>
<PERIOD>...days_of_interest...</PERIOD>
</ACCESSTEMP>
</WHEN>

アクセス期間（<ACCAGE>）要素は、ファイルが最後にアクセスされてからの時間です。
VxFS は、fsppadm enforce コマンドの発行時間からファイルの最終アクセス時間（atime）
を引いて、アクセス期間を算出します。<ACCAGE> 節の <MIN> と <MAX> XML 要素は、そ
れぞれ再配置のための最小アクセス期間と最大アクセス期間のしきい値を示します。これ
らの要素はオプションですが、少なくとも 1 つは含める必要があります。Units XML 属性
を指定すれば、<MIN> と <MAX> 要素は次の単位で指定できます。
hours

時間

days

日。1 日は fsppadm enforce コマンドの発行より前の 24 時間として考
えられます。

<MIN> と <MAX> 要素は両方とも Flags 属性を指定して操作を指示する必要があります。
<MIN> では、次の Flags 属性値を指定できます。
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gt

最終アクセス時間は指定の間隔よりも大きい必要があります。

eq

最終アクセス時間は指定の間隔と等しい必要があります。

gteq

最終アクセス時間は指定の間隔よりも大きいか等しい必要があります。

<MAX> では、次の Flags 属性値を指定できます。
lt

最終アクセス時間は指定の間隔よりも小さい必要があります。

lteq

最終アクセス時間は指定の間隔よりも小さいか等しい必要があります。

<WHEN> 節に <MIN> 要素を含めると、VxFS はルールが適用されたファイルで指定した

間隔よりも長い期間アクティブになっていないファイルを再配置します。通常、このような
ルールを使って、アクティブになっていないファイルを安価なストレージ階層に再配置し
ます。逆に、<MAX> は指定した間隔にアクセスのあったファイルを再配置します。通常こ
の要素を使って、アクティビティを再開した非アクティブなファイルを、パフォーマンスが速
いかまたは信頼性の高いストレージに移動します。<MIN> と <MAX> 節の 2 つを含めると、
VxFS はアクセス期間がこの 2 つの間に収まるファイルを再配置します。
修正期間の再配置基準（<MODAGE>）はアクセス期間と同じですが、ファイルの POSIX
mtime 値が計算に使われます。通常、<MODAGE> 基準を指定するのは、最近修正され
たファイルを今後反復的にアクセスされることを予想してパフォーマンスの速いまたは信
頼性の高いストレージ階層に再配置するためです。
ファイルサイズの再配置基準（<SIZE>）を指定すると、fsppadm enforce コマンドが発
行された時に、指定された再配置基準の <MIN> 値よりも大きいか、または <MAX> 値より
も小さいファイルが再配置されます。両方の基準を指定すると、VxFS はサイズがこの 2
つの間に収まるファイルを再配置するようにスケジュールします。Units 属性を使うと、ファ
イルサイズのしきい値を次の単位で指定できます。
bytes

バイト

KB

キロバイト

MB

メガバイト

GB

ギガバイト

I/O 頻度再配置基準の指定
I/O 頻度再配置基準（<IOTEMP>）を指定すると、fsppadm enforce コマンド発行直前の
指定した期間に、指定値を超えるかまたは下回る I/O 頻度のファイルが再配置されます。
ファイルの I/O 頻度とは、ファイルに対する読み取り、書き込み、つまり I/O 負荷合計の
測定値で、ファイルサイズに対して正規化されます。高い I/O 頻度は、アプリケーション
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のアクティビティレベルが高いことを示します。逆に I/O 頻度が低いとアクティビティレベ
ルが低いことになります。VxFS は、指定期間中のファイルへの（またはファイルからの）
転送バイト数（読み取り、書き込み、またはその両方）を、fsppadm enforce コマンド発
行時のファイルサイズで割って、ファイルの I/O 頻度を算出します。
p.176 の 「I/O 頻度とアクセス頻度の計算」 を参照してください。
他のファイル再配置基準と同様に、<IOTEMP> に <MIN> 要素を使って下位のしきい値を
指定でき、<MAX> 要素を使って上位のしきい値、両方を使って範囲を指定できます。た
だし、I/O 頻度に寸法はないので単位の指定はありません。
VxFS がファイルの I/O 頻度を算出するときの期間は、fsppadm enforce コマンド発行
時から、過去 <PERIOD> 要素に指定した日数までの期間です。1 日は 24 時間を意味し
ます。たとえば、fsppadm enforce の発行時間が水曜日の午後 2 時で、<PERIOD> 値
に 2 が指定されている場合、VxFS が調べるファイル I/O 負荷の期間は、月曜日の午後
2 時から水曜日の午後 2 時までの間です。FCL（File Change Log）ファイルで使われる
ディスク領域のため、<PERIOD> に 1 週間または 2 週間を超える日数を指定しないでくだ
さい。
p.114 の 「FCL のファイルについて」 を参照してください。
I/O 頻度は I/O 負荷の測定値でアクセス期間よりも滑らかな値です。アクセス期間では、
ファイルへのただ 1 回のアクセスでファイルの atime は現在時刻にリセットされます。こ
れに対して、ファイルの I/O 頻度は、ファイルへのアクセスがない間は徐々に減少し、ファ
イルが定期的にアクセスされると徐々に増加していきます。たとえば、月曜日に 10 MB
の新しいファイルが作成され、5 回完全に読み取られた場合、深夜に fsppadm enforce
を実行すると、このファイルの 2 日間の I/O 頻度は 5、アクセス期間は 0 日になります。
火曜日にこのファイルが 1 回読み取られた場合、深夜の時点でのファイルのアクセス期
間は 0 日になり、ファイルの 2 日間の I/O 頻度は 3 に減少します。水曜日にこのファイ
ルが 1 回読み取られた場合、深夜の時点でのファイルのアクセス期間は依然として 0 日
ですが、ファイルの 2 日間の I/O 頻度は月曜日の I/O による影響がなくなるため 1 に減
少します。
ファイルアクセスがある限りファイルを所定の場所（上位階層のストレージデバイスなど）
に保持することがファイル配置ポリシーの目的である場合、適切な再配置基準はアクセ
ス期間になります。しかし、I/O 負荷の減少したファイルを再配置することが目的である場
合、適切な再配置基準は I/O 頻度になります。
上方再配置の場合も同様です。アクセス頻度が少ないために低階層のストレージデバイ
スに再配置されたファイルで、アプリケーションアクティビティが更新された場合、このファ
イルを上位階層のデバイスに再配置することが適切な場合があります。ポリシールール
に <MAX> 値の低いアクセス期間を再配置基準として指定すると、fsppadm enforce の
実行間隔に 1 回でもアクセスのあったファイルが再配置されます。逆に、ポリシーに <MIN>
値付きの I/O 頻度を指定すると、目的の期間に持続的なアクティビティを行ったファイル
のみが再配置されます。
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RELOCATE 文の例
次の例は条件の指定がない再配置文で、RELOCATE ポリシールール文の最も単純な形
式です。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
</RELOCATE>
fsppadm enforce コマンド発行時に、ルールの SELECT 文で指定したファイルが配置

クラス tier1 のボリュームに存在し、配置クラス tier2 に許可される領域があれば、その
ファイルは無条件にボリューム tier2 に再配置されます。この種類のルールは、たとえ
ば、実行すると新しいファイルの作成とアクセスは行っても既存ファイルのアクセスはほと
んど行わないアプリケーションに使われます。CREATE 文では、高速または高可用性だと
思われる tier1 ボリュームへの作成を指定します。fsppadm enforce の各インスタンス
化で、前回の実行以後に作成されたファイルを tier2 ボリュームに再配置します。
次の例はより包括的な RELOCATE 文の形式です。この文では、tier1 から tier2 ボリュー
ムへのファイルの再配置基準としてアクセス期間を使っています。このルールは、アクティ
ビティのないファイルを tier2 ボリュームに再配置して、tier1 ボリュームの空き領域を
確保するように作られています。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">

171

172

第 10 章 DST（Dynamic Storage Tiering）
ファイル配置ポリシーのルール

<MIN Flags="gt">1</MIN>
<MAX Flags="lt">1000</MAX>
</SIZE>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">30</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</RELOCATE>
SELECT 文で指定され、サイズが 1 MB から 1000 MB で 30 日間アクセスのなかったファ

イルは、tier1 から tier2 ボリュームに再配置されます。VxFS は、ファイルシステムの
ディレクトリツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルの順番で再配置を行います。
VxFS は、スケジュール設定済みファイルの再配置で tier2 ボリュームが満杯になると計
算した時点で、対象ファイルの再配置スケジュールを停止します。
次の例は考えられるもう一方のルールで、ファイルの I/O 頻度をもとに tier2 から tier1
ボリュームに再配置します。このルールを使うと、アクティビティがないため tier2 に再配
置されたファイルは、そのファイルに対するアプリケーションアクティビティが増加したとき
に、tier1 ボリュームに戻されます。アクセス期間ではなく I/O 頻度を再配置基準に使う
場合、アプリケーションが実際にはほとんど使わないファイルを再配置する機会は少なく
なります。このルールでは、直近の 2 日間でファイルに対する持続的なアクティビティが
ない限り、ファイルを再配置しません。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier2</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MIN Flags="gt">5</MIN>
<PERIOD>2</PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>

このルールでは、tier2 ボリュームにあるファイルで、fsppadm enforce コマンド発行直
前の 2 日間に I/O 頻度が 5 より大きなものを tier1 ボリュームに再配置します。VxFS
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は、ファイルシステムのディレクトリツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルの順番
で再配置を行います。tier1 ボリュームが満杯になる時点で、VxFS は対象ファイルの再
配置スケジュールを停止します。
VxFS のファイル配置ポリシーで、多数の配置クラスにファイルを配置するように制御でき
ます。次の例は、I/O 頻度の低いファイルを tier1 から tier2 ボリュームに再配置し、
tier2 ボリュームが満杯の場合は tier3 ボリュームに再配置するルールです。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier3</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MAX Flags="lt">4</MAX>
<PERIOD>3</PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>

このルールでは、3 日間の I/O 頻度が 4 未満で tier1 ボリュームに存在するファイルが
再配置されます。VxFS は、再配置済みのファイルで tier2 ボリュームが満杯になると計
算した時点で、対象ファイルを代わりの tier3 ボリュームに再配置します。VxFS は、ファ
イルシステムのディレクトリツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルを再配置しま
す。
RELOCATE 文の <FROM> 節はオプションです。この節がない場合、VxFS は、fsppadm
enforce コマンド発行時にファイルがどのボリュームに存在しているかは関係なく、ルー

ルの SELECT 文で指定された再配置対象のファイルかどうかを評価します。次の断片的
なポリシールールの例では、ファイルサイズに従ってファイルが再配置されます。fsppadm
enforce コマンドが発行される時にファイルがどの場所に存在しているかは関係ありませ
ん。

173

174

第 10 章 DST（Dynamic Storage Tiering）
ファイル配置ポリシーのルール

<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">
<MAX Flags="lt">10</MAX>
</SIZE>
</WHEN>
</RELOCATE>
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">
<MIN Flags="gteq">10</MIN>
<MAX Flags="lt">100</MAX>
</SIZE>
</WHEN>
</RELOCATE>
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier3</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">
<MIN Flags="gteq">100</MIN>
</SIZE>
</WHEN>
</RELOCATE>

このルールでは、10 MB 未満のファイルは tier1 ボリュームに再配置され、10 MB 以上
100 MB 以下のファイルは tier2 ボリューム、100 MB より大きなファイルは tier3 ボ
リュームに再配置されます。VxFS は、fsppadm enforce コマンド発行時に、DESTINATION
配置クラスのボリュームにまだ存在していないすべての対象ファイルを再配置します。
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DELETE 文
ファイル配置ポリシールールの DELETE 文は RELOCATE 文と形式および機能において非
常に似ています。DELETE 文には <TO> 節がないだけです。ファイル配置ポリシーに基
づく削除は、再配置先を固定した再配置と同じようなものだと考えられます。
メモ: DELETE 文は注意して使ってください。
次の XML の抜粋は、一般的な DELETE 文の形式を示します。
<DELETE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>...placement_class_name...</CLASS>
</SOURCE>
<SOURCE>
...additional placement class specifications...
</SOURCE>
</FROM>
<WHEN>...relocation conditions...</WHEN>
</DELETE>
DELETE 文には次の節が含まれます。
<FROM>

削除元の配置クラスのリストを含めるオプションの節です。この配置クラスの
ボリュームの中の指定されたファイルが <WHEN> 節の条件を満たせば削除
されます。<FROM> 節に記述された配置クラスの順番に優先度はありませ
ん。ルールが適用されたファイルが、指定したいずれかの配置クラスのボ
リュームにある場合、そのファイルは削除されます。DELETE 文に <FROM>
節がない場合、VxFS は、ファイルがどのファイルシステムのボリュームに存
在しているかに関係なく、対象ファイルを削除します。

<WHEN>

ルールが適用されたファイルの削除条件を指定するオプションの節です。
DELETE 文の <WHEN> 節の形式は、RELOCATE 文の <WHEN> 節の形式
と同じです。DELETE 文に <WHEN> 節がない場合、ルールの SELECT 文
で指定されたファイルと、<FROM> 節（記述されている場合）で指定された
ファイルは無条件に削除されます。

DELETE 文の例
次は DELETE 文の使用例です。
<DELETE>
<FROM>
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<SOURCE>
<CLASS>tier3</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
</DELETE>
<DELETE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier2</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">120</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</DELETE>

最初の DELETE 文では、fsppadm enforce コマンド実行時に、tier3 ボリュームに存在
し、ルールの SELECT 文で指定されたファイルは無条件で削除されます。DELETE 文に
<WHEN> 節がない場合は、指定されたファイルは無条件に削除されることを示します。
2 番目の DELETE 文では、fsppadm enforce コマンド実行時に、tier2 ボリュームに存
在し、ルールが適用されたファイルで過去 120 日間アクセスのなかったものが削除され
ます。

I/O 頻度とアクセス頻度の計算
VxFS DST（Dynamic Storage Tiering）の重要なアプリケーションには、非アクティブファ
イルの安価なストレージへの自動再配置があります。ファイルシステムのスキャンでは、
<ACCAGE> 要素に指定された期間にアクセスのなかったファイルが、下位階層のストレー
ジに再配置されるようにスケジュールされます。ただし、最後のアクセスからの時間だけで
は、負荷ベースの再配置基準としては不十分です。
その理由は次のとおりです。
■

アクセス期間はバイナリ測定値です。ファイルの最後のアクセスからの時間は、ファイ
ルのメタデータの POSIX atime から fsppadm enforce コマンドの発行時間を引い
て求められます。ファイルが fsppadm enforce コマンド発行の前の日にオープンさ
れた場合、そのファイルの最後のアクセスからの時間は、たとえその前の 1 ヶ月間ア
クティブにならなくても、1 日です。ポリシールールの目的が、非アクティブなファイル
を下位階層のボリュームに再配置することであれば、<ACCAGE> 値に定義された期間
に偶然にアクセスされたファイルには不適切な処理を行ってしまいます。
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■

アクセス期間は重要なアクティビティの続行を示すインジケータとしては不適切です。
非アクティブなファイルを下位階層ボリュームに再配置するための基準として、最後
のアクセスからの時間である ACCAGE を使うと、実行する必要がある再配置をスケジュー
ルできない場合があります。ただし、少なくともこの方法を使うと再配置アクティビティ
が必要よりも少なくなります。以前にアクティブにならなかったファイルをアクティビティ
が再開したことで再配置するような基準に、ACCAGE を使うのはさらに不適切です。こ
の方法は正当な理由のない再配置アクティビティをスケジュールするようなものだか
らです。ポリシールールの目的が、最近 I/O 負荷のあったファイルを、パフォーマン
スが速く、耐障害性の優れていると思われるストレージに再配置することであれば、
ACCAGE はフィルタとしては粗すぎます。たとえば、ルールに、過去 3 日間にアクセス
された tier2 ボリュームのファイルを tier1 ボリュームに再配置するように指定され
ている場合、1 人のユーザーに参照されたファイルと実際にアプリケーションで何度
も使われたファイルは区別されません。

DST は、このような不足を克服するため I/O 頻度とアクセス頻度の概念を実装します。
ファイルの I/O 頻度は、指定期間中のファイルへの（またはファイルからの）転送バイト数
をファイルサイズで割った値です。たとえば、fsppadm enforce 操作時に、1 MB のスト
レージを占有するファイルがあり、そのデータに対して過去 3 日間に 15 回完全な読み
取りまたは書き込みが行われた場合、VxFS はそのファイルの 3 日間の平均 I/O 頻度を
5 と計算します（15 MB I/O ÷ 1 MB ファイルサイズ ÷ 3 日）。
同様に、ファイルの平均アクセス頻度とは、指定した期間数 x 24 時間におけるファイル
に対する読み取りまたは書き込みの要求数を、指定した期間数で割った値です。I/O 頻
度とは異なり、アクセス頻度はファイルサイズに関係しません。2 日間で 20 回の I/O 要
求があった大容量ファイルと 2 日間で 20 回のアクセスがあった小容量ファイルの平均ア
クセス頻度は同じです。
ファイルシステムのアクティブな配置ポリシーに <IOTEMP> または <ACCESSTEMP> 節が記
述されている場合、VxFS はポリシーの実施を開始し、ファイルシステムの FCL ファイル
の情報を使って、ファイルシステムの全ファイルに対する平均 I/O 負荷を計算します。計
算の対象期間は、ポリシーに指定した最長の <PERIOD> です。これよりも短い期間の指
定は無視されます。VxFS はこれらの計算結果を使って、I/O 頻度ベースの再配置また
は削除の対象ファイルを決定します。
p.114 の 「FCL のファイルについて」 を参照してください。
メモ: FCL がオフになっている場合は、I/O 頻度ベースの再配置は不正確になります。
FCL がオフになっている場合は、fsppadm enforce コマンドを呼び出す時に、警告が
表示されます。
FCL（File Change Log）は、名前が意味するとおり、VxFS ファイルシステム内でのファイ
ルに対する変更情報を記録します。作成、削除、拡張を記録する他に、FCL はファイル
別に I/O 負荷（読み取りと書き込みのバイト数）の累積量を定期的に取得します。ファイ
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ルの I/O 負荷は、ファイルが開かれるまたは閉じられるたびに FCL に記録されます。さら
に、定期的な間隔で長い期間開かれたままになっているファイルの情報が取得されます。
ファイルシステムのアクティブなファイル配置ポリシーに <IOTEMP> 節がある場合、fsppadm
enforce コマンドの実行で、FCL のスキャンが開始され、ポリシーで指定された所定の期
間の I/O 負荷情報が抽出されます。所定の期間とは、fsppadm enforce コマンドの発
行時間と、その時間からアクティブなポリシーの <PERIOD> 要素に指定された最長の間
隔値を引いた時間との間です。
最長間隔の期間に I/O 負荷のあったファイルに対し、VxFS は読み取り処理、書き込み
処理、合計データ転送（両方の合計）処理の量を概算で求めます。これは、ファイルに保
持された最も新しい FCL レコードの I/O レベルから、最も古いものを引いた値です。次
に、各ファイルの I/O 負荷を Tscan 時のファイルサイズで割って、各ファイルの I/O 頻度
を計算します。ファイルサイズで割ることは、大容量ファイルの再配置は小容量ファイル
の再配置よりも多くの I/O リソースを消費することを勘案しています。このアルゴリズムを
使う場合、大容量ファイルが所定の I/O 頻度に達するにはより多くのアクティビティが必
要となるため、再配置のリソースコストが正当化されます。
この計算結果はいくつかの方法による概算ですが、容易に計算できます。またさらに重
要なことは、最近の I/O 負荷の偏たりのない相対的な算出値であるということで、これを
基に適切な再配置を決定できます。
ファイルの再配置と削除は、読み取り、書き込み、合計 I/O 負荷のいずれかを基に決定
できます。
次の XML の抜粋は、ポリシールールに IOTEMP を記述して、アクティビティが少ないファ
イルを tier1 から tier2 ボリュームに再配置する例です。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MAX Flags="lt">3</MAX>
<PERIOD Units="days">4</PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>
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この例では、ルールが適用されたファイルで 4 日間の I/O 頻度が 3 未満のものは tier1
から tier2 ボリュームに再配置されます。Type="nrbytes" XML 属性を指定すると、合
計データ転送処理（読み取りと書き込みの合計バイト数）が計算に使われます。たとえば、
fsppadm enforce スキャン直前の 4 日間に、150 MB 未満のデータ転送を行った 50
MB のファイルは再配置対象となります。VxFS は、所定の期間にアクティビティのなかっ
たファイルは I/O 頻度がゼロであるとみなします。VxFS は、ファイルシステムのディレクト
リツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルの順番で再配置を行います。
I/O 頻度またはアクセス頻度を使うと、POSIX atime または mtime などのアクティビティ
のバイナリ指標を使うよりも、所定の期間に偶然にアクセスされただけのファイルを再配置
しない機会を少なくすることができます。ファイルへの（またはファイルからの）転送バイト
数が少量しかない大容量ファイルの I/O 頻度は低い値です。したがってこのようなファイ
ルは、直近にアクティビティがあったとしても、tier2 ボリュームへの再配置対象となりま
す。
ただし、ファイル再配置基準としての I/O 頻度またはアクセス頻度が高い値になれば、上
方再配置の対象となります。つまり、以前にアクティブになっていないか低頻度のために
ストレージ階層の下位に再配置されていたファイルは、そのファイルに対する I/O 負荷レ
ベルの上昇が検出されると、ストレージ階層の上位に再配置されます。
次の XML の抜粋は、アクティビティレベルが上昇したファイルを tier2 から tier1 ボ
リュームに再配置する例です。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier2</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MAX Flags="gt">5</MAX>
<PERIOD Units="days">2</PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>
<RELOCATE> 文には、tier2 ボリュームのファイルで、2 日間の読み取りバイト数を使っ

て計算された I/O 頻度が 5 より大きなものは、tier1 ボリュームに再配置されるように指
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定されています。所定の期間におけるこのファイルへの書き込みバイト数は、この計算で
は使われません。
アクティビティのバイナリ指標ではなく I/O 頻度をファイル再配置基準として使うことで、
管理者は細かいレベルで自動ファイル再配置を制御でき、これを使ってポリシーをアプリ
ケーションの必要条件に合わせることができます。たとえば、上方再配置文の <PERIOD>
要素に大きな値を指定すれば、ファイルに対する持続的な I/O 負荷がない限り、ファイ
ルが再配置されることはありません。代わりに、高い頻度と短い期間を指定すれば、短期
間に I/O 負荷の集中したファイルが再配置されるようになります。
I/O 頻度とアクセス頻度は、i ノードでインデックス付けされた一時テーブル作成のために
sqlite3 データベースを活用します。この一時テーブルを使って、I/O 頻度とアクセス頻
度を基にしたファイルのフィルタ処理を行います。一時テーブルは、マウントポイントの
lost+found ディレクトリにあるデータベースファイル .__fsppadm_fcliotemp.db に格
納されています。

ファイル配置ポリシールール文の複数基準
場合によって、ファイル配置ポリシールール文に、操作に影響を与える複数の節が含ま
れていることがあります。一般的に、ルール文に任意の種類の複数の節がある場合、そ
の文を有効にするには、すべての節を満たす必要があります。複数の節は、次の 4 つの
ケースで使われます。

SELECT 文の節での複数ファイル選択基準
1 つの SELECT 文内のすべての選択基準節が同じ種類であれば、1 つの選択リストとし
て扱われます。特定の種類の基準を 1 つ満たすだけで、ファイルは指定されます。
次の例では、ファイルが db/datafiles、db/indexes、db/logs ディレクトリ（すべてファ
イルシステムのマウントポイントへの相対パス）のいずれかにあれば選択されます。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/datafiles</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/indexes</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/logs</DIRECTORY>
</SELECT>

種類の異なる選択基準節の取り扱いは、この例とは正反対です。SELECT 文に複数種類
のファイル選択基準がある場合、ルールの動作文を適用するには、ファイルは各種類の
基準を 1 つずつ満たす必要があります。
次の例では、ファイルが動作対象として指定されるには、ファイルが db/datafiles、
db/indexes、db/logs のいずれかにあり、さらに所有者が DBA_Manager、MFG_DBA、
HR_DBA のいずれかである必要があります。
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<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/datafiles</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/indexes</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/logs</DIRECTORY>
<USER>DBA_Manager</USER>
<USER>MFG_DBA</USER>
<USER>HR_DBA</USER>
</SELECT>

ルールに複数の SELECT 文がある場合、ファイルはその中の 1 つを満たすだけで動作
対象として選択されます。このプロパティを使ってファイル選択の代替条件を指定できま
す。
次の例では、ファイルが db/datafiles、db/indexes、db/logs のいずれかにあるか、
または所有者が DBA_Manager、MFG_DBA、HR_DBA のいずれかであれば、そのファイル
は動作対象として指定されます。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/datafiles</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/indexes</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/logs</DIRECTORY>
</SELECT>
<SELECT>
<USER>DBA_Manager</USER>
<USER>MFG_DBA</USER>
<USER>HR_DBA</USER>
</SELECT>

CREATE 文の <ON> 節と RELOCATE 文の <TO> 節での複数配置クラス
CREATE 文の <ON> 節も RELOCATE 文の <TO> 節も、複数の <DESTINATION> XML 要素

を使って優先度順に配置クラスリストを指定することができます。VxFS は、ファイルの作
成用または再配置用のいずれかのリストで、1 番目に記述された配置クラスのボリューム
を可能であれば使います。1 番目に記述されたクラスのボリュームに十分な空き領域がな
いか、またはファイルシステムのボリュームセットにその配置クラスのボリュームがない場
合、VxFS は 2 番目に記述されたクラスのボリュームを可能であれば使います。2 番目に
記述されたクラスに使用可能なボリュームがない場合、3 番目に記述されたボリュームを
可能であれば使います。以降同様にしてボリュームを決めます。
次は、CREATE 文の <ON> 節に 3 つの配置クラスを指定した例です。
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
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</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier3</CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>

この例では、VxFS は、ルールの SELECT 文で指定され新しく作成されたファイル用とし
て、tier1 ボリュームに領域を割り当てます（領域が利用可能な場合）。tier1 ボリューム
に十分な空き領域がない場合、VxFS は tier2 ボリュームへの領域の割り当てを試みま
す。tier2 ボリュームに十分な空き領域がない場合、VxFS は tier3 ボリュームに割り当
てを試みます。指定した 3 つのボリュームに領域を十分に割り当てられるボリュームがな
い場合、ファイルシステムのボリュームセットの他の配置クラスに十分な領域のあるボリュー
ムがあっても、割り当ては失敗し、ENOSPC エラーとなります。
RELOCATE 文の <TO> 節も同様に動作します。VxFS は、対象のファイルを 1 番目に指定

された配置クラスのボリュームに可能であれば再配置します。不可能であれば 2 番目の
ボリューム。以降同様にしてボリュームを決めます。指定したすべてのクラスが満杯になっ
ている場合などで再配置先の基準を満たすことができない場合、対象のファイルは再配
置されません。ただしこの場合にエラーは出力されません。

RELOCATE と DELETE 文の <FROM> 節での複数配置クラス
RELOCATE 文と DELETE 文の <FROM> 節には、再配置元または削除元の配置クラスを複

数含めることができます。ただし、<ON> や <TO> 節とは異なり、<FROM> 節に順序や優先
度の意味は含まれません。<FROM> 節に指定したいずれかの配置クラスのボリュームに対
象ファイルが存在する場合、そのファイルは再配置または削除されます。<FROM> 節のク
ラスリスト上の配置クラスの位置は関係ありません。

RELOCATE と DELETE 文の <WHEN> 節での複数条件
RELOCATE 文と DELETE 文の <WHEN> 節には、再配置基準を複数含めることができます。
<ACCAGE>、<MODAGE>、<SIZE>、<IOTEMP> のいずれかまたはすべてを指定できます。

複数の条件を指定する場合、再配置や削除の対象として選択されるファイルは、すべて
の条件を満たす必要があります。
次の例では、再配置または削除の対象として選択されるファイルは、アクティビティ（つま
りアクセス）が 31 日以上なく、さらに 100 MB よりも大きい必要があります。
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
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<MIN Flags="gt">30</MIN>
</ACCAGE>
<SIZE Units="MB">
<MIN Flags="gt">100</MIN>
</SIZE>
</WHEN>

ファイルが、複数の再配置または削除基準のうちの 1 つを満たす場合、指定した 1 つの
ファイルセットに対して再配置または削除するようなルールは記述できません。

ファイル配置ポリシールールと文の順序
4 種類のファイル配置ポリシー文書のいずれかを作成するには、DST（Dynamic Storage
Tiering）の GUI が使えます。代わりに、テキストエディタまたは XML エディタを使って、
XML ポリシー文書を直接作成することもできます。GUI を使うとポリシールール文は目的
の操作が実行されるように正しい順序に配置されます。テキストエディタを使う場合、ユー
ザーは、ポリシールールとその中のポリシー文を目的の結果が得られるように順序付ける
必要があります。
配置ポリシーを構成するルールは任意の順序で指定できますが、ファイルの割り当てと
fsppadm enforce 再配置スキャンのときにファイルを評価するルールは、最初にファイ
ルが指定された SELECT 文のあるルールのみです。したがって、特別クラスのファイル用
のルールを一般的に適用する操作より優先させたい場合は、そのルールをファイル配置
ポリシー文書の中で一般ルールの前に指定する必要があります。
次の XML の抜粋は、意図した結果が得られない可能性のある誤ったルール配置の例
を示します。
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE FILE_PLACEMENT_POLICY SYSTEM "placement.dtd">
<FILE_PLACEMENT_POLICY Version="5.0">
<RULE Name="GeneralRule">
<SELECT>
<PATTERN>*</PATTERN>
</SELECT>
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
...other statements...
</RULE>
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<RULE Name="DatabaseRule">
<SELECT>
<PATTERN>*.db</PATTERN>
</SELECT>
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
...other statements...
</RULE>
</FILE_PLACEMENT_POLICY>

GeneralRule は、ファイルシステムに作成するすべてのファイル（<PATTERN>*</PATTERN>
による指定）を tier2 ボリュームに作成するように指定されています。DatabaseRule は、
名前に .db 拡張子が含まれるファイルは、tier1 ボリュームに作成するように指定されて
います。このファイルシステムに作成するすべてのファイルは、名前パターンが *.db の
ファイルも含め、GeneralRule が適用されます。したがって、DatabaseRule ルールは
いかなるファイルにも適用されません。この誤りは、2 つのルールの順序を入れ替えるこ
とで矯正できます。DatabaseRule ルールがポリシー文書の最初に指定されていれば、
VxFS は最初にそのルールを見つけ、名前パターンが *.db ファイルの新しい配置先を決
定するので、*.db ファイルの領域は tier1 ボリュームに正しく割り当てられます。
DatabaseRule ルールが適用されないファイルに関しては、VxFS はポリシーのスキャン
を続け、GeneralRule ルールの CREATE 文に指定された仕様に従って領域を割り当て
ます。
配置ポリシールールの文にも同じ考え方が適用されます。VxFS は、この文を順番に処
理し、ファイルに関連する文を見つると、そのファイルのための処理を終了します。これに
より、意図しない操作が実行される可能性もあります。
次の XML の抜粋は、過去 30 日以内にアクセスのなかったファイルを再配置し、過去
90 日以内にアクセスのなかったファイルを削除しようとするルールの RELOCATE 文と
DELETE 文です。
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
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<MIN Flags="gt">30</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</RELOCATE>
<DELETE>
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">90</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</DELETE>
RELOCATE 文を DELETE 文よりも前に記述すると、どのファイルも削除されません。理由

は、少なくとも 30 日間アクセスがないために選択されたすべてのファイルに、RELOCATE
文の <WHEN> 節が適用されるからです。これには、90 日間アクセスのないファイルも含ま
れます。VxFS は、ファイルに適用する文を特定した時点で、配置ポリシーに対するその
ファイルの処理を終了するので、DELETE 文が処理されることはありません。この例は、
RELOCATE 文と DELETE 文の一般的なポイントを示しています。それは、ファイル配置ポリ
シー文書の中で、小さな包括基準を指定した RELOCATE 文と DELETE 文は、大きな包
括基準を指定した文よりも前に記述するということです。GUI を使うと、文が正しい順序で
自動的に並べられ、ポリシーが作成されます。

ファイル配置ポリシーとファイルの拡張
ファイル配置ポリシーがアクティブな VxFS ファイルシステムでは、ファイルが存在するボ
リュームの配置クラスは、ファイルのメタデータの中にあり、ファイルが作成される時と再配
置でファイルが更新される時に設定されます。アプリケーションがファイルを拡張する時
に、VxFS はファイルが占有しているボリュームに増分領域を割り当てます（可能な場合）。
不可能な場合、VxFS は同じ配置クラスの別のボリュームに領域を割り当てます。たとえ
ば、ファイルが tier1 ボリュームに作成され、後に tier2 ボリュームに再配置された場
合、再配置前のファイルの拡張では tier1 ボリュームに領域が割り当てられますが、再
配置後の拡張では tier2 ボリュームに領域が割り当てられます。この例では、ファイルが
再配置されるときに、ファイルに割り当てられたすべての領域（拡張により取得された領
域を含む）は tier2 ボリュームに再配置されます。
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11
Quick I/O for Database
この章では以下の項目について説明しています。
■

Quick I/O について

■

Quick I/O の機能とパフォーマンスについて

■

RAW キャラクタデバイスとしての ファイルの使用について

■

qiomkfile を使った Quick I/O ファイルの作成について

■

シンボリックリンクを介した VxFS 標準ファイルへのアクセス

■

Oracle データベースでの Quick I/O の使用

■

Sybase データベースでの Quick I/O の使用

■

Quick I/O の有効化と無効化

■

データベースに有効な Cached Quick I/O について

■

Quick I/O の統計データについて

■

Quick I/O によるデータベースパフォーマンスの向上

Quick I/O について
Quick I/O for Database（Quick I/O）を使うと、アプリケーションは事前に割り当てられた
VxFS ファイルに RAW デバイスとしてアクセスすることができます。また、Quick I/O を使
うと、パフォーマンスを低下させることなく、ファイルシステムで起動中のデータベースの
管理機能を実行できます。この管理機能は、通常ファイルシステム上に作成されたデー
タベースに関連付けられています。
Quick I/O は VRTSvxfs パッケージに同梱されていますが、使用可能なのは他の 製品
に対してのみです。
『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照してください。
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Quick I/O の機能とパフォーマンスについて
データベース管理者（DBA）の多くは、ファイルシステムにデータベースを作成します。こ
れは、データベースの管理作業（移動、コピー、バックアップなど）が簡略化されるためで
す。ただし、データベースをファイルシステムに配置すると、データベースのパフォーマン
スが著しく低下します。Quick I/O を使うと、パフォーマンスを低下させることなく、ファイ
ルシステムに配置したデータベースを有効に利用できます。
Quick I/O では、特殊な命名規則を使うことで、データベースアプリケーションが RAW
デバイスとして標準ファイルにアクセスできるようにします。
Quick I/O は、次の方法でデータベースのパフォーマンスを向上させます。
■

カーネルの非同期 I/O のサポート

■

ダイレクト I/O のサポート

■

カーネルの書き込みロックの回避

■

二重バッファリングの回避

非同期 I/O のカーネルサポートについて
一部のオペレーティングシステムでは、RAW デバイスに対するカーネルの非同期 I/O
がサポートされていますが、標準ファイル I/O に対してはサポートされていません。その
ため、データベースサーバーで非同期 I/O を使える場合でも、ファイルシステムにデー
タベースを構築するときに非同期 I/O 要求を発行できません。非同期 I/O がないと、パ
フォーマンスが著しく低下します。Quick I/O を使うと、OS がファイルを RAW デバイスと
して処理するためのキャラクタデバイスノードが提供されます。これにより、Quick I/O イン
ターフェースを通してアクセスできるファイルシステム上に配置したファイルに対して、カー
ネルでサポートされる非同期 I/O をデータベースサーバーが有効に活用できるようにな
ります。

ダイレクト I/O サポートについて
read() と write() のシステムコールを使うファイルに対する I/O は、通常、データを 2 回

コピーします。1 回目はユーザーとカーネル領域の間で、2 回目はカーネル領域とディス
クの間で実行されます。これとは異なり、RAW デバイス上の I/O は直接処理されます。
すなわち、データをユーザー領域とディスクの間で直接コピーして、コピーの手順を 1 つ
省略します。RAW ディスク上の I/O と同様に、Quick I/O でも余分なコピーは実行しま
せん。

カーネルの書き込みロック回避について
データベース I/O を write（）システムコールを介して処理する場合、各システムコール
は、カーネル内部で書き込みロックを取得し、解放します。このロックにより、同一ファイル
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で同時に書き込み操作が実行されるのを防ぎます。データベースシステムには、通常、
ファイルへの並行アクセスを管理するために独自のロック機能が実装されているため、
カーネル内部の書き込みロックが不必要に I/O 処理をシリアル化してしまいます。Quick
I/O は、このファイルシステムに対する不要なロックを回避し、データベースサーバーが
データアクセスを制御できるようにします。

二重バッファリングの回避について
データベースサーバーの多くは、独自のバッファキャッシュを実装しており、システムの
バッファキャッシュを必要としません。そのため、システムバッファキャッシュで使うメモリが
無駄になり、さらにデータが 2 回キャッシュされることになります。1 回目はデータベース
キャッシュで、2 回目はシステムバッファキャッシュで実行されます。ダイレクト I/O を実行
するため、Quick I/O インターフェース上で二重バッファリングによるメモリの無駄遣いが
なくなります。この機能により解放されたメモリは、データベースサーバーバッファキャッ
シュにより使われるため、パフォーマンスが向上します。

RAW キャラクタデバイスとしてのファイルの使用に
ついて
VxFS を Quick I/O とともにインストールすると、次の方法でファイルにアクセスできます。
■

VxFS インターフェースでは、ファイルを標準 VxFS ファイルとして扱います。

■

Quick I/O インターフェースは、同一のファイルを RAW キャラクタデバイスとして扱
い、RAW デバイスと同様のパフォーマンスを保持します。

すなわち Quick I/O により、バックアップサーバーで VxFS インターフェースを使いなが
ら、データベースサーバーで Quick I/O インターフェースを使うことができます。

Quick I/O の命名規則について
ファイルを RAW デバイスとして扱うには、Quick I/O では標準 VxFS ファイルの別名を
作成するためのファイル名拡張子が必要です。次のサフィックスをファイル名に追加する
と、Quick I/O で別名が認識されます。
::cdev:vxfs:

cdev とは、「キャラクタデバイス（character device）」の頭字語です。アプリケーション
で、::cdev:vxfs という接尾辞のある既存の VxFS ファイルを開くと、Quick I/O は常に
ファイルを RAW デバイスとして扱います。たとえば、xxx ファイルが標準 VxFS ファイル
である場合、アプリケーションは、次のように、その名前を使ってファイルを開き、RAW デ
バイスとして xxx にアクセスします。
xxx::cdev:vxfs:
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メモ: Quick I/O が有効な場合は、ファイル名に ::cdev:vxfs: 拡張子を持つ標準 VxFS
ファイルを作成できません。アプリケーションが xxx::cdev:vxfs: という名前の標準ファ
イルの作成を試行しても、失敗します。Quick I/O を使えない場合は、::cdev:vxfs: 拡
張子を持つ標準ファイルを作成できますが、後で Quick I/O を有効にすると問題が発生
する場合があります。 では、この拡張子の使用を、Quick I/O ファイルに限定することを
お勧めします。

制限事項について
標準 VxFS ファイルを Quick I/O ファイルとして使う場合、いくつかの制限事項がありま
す。
■ xxx::cdev:vxfs:

というファイル名は、次の場合に限り、VxFS により特殊な名前と

して認識されます。
■

qio カーネルモジュールがロードされている場合。

■

Quick I/O が有効なライセンスを保持している場合。
という名前の通常のファイルが物理的に VxFS ファイルシステムに存在する
場合。

■ xxx

■ xxx::cdev:vxfs:

という名前の通常のファイルがシステムに存在しない場合。

ファイルがメモリマップ I/O を用いて使われている場合は、Quick I/O ファイルと
してアクセスできません。

■ xxx

■ xxx ファイルに論理的に使用不可能な領域があり、xxx::cdev:vxfs: ファイル上の

使用不可能な領域に I/O 操作が実行された場合、I/O 操作は失敗します。
■

Quick I/O インターフェースを使った書き込みでは、ファイルサイズは拡張できませ
ん。

qiomkfile を使った Quick I/O ファイルの作成について
Quick I/O インターフェースによる通常のファイルへのアクセスを可能にし、ファイル領域
を事前に割り当てるには、qiomkfile コマンドを使うことをお勧めします。qiomkfile コ
マンドは、スーパーユーザー権限を必要とする VxFS の setext コマンドとは異なり、読
み書き権限がある任意のユーザーが実行してファイルを作成することができます。
qiomkfile コマンドには、次の 5 つのオプションがあります。
-a

指定されたファイルの絶対パス名を使ってシンボリックリンクを作成します。デフォル
トでは、相対パス名を使ってシンボリックリンクを作成します。

-e

表領域のサイズ変更が可能な Oracle データベースファイルに対応するための指定
です。指定されたサイズだけファイルサイズを拡張します。
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-h

Oracle データベースファイルに対応するための指定です。Oracle ヘッダー用の領
域を追加したファイルを作成します。

-r

表領域のサイズ変更が可能な Oracle データベースファイルに対応するための指定
です。指定されたサイズにファイルを拡張します。

-s

ファイルの領域を事前に割り当てます。
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k、K、m、M、g、G、s、S のいずれかの接尾辞を付けて、バイト（デフォルト）、KB、MB、
GB、セクタ（512 バイト）のいずれかの単位でファイルサイズを指定できます。ヘッダーを
含むファイルサイズがファイルシステムのブロックサイズの倍数にならない場合は、デー
タブロックの事前割り当ての前に、サイズはファイルシステムのブロックサイズの倍数値に
丸められます。
qiomkfile コマンドにより、事前に割り当てられた連続領域を含む標準ファイルと、Quick

I/O の名前拡張子を示すシンボリックリンクの 2 つのファイルが作成されます。

qiomkfile を使った Quick I/O ファイルの作成
次は、qiomkfile コマンドを使って Quick I/O ファイルを作成する例です。
qiomkfile（1）のマニュアルページを参照してください。

qiomkfile を使った Quick I/O ファイルを作成する方法

1

/database に dbfile という名前で 100 MB のファイルを作成します。
$ qiomkfile -s 100m /database/dbfile

この例では、まず /database/.dbfile という名前の通常のファイルが作成されま
す。このファイルは割り当てられた実際の領域を保持します。次に作成されるファイ
ルは、/database/dbfile という名前のシンボリックリンクです。これは、Quick I/O
インターフェース、すなわち、.dbfile::cdev:vxfs: を介する /database/.dbfile
への相対パスで指定されたリンクです。これにより、.dbfile にデータベースまたは
アプリケーションから RAW デバイスとしてアクセスできます。
■ -a オプションを qiomkfile に指定した場合は、次のように絶対パス名が使われ

ます。
/database/dbfile points to /database/.dbfile::cdev:vxfs:

p.193 の 「絶対パス名や相対パス名の使用について」 を参照してください。

2

結果をチェックします。
$ ls -al
-rw-r--r-lrwxrwxrwx

1 oracle
1 oracle

dba 104857600 Oct 22 15:03 .dbfile
dba 19 Oct 22 15:03 dbfile -> .dbfile::cdev:v
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または
$ ls -lL
crw-r-----rw-r--r-■ -a

1
1

oracle
oracle

dba
dba

43,0
Oct 22 15:04
10485760
Oct 22 15:04

dbfile
.dbfile

オプションを qiomkfile に指定した場合、結果は次のようになります。

$ ls -al
-rw-r--r-lrwxrwxrwx

1 oracle
1 oracle

dba
dba

104857600 Oct 22 15:05 .dbfile
31 Oct 22 15:05 dbfile ->
/database/.dbfile::cdev:vxfs:

シンボリックリンクを介した VxFS 標準ファイルへのアク
セス
Quick I/O を使う 1 つの方法は、データベースのファイルごとにシンボリックリンクを作成
し、作成したシンボリックリンクを使って通常のファイルに Quick I/O ファイルとしてアクセ
スする方法です。任意のデータベースまたはアプリケーションからこのファイルに RAW
キャラクタデバイスとしてアクセスできます。
Veritas Edition 製品のマニュアルを参照してください。
次の例は、シンボリックリンクを介してアクセスできる /database の VxFS ファイルシステ
ム上に dbfile という名前の 100 MB の Quick I/O ファイルを作成します。
シンボリックリンクを介してファイルにアクセスする方法

1

/database ファイルシステムに移動します。
$ cd /database

2

dbfile という名前の 100 MB の Quick I/O ファイルを作成します。
$ dd if=/dev/zero of=/database/.dbfile bs=128k count=800

ファイル領域は事前に dd コマンドで割り当てられています。

3

dbfile に対してシンボリックリンクを作成します。
$ ln -s .dbfile::cdev:vxfs: /database/dbfile
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絶対パス名や相対パス名の使用について
通常、シンボリックリンクを作成して標準ファイルに Quick I/O ファイルとしてアクセスする
場合は、絶対パス名ではなく相対パス名を使うことをお勧めします。相対パス名を使うと、
シンボリックリンクのコピーでもとのファイルが参照されることはありません。これは、シンボ
リックリンクを保存するコマンドでバックアップやデータベースファイルの移動を実行する
場合に重要です。ただし、SAP などのアプリケーションによっては、絶対パス名を必要と
するものもあります。
相対パス名を使ってシンボリックリンクを作成すると、シンボリックリンクとファイルの両方が
同一ディレクトリに置かれます。ファイルを再配置する場合は、ファイルとシンボリックリン
クの両方を移動する必要があります。
シンボリックリンクを作成するときに、絶対パス名を使うこともできます。データベースファ
イルを他のディレクトリに再配置する場合は、シンボリックリンクを変更して新しい絶対パ
スを使う必要があります。また、絶対パスを使った場合は、データ用のディレクトリとは異な
るディレクトリにすべてのシンボリックリンクを配置できます。たとえば、/database という
名前のディレクトリを作成し、そのディレクトリにすべてのシンボリックリンクを配置して、シ
ンボリックリンクが絶対パス名を指すように指定できます。

setext コマンドを使ったファイルの事前割り当て
VxFS の setext コマンドを使うと、ファイル領域を事前に割り当てることができます。ただ
し、setext コマンドを使うにはスーパーユーザー権限が必要です。ファイルの作成後に、
chown および chgrp コマンドを使ってファイル上の所有者やグループの権限の変更が
必要となる場合があります。
setext（1）のマニュアルページを参照してください。

次に、setext を使って、Oracle データベースに対応する 100 MB のデータベースファ
イルを作成する方法の例を示します。
setext を使ってファイルを事前に割り当てる方法

1

/database ファイルシステムに移動します。
# cd /database

2

.dbfile ファイルを作成します。
# touch .dbfile

3

setext を使って .dbfile ファイルのために 100 MB を予約します。
# setext -r 102400 -f noreserve -f chgsize .dbfile
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4

.dbfile に対してシンボリックリンクを作成します。
# ln -s .dbfile::cdev:vxfs: dbfile

5

dbfile の所有者を oracle に変更します。
# chown oracle dbfile

6

dbfile のグループを dba に変更します。
# chgrp dba dbfile

Oracle データベースでの Quick I/O の使用
最初に、Oracle データベースで任意のファイルを使って、表領域を作成する方法の例を
示します。このコマンドは、Oracle DBA（通常、ユーザー ID は oracle）によって実行され
ます。Oracle では、Oracle ヘッダーごとに追加領域が必要です。次の例では、100 MB
の領域が /database/dbfile に事前に割り当てられていますが、Oracle データベース
で使える領域は、100 MB から db_block_size の Oracle パラメータ分を引いた容量ま
でとなります。
Oracle データベースで表領域を作成する方法

1

dbfile ファイルを作成し、そのファイルに 100 MB を事前に割り当てます。
$ qiomkfile -h headersize -s 100m /database/dbfile

2

Oracle データベースを開始します。
$ sqlplus /nolog

3

表領域を作成します。
SQL> connect / as sysdba
SQL> create tablespace ts1 datafile '/database/dbfile' size 99M;
SQL> exit;

Sybase データベースでの Quick I/O の使用
新しいデータベースデバイスを作成するには、qiomkfile コマンドを使って、ファイルシ
ステム上に事前に領域を割り当てた後、Sybase の buildmaster コマンドを使ってマス
ターデバイスを作成するか、または Transact SQL の disk init コマンドを使ってデー
タベースデバイスを作成します。qiomkfile により、事前に割り当てられた連続領域を使
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う標準ファイルと、::cdev:vxfs: 名前拡張子を示すシンボリックリンクの 2 つのファイル
が作成されます。
次は、/sybmaster ファイルシステム上に 100 MB のマスターデバイス masterdev を作
成する例です。
Sybase の新しいデータベースデバイスを作成する方法

1

/sybmaster ファイルシステムに移動します。
$ cd /sybmaster

2

masterdev ファイルを作成し、そのファイルに 100 MB を事前に割り当てます。
$ qiomkfile -s 100m masterdev
sybsetup プログラムまたは sybinit スクリプトのいずれかを実行することにより、こ

のマスターデバイスを使うことができます。

3

マスターデバイスを直接作成するには、次のように入力します。
$ buildmaster -d masterdev -s 51200

4

データサーバーの /sybdata ファイルシステム上に新しい 500 MB のデータベース
デバイス datadev を追加します。
$ cd /sybdata
$ qiomkfile -s 500m datadev
...

5

Sybase データベースを開始します。
$ isql -U sa -P sa_password -S dataserver_name

6

datadev データベースデバイスを設定します。
1> disk init
2> name = "logical_name",
3> physname = "/sybdata/datadev",
4> vdevno = "device_number",
5> size = 256000
6> go
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Quick I/O の有効化と無効化
Quick I/O のライセンスを取得済みで、インストールが完了している場合は、ファイルシス
テムのマウント時にデフォルトで Quick I/O が有効になります。ファイルシステムがマウン
トされているときは、-o qio と -o noqio の各マウントオプションを使って Quick I/O を
有効または無効にします。
Quick I/O がインストールされていない場合またはライセンスを取得していない場合は、
デフォルトでは Quick I/O なしでファイルシステムがマウントされます。エラーメッセージ
は表示されません。ただし、-o qio オプションを指定すると、mount コマンドが次のエ
ラーメッセージを出力し、ファイルシステムをマウントせずに終了します。
VxFDD: You don't have a license to run this program
vxfs mount: Quick I/O not available

Quick I/O を有効または無効にする方法

1

Quick I/O を有効にするには、-o qio マウントオプションを指定します。
# mount -F vxfs -o qio MyFS
# mount -F vxfs -o qio MyFS

2

Quick I/O を無効にするには、-o noqio マウントオプションを指定します。
# mount -F vxfs -o noqio MyFS

データベースに有効な Cached Quick I/O について
32 ビットのアプリケーション（32 ビットデータベースなど）は、32 ビットアドレスの制限によ
り、最大 4 GB のメモリしか使えません。Cached Quick I/O はファイルシステムキャッシュ
として使用可能な十分な空きメモリを確保したうえで使うと、データベースパフォーマンス
を向上させることができます。
Cached Quick I/O インターフェースを介した読み取り操作では、データを先読みし、シ
ステムページキャッシュにキャッシュします。後続の同一データに対する読み取り操作は、
このキャッシュされたデータコピーにアクセスするため、ディスク I/O の実行を回避できま
す。一方、Cached Quick I/O インターフェースを介した書き込み操作では、正しいデー
タをバッファに保持するために、ページキャッシュとディスクに書き込まれたデータの間で
同期を取ります。
メモリの制約が重大問題とはならない 64 ビットのアプリケーションでは、ファイルシステム
キャッシュを使うと、先読み機能の活用により、パフォーマンスがさらに向上します。順次
テーブルスキャンで Cached Quick I/O を使うと、先読み機能によりクエリーの遅延が大
幅に短縮され、最適なパフォーマンスを実現できます。
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Cached Quick I/O の有効化
vxtunefs ユーティリティと qioadmin コマンドを使うと、データベースの実行中に、Quick

I/O ファイルのキャッシュをオンラインで有効にできます。
vxtunefs（1M）および qioadmin（1）の各マニュアルページを参照してください。

メモ: Cached Quick I/O を操作するには、ファイルシステムに対する Quick I/O を有効
にする必要があります。
キャッシュを有効にする方法

1

ファイルシステム上のすべてのファイルに対するキャッシュを有効にするには、
vxtunefs の qio_cache_enable パラメータを設定します。

2

qioadmin コマンドを使って特定のファイルに対して Cached Quick I/O 機能を有効

にします。

ファイルシステムの Cached Quick I/O の有効化
ファイルシステムに対するキャッシュは最初は無効になっています。ファイルシステムのマ
ウント後に、vxtunefs コマンドの qio_cache_enable オプションを設定して、ファイルシ
ステムに対する Cached Quick I/O を有効にします。
メモ: この vxtunefs コマンドを使うと、このファイルシステム上のすべての Quick I/O ファ
イルのキャッシュが有効になります。
次の例では、/database01 ファイルシステムに対する Cached Quick I/O を有効にしま
す。
ファイルシステム上で Cached Quick I/O を有効にする方法

1

Cached Quick I/O を有効にします。
# vxtunefs -s -o qio_cache_enable=1 /database01
/database01 は、Quick I/O ファイルを含む VxFS ファイルシステムです。

2

/etc/vx/tunefstab ファイルにファイルシステムエントリを追加すると、以後のマウ

ントでもこの設定が有効になります。
/dev/vx/dsk/datadg/database01 qio_cache_enable=1
/dev/vx/dsk/datadg/database02 qio_cache_enable=1
tunefstab（4）のマニュアルページを参照してください。
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ファイル単位での Cached Quick I/O 設定の操作
Quick I/O ファイルの Cached Quick I/O は、vxtunefs ユーティリティと qioadmin コマ
ンドを使ってその設定を操作します。
vxtunefs（1M）および qioadmin（1）の各マニュアルページを参照してください。

メモ: ファイルシステムに対する Cached Quick I/O を有効にしている場合に限り、キャッ
シュアドバイザリが機能します。qio_cache_enable フラグが 0 に設定されている場合
は、特定のファイルのキャッシュアドバイザリを有効（ON）に設定しても、そのファイルシス
テムのすべてのファイルに対する Cached Quick I/O が無効（OFF）になります。
特定のファイルでキャッシュを有効にする方法
◆

特定のファイルにおいてキャッシュを有効にします。
$ qioadmin -S filename=on mount_point

特定のファイルでキャッシュを無効にする方法
◆

特定のファイルにおいてキャッシュを無効にします。
$ qioadmin -S filename=off mount_point

以降のマウントでキャッシュの設定を有効にする方法
◆

qiotab ファイル /etc/vx/qioadmin を作成して、ファイルとそのキャッシュアドバイ

ザリの一覧を作成します。次の例に示すファイルを作成した場合、/database のファ
イルシステムをマウントするたびに、/database/sell.dbf ファイルでキャッシュが
有効になります。
device=/dev/vx/dsk/datadg/database01
dates.dbf,off
names.dbf,off
sell.dbf,on

ファイルの現在のキャッシュアドバイザリの設定を確認する方法
◆

現在のキャッシュアドバイザリの設定を確認します。
$ qioadmin -P filename mount_point
filename,OFF
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ファイルシステムの qio_cache_enable フラグの設定を確認する方法
◆

qio_cache_enable フラグの設定を確認します。
$ vxtunefs -p /database01
qio_cache_enable = 1

キャッシュを検証するには、vxtunefs コマンドを使って、qio_cache_enable フラ
グの設定およびファイルごとの個別のキャッシュアドバイザリを確認します。

Quick I/O の統計データについて
Quick I/O には、qiostat ユーティリティが用意されており、定期的に生成されるデータ
ベース I/O の統計データを収集します。qiostat は、読み書き操作数、読み取りまたは書
き込みブロック数、一定期間における読み書き操作の平均所要時間などの統計データを
報告します。
qiostat（1）のマニュアルページを参照してください。

Quick I/O によるデータベースパフォーマンスの向上
Quick I/O を使って VxFS ファイルシステムにおけるデータベースのパフォーマンスを向
上させるには、次の手順に従います。
Veritas Edition 製品のマニュアルを参照してください。
qioadmin（1）および vxtunefs（1M）の各マニュアルページを参照してください。

データベースのパフォーマンスを向上させる方法

1

Quick I/O モジュールがロードされていることを確認します。
# modinfo | grep fdd

2

システムが起動するたびに Quick I/O カーネルモジュールをロードするよう
に、/etc/system ファイルに次の行を追加します。
forceload: drv/fdd

3

通常の VxFS ファイルを作成して、必要なサイズの領域を事前に割り当てるか、また
は qiomkfile コマンドを使います。事前割り当てサイズは、データベースサーバー
のサイズ必要条件によって異なります。

4

xxx::cdev:vxfs: というファイル名でデータベースを作成し、使います。
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A
クイックリファレンス
この付録では以下の項目について説明しています。
■

コマンドの概略

■

マニュアルページ

■

VxFS ファイルシステムの作成

■

ファイルシステムの VxFS への変換

■

ファイルシステムのマウント

■

ファイルシステムのマウント解除

■

マウントされているファイルシステムの情報の表示

■

ファイルシステムタイプの識別

■

ファイルシステムサイズの変更

■

ファイルシステムのバックアップとリストア

■

クォータの使用

コマンドの概略
すべての VxFS コマンドの実行形式ファイルへのシンボリックリンクは、/opt/VRTS/bin
ディレクトリにインストールされています。コマンドにアクセスするには、このディレクトリを
PATH 環境変数の末尾に追加します。
表 A-1 では、VxFS 固有のコマンドを説明します。
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表 A-1

VxFS コマンド

コマンド

説明

cfscluster

SFCFS のクラスタ設定コマンド。この機能は、Veritas Storage Foundation Cluster File System 製品
を使う場合にのみ利用できます。

cfsdgadm

クラスタ設定に対して、共有ディスクグループを追加または削除します。この機能は、Veritas Storage
Foundation Cluster File System 製品を使う場合にのみ利用できます。

cfsmntadm

クラスタをマウントしたファイルシステムに対して、ポリシーの追加、削除、変更および設定を実行します。
この機能は、Veritas Storage Foundation Cluster File System 製品を使う場合にのみ利用できます。

cfsmount、
cfsumount

クラスタファイルシステムのマウントおよびマウント解除を実行します。この機能は、Veritas Storage
Foundation Cluster File System 製品を使う場合にのみ利用できます。

cp

VxFS ファイルシステム上のファイルおよびディレクトリをコピーします。

df

VxFS ファイルシステムの空きディスクブロックと i ノードの数を出力します。

fcladm

VxFS FCL を管理します。

ff

VxFS ファイルシステムのファイル名と i ノードの情報を一覧表示します。

fiostat

ファイル I/O の統計データを管理します。

fsadm

VxFS ファイルシステムのサイズ変更または断片化の解消を実行します。

fsapadm

VxFS 割り当てポリシーを管理します。

fscat

VxFS ファイルシステムの内容を表示します。

fscdsadm

オンライン CDS 操作を実行します。

fscdsconv

VxFS ファイルシステムでオフラインによる CDS の移行タスクを実行します。

fscdstask

様々な CDS 操作を実行します。

fsck

VxFS ファイルシステムの検査と修復を実行します。

fsckpt_restore VxFS Storage Checkpoint からファイルシステムをリストアします。
fsckptadm

VxFS Storage Checkpoint を管理します。

fsclustadm

クラスタにマウントされた VxFS ファイルシステムを管理します。この機能は、Veritas Storage Foundation
Cluster File System 製品を使う場合にのみ利用できます。

fsdb

VxFS ファイルシステムをデバッグします。

fsdbencap

データベースをカプセル化します。

fsmap

VxFS ファイルシステムのエクステント情報を表示します。
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fsppadm

VxFS 配置ポリシーを管理します。

fsppmk

配置ポリシーを作成します。

fstag

ファイルタグの作成、削除、一覧表示を実行します。

fstyp

指定されたディスクパーティションのファイルシステムタイプを出力します。

fsvmap

VxFS ファイルシステムのボリュームをファイルにマップします。

fsvoladm

VxFS ボリュームを管理します。

glmconfig

GLM（Group Lock Manager）を設定します。
この機能は、Veritas Storage Foundation Cluster File System 製品を使う場合にのみ利用できます。

ls

VxFS ファイルシステムのファイルとディレクトリを一覧表示します。

mkfs

VxFS ファイルシステムを作成します。

mount

VxFS ファイルシステムをマウントします。

mv

VxFS ファイルシステムのファイルとディレクトリを移動します。

ncheck

VxFS ファイルシステムの i ノードの番号からパス名を生成します。

qioadmin

VxFS Quick I/O for Databases キャッシュを管理します。

qiomkfile

VxFS Quick I/O デバイスファイルを作成します。この機能は、Veritas Quick I/O for Databases 機能
を使う場合にのみ利用できます。

qiostat

VxFS Quick I/O for Databases の統計データを表示します。この機能は、Veritas Quick I/O for
Databases 機能を使う場合にのみ利用できます。

setext

VxFS ファイルシステムのファイルにエクステント属性を設定します。

umount_vxfs

VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。

vxdump

ファイルシステムの増分ダンプを実行します。

vxedquota

VxFS ファイルシステムのユーザークォータを編集します。

vxenablef

特定の VxFS の機能を有効にします。

vxfsconvert

マウントされていないファイルシステムを VxFS に変換するか、VxFS ディスクレイアウトバージョンを更新
します。

vxfsstat

ファイルシステムの統計を表示します。

vxlsino

VxFS パス名の逆引きルックアップを実行します。
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vxquot

VxFS ファイルシステムのファイルシステム所有権のサマリーを表示します。

vxquota

VxFS ファイルシステム上のユーザーディスククォータと使用率を表示します。

vxquotaoff
vxquotaon

VxFS ファイルシステムのクォータを有効または無効にします。

vxrepquota

VxFS ファイルシステムのクォータのサマリーを出力します。

vxrestore

ファイルシステムの増分リストアを実行します。

vxtunefs

VxFS ファイルシステムをチューニングします。

vxupgrade

マウントされている VxFS ファイルシステムのディスクレイアウトを更新します。

マニュアルページ
本リリースには、VRTSvxfs パッケージの一部として、次のマニュアルページが収録され
ています。各マニュアルページは、/opt/VRTS/man の下の適切なディレクトリにインストー
ルされます。このディレクトリを MANPATH 環境変数に追加してください。ただし、windex
データベースは更新されません。新しい VxFS マニュアルページを正しく表示するには、
VRTSvxfs のインストール後に windex データベースを更新する必要があります。
catman（1M）のマニュアルページを参照してください。

表 A-2 では、VxFS 固有のセクション 1 マニュアルページを説明します。
表 A-2

セクション 1 マニュアルページ

セクション 1

説明

cp_vxfs

VxFS ファイルシステム上のファイルおよびディレクトリをコピーします。

cpio_vxfs

VxFS ファイルシステム上のファイルおよびディレクトリをコピーします。

fiostat

ファイル I/O の統計データを管理します。

getext

VxFS ファイルシステムのエクステント属性を取得します。

ls_vxfs

VxFS ファイルシステムのファイルとディレクトリを一覧表示します。

mv_vxfs

VxFS ファイルシステムのファイルとディレクトリを移動します。

qioadmin

VxFS Quick I/O for Databases キャッシュを管理します。この機能は、Veritas Quick I/O for Databases
機能を使う場合にのみ利用できます。

付録 A クイックリファレンス
マニュアルページ

セクション 1

説明

qiomkfile

VxFS Quick I/O デバイスファイルを作成します。この機能は、Veritas Quick I/O for Databases 機能
を使う場合にのみ利用できます。

qiostat

VxFS Quick I/O for Databases の統計データを表示します。この機能は、Veritas Quick I/O for
Databases 機能を使う場合にのみ利用できます。

setext

VxFS ファイルシステムのファイルにエクステント属性を設定します。

表 A-3 では、VxFS 固有のセクション 1M マニュアルページを説明します。
表 A-3

セクション 1M マニュアルページ

セクション 1M

説明

cfscluster

SFCFS クラスタを設定します。この機能は、Veritas Cluster File System 製品を使う場合にのみ利用で
きます。

cfsdgadm

クラスタ設定に対して、共有ディスクグループを追加または削除します。この機能は、Veritas Cluster
File System 製品を使う場合にのみ利用できます。

cfsmntadm

クラスタをマウントしたファイルシステムに対して、ポリシーの追加、削除、変更および設定を実行します。
この機能は、Veritas Cluster File System 製品を使う場合にのみ利用できます。

cfsmount、
cfsumount

クラスタファイルシステムのマウントおよびマウント解除を実行します。この機能は、Veritas Cluster File
System 製品を使う場合にのみ利用できます。

df_vxfs

VxFS ファイルシステムの空きディスクブロックと i ノードの数を出力します。

fcladm

VxFS FCL を管理します。

ff_vxfs

VxFS ファイルシステムのファイル名と i ノードの情報を一覧表示します。

fsadm_vxfs

VxFS ファイルシステムのサイズ変更または再構成を実行します。

fsapadm

VxFS 割り当てポリシーを管理します。

fscat_vxfs

VxFS ファイルシステムの内容を表示します。

fscdsadm

オンライン CDS 操作を実行します。

fscdsconv

VxFS ファイルシステムでオフラインによる CDS の移行タスクを実行します。

fscdstask

様々な CDS 操作を実行します。

fsck_vxfs

VxFS ファイルシステムの検査と修復を実行します。

fsckptadm

VxFS Storage Checkpoint を管理します。
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fsckpt_restore VxFS Storage Checkpoint からファイルシステムをリストアします。
fsclustadm

クラスタにマウントされた VxFS ファイルシステムを管理します。この機能は、Veritas Cluster File System
製品を使う場合にのみ利用できます。

fsdbencap

データベースをカプセル化します。

fsdb_vxfs

VxFS ファイルシステムをデバッグします。

fsmap

VxFS ファイルシステムのエクステント情報を表示します。

fsppadm

VxFS 配置ポリシーを管理します。

fstyp_vxfs

指定されたディスクパーティションのファイルシステムタイプを出力します。

fsvmap

VxFS ファイルシステムのボリュームをファイルにマップします。

fsvoladm

VxFS ボリュームを管理します。

glmconfig

GLM（Group Lock Manager）を設定します。この機能は、Veritas Cluster File System 製品を使う場
合にのみ利用できます。

mkfs_vxfs

VxFS ファイルシステムを作成します。

mount_vxfs

VxFS ファイルシステムをマウントします。

ncheck_vxfs

VxFS ファイルシステムの i ノードの番号からパス名を生成します。

quot

VxFS ファイルシステムの所有権のサマリーを出力します。

quotacheck_vxfs VxFS ファイルシステムクォータの整合性を検証します。
umount_vxfs

VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。

vxdiskusg

VxFS ディスクアカウントデータをユーザー ID ごとに生成します。

vxdump

ファイルシステムの増分ダンプを実行します。

vxedquota

VxFS ファイルシステムのユーザークォータを編集します。

vxenablef

特定の VxFS の機能を有効にします。

vxfsconvert

マウントされていないファイルシステムを VxFS に変換するか、VxFS ディスクレイアウトバージョンを更新
します。

vxfsstat

ファイルシステムの統計を表示します。

vxlsino

VxFS パス名の逆引きルックアップを実行します。
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vxquot

VxFS ファイルシステムのファイルシステム所有権のサマリーを表示します。

vxquota

VxFS ファイルシステム上のユーザーディスククォータと使用率を表示します。

vxquotaoff
vxquotaon

VxFS ファイルシステムのクォータを有効または無効にします。

vxrepquota

VxFS ファイルシステムのクォータのサマリーを出力します。

vxrestore

ファイルシステムの増分リストアを実行します。

vxtunefs

VxFS ファイルシステムをチューニングします。

vxupgrade

マウントされている VxFS ファイルシステムのディスクレイアウトを更新します。

表 A-4 では、VxFS 固有のセクション 3 マニュアルページを説明します。
表 A-4

セクション 3 マニュアルページ

セクション 3

説明

vxfs_ap_alloc2

fsap_info2 構造を割り当てます。

vxfs_ap_assign_ckpt

Storage Checkpoint のファイルデータとメタデータに割り当てポリシーを割り
当てます。

vxfs_ap_assign_file

ファイルデータとメタデータの割り当てポリシーを割り当てます。

vxfs_ap_assign_file_pat

パターンベースの割り当てポリシーをディレクトリに割り当てます。

vxfs_ap_assign_fs

指定したファイルシステム内にあるすべてのファイルデータとメタデータに割り
当てポリシーを割り当てます。

vxfs_ap_assign_fs_pat

パターンベースの割り当てポリシーをファイルシステムに割り当てます。

vxfs_ap_define

新しい割り当てポリシーを定義します。

vxfs_ap_define2

新しい割り当てポリシーを定義します。

vxfs_ap_enforce_file

指定されたファイル内のすべてのブロックをファイル割り当てポリシーに一致さ
せます。

vxfs_ap_enforce_file2

割り当てポリシーと一致するようにファイル内のブロックを再度割り当てます。

vxfs_ap_enumerate

すべての割り当てポリシーに関する情報を返します。

vxfs_ap_enumerate2

すべての割り当てポリシーに関する情報を返します。
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vxf_ap_free2

1 つ以上の fsap_info2 構造を解放します。

vxfs_ap_query

指定された割り当てポリシーに関する情報を返します。

vxfs_ap_query2

指定された割り当てポリシーに関する情報を返します。

vxfs_ap_query_ckpt

各 Storage Checkpoint の割り当てポリシーに関する情報を返します。

vxfs_ap_query_file

指定されたファイルに割り当てられている割り当てポリシーに関する情報を返
します。

vxfs_ap_query_file_pat

ディレクトリに割り当てられたパターンベースの割り当てポリシーに関する情報
を返します。

vxfs_ap_query_fs

指定されたファイルシステムに割り当てられている割り当てポリシーを取得しま
す。

vxfs_ap_query_fs_pat

ファイルシステムに割り当てられたパターンベースの割り当てポリシーに関す
る情報を返します。

vxfs_ap_remove

指定された割り当てポリシーを削除します。

vxfs_fcl_sync

VxFS FCL に同期ポイントを設定します。

vxfs_fiostats_dump

ファイルとファイル範囲の I/O 統計データを返します。

vxfs_fiostats_getconfig

ファイル範囲の I/O 統計データの設定値を取得します。

vxfs_fiostats_set

ファイル範囲の I/O 統計データを有効または無効にして、統計カウンタをリセッ
トします。

vxfs_get_ioffsets

VxFS i ノードフィールドオフセットを取得します。

vxfs_inotopath

指定された i ノード番号のパス名を返します。

vxfs_nattr_check

名前付きデータストリームが実在しているかどうかをチェックします。

vxfs_nattr_fcheck
vxfs_nattr_link

名前付きデータストリームにリンクします。

vxfs_nattr_open

名前付きデータストリームを開きます。

vxfs_nattr_rename

名前付きデータストリームの名前を変更します。

vxfs_nattr_unlink

名前付きデータストリームを削除します。

vxfs_nattr_utimes

名前付きデータストリームのアクセスと変更の時間を設定します。

vxfs_vol_add

MVS ファイルシステムにボリュームを追加します。
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vxfs_vol_clearflags

MVS ファイルシステムのボリューム上で指定されたフラグを消去します。

vxfs_vol_deencapsulate

MVS ファイルシステム内のボリュームのカプセル化を解除します。

vxfs_vol_encapsulate

MVS ファイルシステム内のボリュームをカプセル化します。

vxfs_vol_encapsulate_bias

MVS ファイルシステム内のボリュームをカプセル化します。

vxfs_vol_enumerate

MVS ファイルシステム内のボリュームに関する情報を返します。

vxfs_vol_queryflags

MVS ファイルシステムのボリューム上にあるフラグのクエリーを発行します。

vxfs_vol_remove

MVS ファイルシステムからボリュームを削除します。

vxfs_vol_resize

MVS ファイルシステム内の特定のボリュームのサイズを変更します。

vxfs_vol_setflags

MVS ファイルシステムのボリューム上で指定されたフラグを設定します。

vxfs_vol_stat

MVS ファイルシステム内のコンポーネントボリュームに関する空き領域情報を
返します。

表 A-5 では、VxFS 固有のセクション 4 マニュアルページを説明します。
表 A-5

セクション 4 マニュアルページ

セクション 4

説明

fs_vxfs

VxFS ファイルシステムのボリュームの形式を提供します。

inode_vxfs

VxFS ファイルシステムの i ノードの形式を提供します。

tunefstab

VxFS ファイルシステムのチューニングパラメータテーブルについて説明します。

表 A-6 では、VxFS 固有のセクション 7 マニュアルページを説明します。
表 A-6

セクション 7 マニュアルページ

セクション 7

説明

vxfsio

VxFS ファイルシステムの制御機能を説明します。

VxFS ファイルシステムの作成
mkfs コマンドは、特殊キャラクタデバイスファイルに書き込むことで、VxFS ファイルシス

テムを作成します。特殊キャラクタデバイスとは、特定のストレージデバイスに関する位置
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情報またはキャラクタデバイスノードのことを指します。mkfs は、ルートディレクトリと
lost+found ディレクトリを使ってファイルシステムを構築します。
mkfs コマンドを実行する前に対象デバイスを作成する必要があります。詳細について

は、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。論理デバイス
（VxVM ボリュームなど）を使っている場合、デバイスの初期化に関する手順については、
VxVM のマニュアルを参照してください。
mkfs（1M）と mkfs_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステムを作成する方法
◆

ファイルシステムを作成するには、mkfs コマンドを使います。
mkfs [-F vxfs] [-m] [generic_options] [-o specific_options] ¥
special [size]
-F vxfs

VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

-m

ファイルシステムの作成に使ったコマンドラインを表示します。ファ
イルシステムはすでに作成された状態である必要があります。この
オプションを使うと、ファイルシステムの構築に使うパラメータが判
断できます。

generic_options

他の多くのファイルシステムと共通なオプションです。

-o
specific_options

VxFS 固有のオプションです。

-o N

ファイルシステムのジオメトリを表示しますが、デバイスには書き込
みません。

-o largefiles

ユーザーが 2 ギガバイトを超えるファイルを作成できるようになりま
す。デフォルトのオプションは largefiles です。

special

特殊デバイスのファイル位置または特定ストレージデバイスのキャ
ラクタデバイスノードを指定します。

size

ファイルシステムで 512 バイトのセクタを指定します。size を指
定していない場合、mkfs により、特殊デバイスのサイズが決定さ
れます。

ファイルシステムの作成の例
次の例では、サイズが 12288 セクタの VxFS ファイルシステムを VxVM ボリューム上に
作成します。
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VxFS ファイルシステムを作成する方法

1

ファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume 12288
version 7 layout
12288 sectors, 6144 blocks of size 1024, log size 512 blocks
largefiles supported

2

新規作成したファイルシステムをマウントします。

ファイルシステムの VxFS への変換
vxfsconvert コマンドで、UFS ファイルシステムを VxFS ファイルシステムに変換できま

す。
vxfsconvert（1M）のマニュアルページを参照してください。

UFS ファイルシステムを VxFS ファイルシステムに変換する方法
◆

UFS ファイルシステムを VxFS に変換するには、vxfsconvert コマンドを使います。
vxfsconvert [-l logsize] [-s size] [-efnNvyY] special

-e

変換を完了するのに必要な空き領域を算出します。

-f

サポートされているファイルシステムタイプの一覧を表示します。

-l logsize

ファイルシステムのインテントログのサイズを指定します。

-n|N

vxfsconvert からのすべての問い合わせに対して no の応答をするものと
見なします。

-s siz

VxFS のメタデータを保存するため、vxfsconvert に、ファイルシステムの
現在の末尾を超える空きディスク領域を使うように指示します。

-v

冗長モードを指定します。

-y|Y

vxfsconvert からのすべての問い合わせに対して yes の応答をするものと
見なします。

special

変換するファイルシステムを含むキャラクタ（RAW）デバイス名を指定します。

ファイルシステムの変換の例
次の例では、UFS ファイルシステムを 4096 ブロックサイズのインテントログと一緒に VxFS
ファイルシステムに変換します。
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UFS ファイルシステムを VxFS ファイルシステムに変換する方法
◆

ファイルシステムを変換します。
# vxfsconvert -l 4096 /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume

ファイルシステムのマウント
VxFS ファイルシステムをマウントするには、mount コマンドを使います。mount コマンドを
入力すると、この汎用的な mount コマンドは引数の構文を解析し、-F FSType オプショ
ンで指定されたファイルシステムに固有の mount コマンドを実行します。mount コマンド
は、まず /etc/fs/FSType ディレクトリを検索し、次に /usr/lib/fs/FSType ディレクト
リを検索します。-F オプションを指定していない場合、コマンドはファイルシステムの
/etc/vfstab ファイル、および特殊なファイルに合った FSType やマウントポイントを検
索します。ファイルシステムタイプが指定されていない場合、mount は、デフォルトのファ
イルシステムを使います。
ファイルシステムをマウントする方法
◆

ファイルシステムをマウントするには、mount コマンドを使います。
mount [-F vxfs] [generic_options] [-r] [-o specific_options] ¥
special mount_point

vxfs

ファイルシステムのタイプです。

generic_options

他の多くのファイルシステムと共通なオプションです。

specific_options

VxFS 固有のオプションです。

-o ckpt=ckpt_name Storage Checkpoint をマウントします。
-o cluster

ファイルシステムを共有モードでマウントします。VxFS Cluster File
System 機能を使う場合にのみ利用できます。

special

VxFS 特殊ブロックデバイスです。

mount_point

ファイルシステムをマウントするディレクトリです。

-r

読み取り専用のファイルシステムとしてマウントします。

マウントオプション
mount コマンドには、ファイルシステムを様々な機能や環境に合わせて調整するための

多数のオプションが用意されています。
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次の表では、specific_options の一部を一覧表示します。
セキュリティ機能

セキュリティを重視する場合は、領域を再利用する前に、blkclear を
使って削除したファイルを完全に消去してください。

大容量ファイルのサポー largefiles オプションを指定すると、ファイルシステム上に 2 GB を
ト
超えるファイルを作成できます。デフォルトのオプションは largefiles
です。
クラスタファイルシステム cluster オプションを指定すると、ファイルシステムが共有モードでマ
のサポート
ウントされます。クラスタファイルシステムは、他のいくつかの Veritas 製
品に依存します。これらの製品は、クラスタ化環境を完全に有効にする
前に正しく設定しておく必要があります。
Storage Checkpoint の ckpt=checkpoint_name オプションは、fsckptadm コマンドによっ
使用
て以前に作成され、マウントされているファイルシステムの Storage
Checkpoint をマウントします。
データベースの使用

VxFS とともにデータベースを使い、Veritas Quick I/O for Databases
機能のライセンスキーをインストールしている場合は、mount コマンドに
より、qio オプションを指定したときと同様に、デフォルトで Quick I/O が
有効になります。noqio オプションは、Quick I/O を無効にします。
Quick I/O を指定しない場合は、mount では、qio オプションは無視さ
れます。その場合、ダイレクト I/O を使う convosync=direct マウン
トオプションによりデータベースのパフォーマンスを向上できます。
p.187 の 「Quick I/O について」 を参照してください。

インターネットニュースで cnews を使う場合は、delaylog,mincache=closesync または
使うファイルシステム
tmplog,mincache=closesync を使います。これは、cnews によ
り、受信確認のマークを付ける前に新しいファイルごとに fsync（）が実
行されるためです。必要に応じて、fsync（）の実行は同期を維持しま
すが、その他のオプションは非同期実行されます。
一時ファイルシステム

/tmp などの一時ファイルシステムで、データの一貫性よりもパフォーマ
ンスを重視する場合は、tmplog,mincache=tmpcache を使いま
す。

ファイルシステムのロック mntlock オプションを指定すると、ファイルシステムをロックして、
mntunlock オプションを指定しない限り、ファイルシステムのマウント
の解除ができないように設定できます。アプリケーションでファイルシス
テムを監視しているときに、そのファイルシステムが他のアプリケーショ
ンや管理者によって間違ってマウント解除されないように設定する必要
がある場合に、mntlock は便利です。

p.34 の 「VxFS ファイルシステムのマウント」 を参照してください。
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fsckptadm（1M）、mount（1M）、mount_vxfs（1M）、vfstab（4）の各マニュアルページ

を参照してください。

ファイルシステムのマウントの例
次の例では、読み書きのアクセス権限と遅延ログモードを指定し
て、/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 ファイルシステムを /ext ディレクトリにマウントします。
ファイルシステムをマウントする方法
ファイルシステムをマウントします。

◆

# mount -F vxfs -o delaylog /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 /ext

vfstab ファイルの編集
/etc/vfstab ファイルを編集すると、起動時にファイルシステムを自動的にマウントする

ことができます。
次のものを指定する必要があります。
■ mount
■ fsck

で使う特殊ブロックデバイス名

で使う特殊キャラクタデバイス名

■

マウントポイント

■

mount オプション

■

ファイルシステムタイプ（vxfs）

■

ファイルシステムをチェックする fsck パス

■

起動時のファイルシステムのマウントの有無

各エントリを 1 行に記述する必要があります。
vfstab（4）のマニュアルページを参照してください。

次に、最後の行に新しいファイルシステムが指定された標準的な vfstab ファイルを示し
ます。
# マウントする # デバイス #

fsck の対象デバイス

マウントポイン FS タイプ fsck パス 起動時のマウ mount オ
ト
ント
プション

# /dev/dsk/c1d0s2

/dev/rdsk/c1d0s2

/usr

ufs

1

あり

-

/proc

-

/proc

proc

-

なし

-

fd

-

/dev/fd

fd

-

なし

-
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swap

-

/tmp

tmpfs

-

あり

-

/dev/dsk/c0t3d0s0

/dev/rdsk/c0t3d0s0

/

ufs

1

なし

-

/dev/dsk/c0t3d0s1

-

-

swap

-

なし

-

/dev/vx/dsk/fsvol/vol1

/dev/vx/rdsk/fsvol/vol1

/ext

vxfs

1

あり

-
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ファイルシステムのマウント解除
現在マウントされているファイルシステムのマウントを解除するには、umount コマンドを使
います。
umount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステムのマウントを解除する方法
◆

ファイルシステムのマウントを解除するには、umount コマンドを使います。
umount [-F vxfs] [generic_options] [-o [force]] {special|mount_point}

マウントを解除するファイルシステムを mount_point または special として指定し
ます。special は、ファイルシステムが存在する VxFS 特殊ブロックデバイスです。

ファイルシステムのマウント解除の例
次に、ファイルシステムのマウント解除の例を示します。
/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 ファイルシステムのマウントを解除する方法
◆

ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount /dev/vx/dsk/fsvol/vol1

システムで不要なすべてのファイルシステムのマウントを解除する方法
◆

ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount -a

このコマンドにより、/、/usr、/usr/kvm、/var、/proc、/dev/fd および /tmp 以外
のすべてのファイルシステムのマウントが解除されます。

マウントされているファイルシステムの情報の表示
現在マウントされているファイルシステムの一覧を表示するには、mount コマンドを使いま
す。

216

付録 A クイックリファレンス
ファイルシステムタイプの識別

mount（1M）および mount_vxfs（1M）の各マニュアルページを参照してください。

マウントされたファイルシステムの状態を表示する方法
◆

マウントされているファイルシステムの状態を表示するには、mount コマンドを使いま
す。
mount -v

これにより、マウントされたすべてのファイルシステムのタイプと mount オプションが
表示されます。-v オプションで、冗長モードを指定します。

マウントされているファイルシステムの情報を表示する例
次の例では、オプションなしで mount コマンドを実行したときの結果を示します。
マウントされているファイルシステムの情報を表示する方法
◆

オプションなしで mount コマンドを実行します。
# mount
/ on /dev/root read/write/setuid on Thu May 26 16:58:24 2004
/proc on /proc read/write on Thu May 26 16:58:25 2004
/dev/fd on /dev/fd read/write on Thu May 26 16:58:26 2004
/tmp on /tmp read/write on Thu May 26 16:59:33 2004
/var/tmp on /var/tmp read/write on Thu May 26 16:59:34 2004

ファイルシステムタイプの識別
特定のファイルシステムのタイプを確認するには、fstyp コマンドを使います。これは、
ファイルシステムが他の環境で作成されており、その種類を確認する場合に使えます。
fstyp（1M）と fstyp_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステムタイプを確認する方法
◆

ファイルシステムタイプを確認するには、fstyp コマンドを使います。
fstyp -v special

special

キャラクタ（RAW）デバイス

-v

冗長モードを指定します。
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ファイルシステムタイプの確認の例
次の例では、fstyp コマンドを使って、/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 デバイスのファイル
システムタイプを確認します。
ファイルシステムのタイプを確認する方法
◆

fstyp コマンドを使って、/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 デバイスのファイルシステム

タイプを確認します。
# fstyp -v /dev/vx/dsk/fsvol/vol1

出力は、ファイルシステムタイプが vxfs であることを示しており、次のようなファイル
システム情報が表示されます。
vxfs
magic a501fcf5 version 7 ctime Tue Jun 25 18:29:39 2003
logstart 17 logend 1040
bsize 1024 size 1048576 dsize 1047255 ninode 0 nau 8
defiextsize 64 ilbsize 0 immedlen 96 ndaddr 10
aufirst 1049 emap 2 imap 0 iextop 0 istart 0
bstart 34 femap 1051 fimap 0 fiextop 0 fistart 0 fbstart

ファイルシステムサイズの変更
マウントされた VxFS ファイルシステムサイズを拡張または縮小するには、fsadm コマンド
を使います。マウント解除されているファイルシステムのサイズを拡張するには、extendfs
コマンドを使います。ディスクレイアウトバージョン 4 を使うファイルシステムの最大サイズ
は 2 TB です。ディスクレイアウトバージョン 5 を使うファイルシステムの最大サイズは 32
TB です。ディスクレイアウトバージョン 6 または 7 を使うファイルシステムの最大サイズは
8 エクサバイトです。ディスクレイアウトバージョン 5、6、7 のファイルシステムのサイズは、
ファイルシステムのブロックサイズ単位で増やすことができます。
p.275 の 「ディスクレイアウトについて」 を参照してください。
format（1M）および fsadm_vxfs（1M）の各マニュアルページを参照してください。

fsadm を使ったファイルシステムの拡張
VxFS ファイルシステムの容量が足りないときには、サイズを拡張することができます。ファ
イルシステムサイズは、512 バイトブロック（またはセクタ）単位で指定します。
メモ: ファイルシステムが領域不足、ビジーまたは断片化しすぎている場合は、サイズ変
更操作が失敗する可能性があります。
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大容量ファイルシステムを保持するには、デバイスに十分な領域が必要です。
format（1M）のマニュアルページを参照してください。

『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
VxFS ファイルシステムを拡張する方法
◆

VxFS ファイルシステムを拡張するには、fsadm コマンドを使います。
/usr/lib/fs/vxfs/fsadm
mount_point

[-b newsize] [-r rawdev] ¥

newsize

ファイルシステムの拡張後のサイズ（セクタ単位）です。

mount_point

ファイルシステムのマウントポイントです。

-r rawdev

/etc/vfstab にエントリがなく、fsadm では RAW デバイスを確認で
きない場合、RAW デバイスのパス名を指定します。

ファイルシステムの拡張の例
次に、fsadm コマンドを使ってファイルシステムを拡張する例を示します。
ファイルシステムを拡張する方法
◆

/ext 上にマウントされた VxFS ファイルシステムサイズを 22528 セクタに拡張しま

す。
# /usr/lib/fs/vxfs/fsadm -b 22528 /ext

ファイルシステムの縮小
ファイルシステムがマウント済みの場合でも、fsadm を使うとファイルシステムサイズを縮
小できます。
メモ: ファイルシステムの最後までデータが割り当てられている場合は、縮小できないこと
があります。ファイルシステムが領域不足、ビジーまたは断片化しすぎている場合は、サ
イズ変更操作が失敗する可能性があります。
VxFS ファイルシステムのサイズを縮小する方法
◆

VxFS ファイルシステムのサイズを縮小するには、fsadm コマンドを使います。
fsadm [-F vxfs] [-b newsize] [-r rawdev] mount_point
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vxfs

ファイルシステムタイプです。

newsize

ファイルシステムの縮小サイズ（セクタ単位）です。

mount_point

ファイルシステムのマウントポイントです。

-r rawdev

/etc/vfstab にエントリがなく、fsadm では RAW デバイスを確認で
きない場合、RAW デバイスのパス名を指定します。

ファイルシステムの縮小の例
次の例では、/ext にマウントされた VxFS ファイルシステムサイズを 20480 セクタに縮小
します。
VxFS ファイルシステムを縮小する方法
◆

/ext 上にマウントされた VxFS ファイルシステムサイズを 20480 セクタに縮小しま

す。
# fsadm -F vxfs -b 20480 /ext

警告: この操作後に、デバイスの最後に未使用領域ができます。この時点で、デバ
イスのサイズを変更できます。ただし、デバイスの容量がファイルシステムの新しい
サイズより大きくなるように設定してください。

ファイルシステムの再構成
ファイルシステムがマウント済みの場合でも、fsadm を使うと、断片化したファイルシステ
ムを再構成することによって縮小できます。この方法は、以前に縮小できなかったファイ
ルシステムサイズを縮小する場合に使えます。
メモ: ファイルシステムが領域不足またはビジーである場合は、再構成の操作が失敗する
可能性があります。
VxFS ファイルシステムを再構成する方法
◆

VxFS ファイルシステムを再構成するには、fsadm コマンドを使います。
fsadm [-F vxfs] [-e] [-d] [-E] [-D] [-r rawdev] mount_point

vxfs

ファイルシステムタイプです。
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-d

サブディレクトリエントリの後に、他のすべてのエントリが最終アクセス日
時を基準に降順で並ぶように、順序を変更します。また、ディレクトリを
縮小して空き領域を削除します。

-D

ディレクトリの断片化を報告します。

-e

ファイルシステムの断片化を最小限に抑えます。エクステント数を最小
限に抑えるためにファイルが再構成されます。

-E

エクステントの断片化を報告します。

mount_point

ファイルシステムのマウントポイントです。

-r rawdev

/etc/vfstab にエントリがなく、fsadm では RAW デバイスを確認で
きない場合、RAW デバイスのパス名を指定します。

ファイルシステムの再構成の例
次の例では、/ext にマウントされた VxFS ファイルシステムを再構成します。
VxFS ファイルシステムを再構成する方法
◆

/ext にマウントされた VxFS ファイルシステムを再構成します。
# fsadm -F vxfs -EeDd /ext

ファイルシステムのバックアップとリストア
VxFS ファイルシステムをバックアップするには、まず読み取り専用スナップショットファイ
ルシステムを作成し、次にスナップショットをバックアップします。この手順に従うと、メイン
ファイルシステムがオンラインになります。スナップショットは、スナップショットの作成時に
フリーズされたスナップファイルシステムのコピーです。
p.71 の 「スナップショットファイルシステムについて」 を参照してください。
mount（1M）、mount_vxfs（1M）、vxdump（1M）、vxrestore（4）の各マニュアルページ

を参照してください。

スナップショットファイルシステムの作成とマウント
VxFS ファイルシステムをバックアップするには、まずスナップショットファイルシステムを
作成し、マウントします。
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VxFS ファイルシステムのスナップショットを作成してマウントする方法
◆

VxFS ファイルシステムのスナップショットを作成してマウントするには、mount コマン
ドを使います。
mount [-F vxfs] -o snapof=source,[snapsize=size] ¥
destination snap_mount_point

source

ファイルシステムがコピーする特殊デバイス名またはマウントポイントで
す。

destination

スナップショットを作成する特殊デバイス名です。

size

セクタ単位のスナップショットファイルシステムのサイズです。

snap_mount_point

スナップショットをマウントする場所です。このコマンドを入力する前に、
snap_mount_point が存在している必要があります。

VxFS ファイルシステムのスナップショットを作成してマウントする
例
次の例では、/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 上の /home にファイルシステムのスナップショッ
トファイルシステムを作成し、/snapmount にマウントします。
ファイルシステムのスナップショットファイルシステムを作成してマウントする方法
◆

/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 上の /home にファイルシステムのスナップショットファ

イルシステムを作成し、/snapmount にマウントします。
# mount -F vxfs -o snapof=/home, ¥
snapsize=32768 /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 /snapmount

これでファイルシステムをバックアップできます。

ファイルシステムのバックアップ
スナップショットファイルシステムを作成したら、vxdump を使ってファイルシステムのバッ
クアップを作成できます。
VxFS スナップショットファイルシステムのバックアップを作成する方法
◆

VxFS スナップショットファイルシステムのバックアップを作成するには、次のように
vxdump コマンドを使います。
vxdump [-c] [-f backupdev] snap_mount_point
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-c

使うカートリッジテープデバイスを指定します。

backupdev

ファイルシステムをバックアップするデバイスです。

snap_mount_point

スナップショットファイルシステムのマウントポイントです。

ファイルシステムのバックアップ例
次の例では、デバイス名が /dev/rmt/00m のテープドライブに、/snapmount にマウント
された VxFS スナップショットファイルシステムのバックアップを作成します。
VxFS スナップショットファイルシステムのバックアップを作成する方法
◆

デバイス名が /dev/rmt/00m のテープドライブに、/snapmount にマウントされた
VxFS スナップショットファイルシステムのバックアップを作成します。
# vxdump -cf /dev/rmt/00m /snapmount

ファイルシステムのリストア
ファイルシステムをバックアップすると、vxrestore コマンドを使って、ファイルシステムを
リストアできます。まず空のファイルシステムを作成し、マウントします。
VxFS スナップショットファイルシステムをリストアする方法
◆

VxFS スナップショットファイルシステムをリストアするには、次のように vxrestore コ
マンドを使います。
vxrestore [-v] [-x] [filename]

-v

冗長モードを指定します。

-x

テープから指定されたファイルを展開します。

filename

リストアするファイルまたはディレクトリです。filename を省略した場
合、ルートディレクトリ（つまりテープ全体）が展開されます。

ファイルシステムのリストアの例
次の例では、VxFS スナップショットファイルシステムをテープ
/dev/st1 から /restore マウントポイントにリストアします。
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VxFS スナップショットファイルシステムをリストアする方法
◆

VxFS スナップショットファイルシステムを、テープ /dev/st1 から /restore マウン
トポイントにリストアします。
# cd /restore
# vxrestore -v -x -f /dev/st1

クォータの使用
クォータを使うと、VxFS ファイルシステムでユーザーごとにクォータを割り当てることがで
きます。
p.108 の 「クォータの使用」 を参照してください。
vxquota（1M）、vxquotaon（1M）、vxquotaoff（1M）、vxedquota（1M）の各マニュア

ルページを参照してください。

クォータの有効化
ファイルシステムのマウント時またはマウント後にクォータを有効にできます。ファイルシス
テムのルートディレクトリには、root が所有する quotas という名前のファイルが含まれて
いる必要があります。
クォータを有効にする方法

1

マウント済みのファイルシステムのクォータを有効にします。
vxquotaon mount_point

2

ファイルシステムのマウントとクォータの有効化を同時に実行します。
mount -F vxfs -o quota special mount_point

ルートディレクトリにクォータファイルがない場合、mount コマンドは正常に終了しま
すが、クォータは有効になりません。

マウント済みのファイルシステムのクォータを有効にする例
次の例では、/mnt にマウントされた VxFS ファイルシステムのクォータファイルを作成し、
クォータを有効にします。
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マウント済みのファイルシステムのクォータを有効にする方法
◆

クォータファイルを作成し（存在しない場合）、/mnt にマウントされた VxFS ファイル
システムのクォータを有効にします。
# touch /mnt/quotas
# vxquotaon /mnt

マウント時にクォータを有効にする例
次の例では、/dev/vx/dsk/fsvol/vol1 ファイルシステムのマウント時にクォータを有
効にします。
マウント時にファイルシステムのクォータを有効にする方法
◆

-o quota オプションを指定して、マウント時にクォータを有効にします。
# mount -F vxfs -o quota /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 /mnt

ユーザークォータの設定
スーパーユーザー権限を持つユーザーのみが、vxedquota コマンドを使ってクォータを
設定できます。ユーザークォータには、ソフト制限やハード制限を指定できます。これらの
制限値を変更したり、特定の値を割り当てることができます。一定の期間内であれば、ユー
ザーはソフト制限を超えることができます。ディスクの使用でハード制限を超えることはで
きません。VxFS では、ソフト制限を超えることが可能なデフォルトの期間は 7 日間です。
vxedquota コマンドは、ユーザークォータを設定するために、一時ファイルを作成します。

このファイルには、クォータファイルを持つマウントされた VxFS ファイルシステムごとのオ
ンディスククォータが含まれます。一時ファイルには、次のような 1 つ以上の行があります。
fs /mnt blocks (soft = 0, hard = 0) inodes (soft=0, hard=0)
fs /mnt1 blocks (soft = 100, hard = 200) inodes (soft=10, hard=20)
vxedquota を実行するために、クォータを有効にする必要はありません。ただし、クォー

タ限度は、指定したファイルシステムでクォータが有効になっている場合にのみ適用され
ます。
vxedquota には、ソフト制限を超過する期限を修正するためのオプションがあります。変

更した期限はファイルシステム全体に適用され、個別のユーザーに対しては期限を設定
できません。
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ユーザークォータの設定方法

1

クォータエディタを起動します。
vxedquota username

2

期限を修正します。
vxedquota -t

クォータの表示
vxquota コマンドを使うと、スーパーユーザーまたは一般ユーザーは VxFS 上のディス

ククォータおよび使用量を表示できます。このコマンドは、quotas ファイルが含まれるマ
ウントされたすべての VxFS 上にあるユーザーのクォータおよびディスク使用量を表示し
ます。クォータが実際に有効か無効かに関係なく、すべてのクォータを表示できます。
特定のユーザーに対するクォータを表示する方法
◆

特定のユーザーのクォータを表示するには、次のように vxquota コマンドを使いま
す。
vxquota -v username

クォータの無効化
マウントされたファイルシステムのクォータを無効にするには、vxquotaoff コマンドを使
います。
ファイルシステムのクォータを無効にする方法
◆

ファイルシステムのクォータを無効にします。
vxquotaoff mount_point

クォータを無効にする例
次の例では、/mnt にマウントされた VxFS ファイルシステムのクォータを無効にします。
クォータを無効にする方法
◆

/mnt にマウントされた VxFS ファイルシステムのクォータを無効にします。
# vxquotaoff /mnt
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B
診断メッセージ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

障害に対するファイルシステムの応答

■

カーネルメッセージについて

■

カーネルメッセージ

■

一意のメッセージ ID について

■

一意のメッセージ ID

障害に対するファイルシステムの応答
ファイルシステムで障害が発生すると、ファイルシステムは次のいずれかの方法で応答し
ます。
i ノードを不良としてマー i ノードの更新またはディレクトリブロックの更新に失敗すると、i ノードは
ク
不良としてマークされます。この種の障害が発生すると、ファイルシステ
ムはディスクにある情報を認識せず、検出した情報をすべて無効である
と見なします。i ノードが不良としてマークされても、カーネルはファイル
名へのアクセスを許可しますが、ファイルのデータへのアクセスまたは i
ノードの変更を試行しても、失敗します。
トランザクションの無効化 ファイルシステムでインテントログの書き込み中にエラーが検出される
と、トランザクションが無効にされます。トランザクションが無効にされて
も、ファイルシステムのファイルの読み取りと書き込みは実行できます
が、ブロックや i ノードの解放と割り当て、構造の変更、ディレクトリエン
トリの変更、メタデータへのその他の変更は実行できません。
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ファイルシステムの無効
化

ファイルシステムの整合性を損なうようなエラーが起きた場合、VxFS 自
体が無効にされます。インテントログが失敗するか、i ノードリストのエラー
が起きた場合、通常、次回の fsck により完全な構造検査が実行され
るように、スーパーブロックが更新されます（VX_FULLFSCK フラグが設
定されます）。スーパーブロックの更新に失敗した場合は、その後ファイ
ルシステムに変更を加えると、インテントログの再生では検出されない不
整合が生じる場合があります。この状況を回避するために、ファイルシ
ステムはファイルシステム自体を無効にします。

無効にしたファイルシステムのリカバリ
ファイルシステムが無効にされると、データをディスクに書き込むことができなくなります。
一部の付随的なファイルシステム操作は機能しますが、大半の操作では EIO が返されま
す。ファイルシステムが無効にされた場合、問題を解決するには、umount を実行し、完
全な fsck を実行する必要があります。
ログの再生により、クリーンなファイルシステムが生成される場合もありますが、安全のた
めに完全な構造検査を実行してください。
通常、ファイルシステムの無効化はディスクエラーが原因で発生します。ファイルシステム
の無効化を引き起こすディスク障害は、可能な限り迅速に修復する必要があります。
fsck_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

完全な構造検査を実行する方法
◆

完全な構造検査を実行するには、次のように fsck コマンドを使います。
# fsck -F vxfs -o full -y /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume

警告: このコマンドを実行するときは注意してください。-y オプションを指定し、fsck
のすべてのユーザープロンプトで「yes」と回答してファイルシステムの完全な検査を
実行すると、復元できない変更が行われる場合があります。

カーネルメッセージについて
カーネルメッセージとは、VxFS（Veritas File System）カーネルで生成される診断メッ
セージまたはエラーメッセージです。この一覧には、各メッセージの原因となる障害を処
理または修正するための説明と対処方法が記載されています。

グローバルメッセージ ID について
VxFS のカーネルメッセージがシステムコンソールに表示される場合、msgcnt フィールド
に表示される数値 ID がメッセージの先頭に付きます。この ID 番号はメッセージが表示

付録 B 診断メッセージ
カーネルメッセージ

されるたびに 1 つずつ増えるため、ファイルシステム障害の分析を実行するときに、この
ID からイベントの発生順序を確認できます。
各メッセージは内部カーネルバッファにも書き込まれるため、/var/adm/messages ファ
イルでも表示できます。
追加データもカーネルバッファに書き込まれる場合があります。たとえば、i ノードが不良
としてマークされると、不良 i ノードの内容が書き込まれます。エラーメッセージがコンソー
ルに表示されたら、一意のメッセージ ID を使って /var/adm/messages のメッセージを
検索し、追加情報を入手できます。

カーネルメッセージ
次の表では、一部の一般的なカーネルメッセージについて説明します。
表 B-1

カーネルメッセージ

メッセージ番号

メッセージと定義

001

NOTICE: msgcnt x: mesg 001: V-2-1: vx_nospace - mount_point file
system full (n block extent)
説明
ファイルシステムの領域が不足しています。
領域が十分にある場合でも、1 つのランナウェイプロセスが残りの空き領
域をすべて使い切ってしまうことがあります。また、使用可能な空き領域
が断片化され、一部のファイルが使えなくなる場合があります。
■ 対応
ファイルシステムの空き領域を監視し、領域が不足しないようにしてくだ
さい。ランナウェイプロセスがすべての領域を使い切った場合は、そのプ
ロセスを停止し、プロセスが作成したファイルを検出し、削除します。ファ
イルシステムで領域が不足している場合は、ファイルの削除、断片化の
解消またはファイルシステムの拡張のいずれかを実行します。
ファイルを削除するには、find コマンドを使って、削除するファイルを検
索します。少ない操作でできる限り多くの領域を確保するには、大容量
ファイルを削除するか、または不要なファイルツリーを削除します。ファイ
ルシステムの断片化解消または拡張を実行するには、fsadm コマンド
を使います。
fsadm_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。
■
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メッセージ番号

メッセージと定義

002

WARNING: msgcnt x: mesg 002: V-2-2: vx_snap_strategy mount_point file system write attempt to read-only file system
WARNING: msgcnt x: mesg 002: V-2-2: vx_snap_copyblk mount_point file system write attempt to read-only file system
説明
カーネルが読み取り専用のファイルシステムに対して書き込みを行おう
としました。通常このエラーは発生しませんが、発生した場合はファイル
システムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムへの書き込みは実行されていないため、特に実行する
べき操作はありません。このエラーをソフトウェア障害として弊社テクニカ
ルサポートにご連絡ください。
■

003, 004, 005

WARNING: msgcnt x: mesg 003: V-2-3: vx_mapbad - mount_point
file system free extent bitmap in au aun marked bad
WARNING: msgcnt x: mesg 004: V-2-4: vx_mapbad - mount_point
file system free inode bitmap in au aun marked bad
WARNING: msgcnt x: mesg 005: V-2-5: vx_mapbad - mount_point
file system inode extended operation bitmap in au aun marked bad
説明
ビットマップへの書き込み中に I/O 障害が発生すると、マップが不良とし
てマークされます。カーネルは、不良マップを無効なマップと見なすた
め、マップからはリソースの割り当てを実行できなくなります。df により十
分な空き領域が報告されている場合でも、この状態によってファイルシス
テムによっては out of space または out of inode というエラーメッセー
ジが表示される場合があります。
このエラーは、ビットマップの不整合に起因する場合もあります。ビット
マップの整合性に矛盾がある場合や、ビットマップですでに空き状態の
ブロックが解放された場合は、ファイルシステムが破損します。これは、
ユーザーやプロセスがデバイスに直接書き込みを行ったり、fsdb を使っ
てファイルシステムを変更すると起きることがあります。
VX_FULLFSCK フラグが設定されます。失敗したマップが空きエクステ
ントビットマップであり、VX_FULLFSCK フラグを設定できない場合は、
ファイルシステムが停止します。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な
構造検査を実行してください。
■
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メッセージ番号

メッセージと定義

006, 007

WARNING: msgcnt x: mesg 006: V-2-6: vx_sumupd - mount_point
file system summary update in au aun failed
WARNING: msgcnt x: mesg 007: V-2-7: vx_sumupd - mount_point
file system summary update in inode au iaun failed
説明
アロケーションユニットまたは i ノードアロケーションユニットのビットマッ
プ情報をディスクに書き込むときに I/O エラーが起きました。このエラー
によりファイルシステムに VX_FULLFSCK フラグが設定されます。
VX_FULLFSCK フラグを設定できない場合は、ファイルシステムが無効
にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスク障害が原
因の場合は、書き込みアクセスを実行するためにファイルシステムをマウ
ントする前にディスクを交換し、fsck を使って完全な構造検査を実行し
ます。
■

008, 009

WARNING: msgcnt x: mesg 008: V-2-8: vx_direrr: function mount_point file system dir inode dir_inumber dev/block
device_ID/block dirent inode dirent_inumber error errno
WARNING: msgcnt x: mesg 009: V-2-9: vx_direrr: function mount_point file system dir inode dir_inumber dirent inode
dirent_inumber immediate directory error errno
説明
ディレクトリ操作で予期しない失敗が発生しました。失敗したディレクトリ
は、マウントポイント、i ノードおよびブロック番号によって識別できます。
i ノードがディレクトリを指す場合は、ディレクトリエントリが i ノード内部に
保管されるため、ブロック番号は報告されません。エラーが ENOENT ま
たは ENOTDIR の場合は、ディレクトリブロックで不整合が検出されたこ
とを示します。この不整合は、無効なフリーカウント、破損したハッシュ
チェーンなどのディレクトリ構造エラーが原因であることがあります。エ
ラーが EIO または ENXIO である場合は、ディスクブロックの読み書き時
に I/O 障害が検出されたことを示します。
スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが設定されるため、fsck
を次回実行したときには完全な構造検査を実行します。
■ 対応
■

コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスク障害が原
因の場合は、書き込みアクセスを実行するためにファイルシステムをマウ
ントする前にディスクを交換します。ファイルシステムのマウントを解除し、
fsck を使って完全な構造検査を実行してください。

231

232

付録 B 診断メッセージ
カーネルメッセージ

メッセージ番号

メッセージと定義

010

WARNING: msgcnt x: mesg 010: V-2-10: vx_ialloc - mount_point file
system inode inumber not free
説明
カーネルは空き i ノードビットマップの領域を i ノードに割り当てる際に、
i ノードのモードとリンクカウントを検査します。いずれかの値が 0 でない
場合は、空き i ノードビットマップまたは i ノードリストが破損しています。
スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが設定されるため、fsck
を次回実行したときには完全な構造検査を実行します。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■

011

NOTICE: msgcnt x: mesg 011: V-2-11: vx_noinode - mount_point file
system out of inodes
説明
ファイルシステムの空き i ノードが不足しています。
■ 対応
ファイルシステムの空き i ノードを監視します。ファイルシステムが満杯の
場合は、ファイルを削除するか、またはファイルシステムを拡張して i ノー
ドを作成します。
fsadm_vxfs（1M）のオンラインマニュアルページを参照してください。
■

012

WARNING: msgcnt x: mesg 012: V-2-12: vx_iget - mount_point file
system invalid inode number inumber
説明
カーネルは i ノードの読み取りを実行する際、i ノード番号が有効範囲内
にあるかどうかを確認します。i ノード番号が有効範囲を超えている場合
は、その i ノード番号を参照したデータ構造は不正であり、修正が必要
になります。
スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが設定されるため、fsck
を次回実行したときには完全な構造検査を実行します。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■

付録 B 診断メッセージ
カーネルメッセージ
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013

WARNING: msgcnt x: mesg 013: V-2-13: vx_iposition - mount_point
file system inode inumber invalid inode list extent
説明
ディスクレイアウトバージョン 2 以降では、i ノードリストが動的に割り当て
られます。カーネルは i ノードの読み取りを実行する際、i ノードリストファ
イルで i ノード位置を検出する必要があります。カーネルが不良エクステ
ントを検出すると、その i ノードにはアクセスできません。ファイルシステ
ムのマウント時にすべての i ノードリストエクステントが検証されるため、
カーネルが不良エクステントを検出した場合は、i ノードリストの整合性に
問題があります。これは非常に致命的なエラーです。
スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが設定され、ファイルシス
テムは無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■

014

WARNING: msgcnt x: mesg 014: V-2-14: vx_iget - inode table overflow
説明
システムのメモリ内の i ノードがすべて使用中のときに、新しい i ノードを
使おうとしました。
■ 対応
実行中のプロセスを検査し、i ノードを使っているプロセスを調べます。ラ
ンナウェイプロセスがある場合は、これが i ノードを使い切ってしまうこと
があります。カーネルの vxfs_ninode パラメータの値を大きくすると問
題は解決します。
p.44 の 「VxFS ファイルシステムのチューニング」 を参照してください。
■
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015

WARNING: msgcnt x: mesg 015: V-2-15: vx_ibadinactive mount_point file system cannot mark inode inumber bad
WARNING: msgcnt x: mesg 015: V-2-15: vx_ilisterr - mount_point
file system cannot mark inode inumber bad
説明
ディスクで不良 i ノードのマーキングに失敗した上、VX_FULLFSCK フラ
グを設定するためのスーパーブロックの更新にも失敗しました。これは、
i ノードリストブロックとスーパーブロックの両方で I/O 障害が発生したた
め、致命的なディスク障害が発生した可能性があることを示しています。
ファイルシステムの整合性を保持するために、ファイルシステムが無効に
されます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認しま
す。ディスク障害の場合は、ファイルシステムを再マウントする前にディス
クを交換します。
■

016

WARNING: msgcnt x: mesg 016: V-2-16: vx_ilisterr - mount_point
file system error reading inode inumber
説明
i ノードリストの読み取り中に I/O エラーが発生しました。VX_FULLFSCK
フラグが設定されます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスク障害が原
因の場合は、書き込みアクセスを実行するためにファイルシステムをマウ
ントする前にディスクを交換します。ファイルシステムのマウントを解除し、
fsck を使って完全な構造検査を実行してください。
■
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WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_attr_getblk mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_attr_iget - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_attr_indadd mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_attr_indtrunc mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_attr_iremove mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_bmap - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_bmap_indirect_ext4 mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_delbuf_flush mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_dio_iovec - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_dirbread - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_dircreate - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_dirlook - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_doextop_iau mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_doextop_now mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_do_getpage mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_enter_ext4 - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_exttrunc - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_get_alloc - mount_point
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file system inode inumber marked bad in core

017（続き）

WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_ilisterr - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_indtrunc - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_iread - mount_point file
system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_iremove - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_iremove_attr mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_logwrite_flush mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_oltmount_iget mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_overlay_bmap mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_readnomap mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_reorg_trunc mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_stablestore mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_tranitimes - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_trunc - mount_point file
system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_write_alloc2 mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_write_default mount_point file system inode inumber marked bad in core
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-17: vx_zero_alloc - mount_point
file system inode inumber marked bad in core
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017（続き）

■

019

WARNING: msgcnt x: mesg 019: V-2-19: vx_log_add - mount_point
file system log overflow

説明
i ノードに記録された情報が信頼できないと判断すると、カーネルはメモ
リ上の i ノードを不良としてマークします。mount コマンドの ioerror オ
プションに disable が設定されていない場合、このメッセージの後にディ
スク上でも i ノードを不良としてマークしたというメッセージが表示されま
す。または、i ノードをディスク上で更新すると、I/O 障害が発生します。
これ以降、i ノードに対する操作を実行することはできません。
i ノードが不良としてマークされる最も一般的な原因は、ディスク I/O 障
害です。i ノードリスト、ディレクトリブロック、間接アドレスエクステントのい
ずれかに I/O 障害が起きた場合、i ノードにあるデータの整合性、また
はカーネルが i ノードリストに書き込もうとしたデータに問題があります。
このような場合は、ディスクドライバがエラーメッセージを表示し、1 つ以
上の i ノードが不良としてマークされます。
検証時に不良エクステントアドレス、無効な i ノードフィールドまたは破損
ディレクトリデータブロックのいずれかが検出された場合も、カーネルは
i ノードを不良としてマークします。検証チェック自身が失敗する場合は、
ファイルシステムが破損していることを示します。この障害は、通常、ユー
ザーやプロセスがデバイスに直接書き込みを行うか、fsdb を使ってファ
イルシステムを変更すると起こります。
スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが設定されるため、fsck
を次回実行したときには完全な構造検査を実行します。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。どの場合も、ファイルシステムのマウントを解除します。ファイ
ルシステムに VX_FULLFSCK フラグが設定されていない場合、完全な
fsck を実行せずにファイルシステムを再マウントできます。

説明
ログ ID がオーバーフローを起こしています。ログ ID が VX_MAXLOGID
（デフォルト値は約 10 億）に達すると、ファイルシステムが適切な時点で
ログ ID をリセットするようにフラグが設定されます。ログ ID がリセットされ
ていない場合、ログ ID が VX_DISLOGID（デフォルト値は約
VX_MAXLOGID + 5 億）に達すると、ファイルシステムは無効にされます。
ログ ID のリセットは 60 秒ごとの同期間隔で実行されるため、通常このよ
うな事態は発生しません。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■
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020

WARNING: msgcnt x: mesg 020: V-2-20: vx_logerr - mount_point
file system log error errno
説明
インテントログの書き込みに失敗しました。カーネルはスーパーブロック
内で VX_FULLFSCK フラグと VX_LOGBAD フラグを設定して、ログが再
生されないようにします。スーパーブロックを更新できない場合は、ファ
イルシステムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認しま
す。ディスク障害の場合は、ファイルシステムを再マウントする前にディス
クを交換します。
■

021

WARNING: msgcnt x: mesg 021: V-2-21: vx_fs_init - mount_point
file system validation failure
説明
VxFS ファイルシステムをマウントすると、ディスクからファイルシステム構
造が読み取られます。ファイルシステムがクリーンであるとマークされて
いる場合は、構造が正しいことを示しています。この場合、インテントログ
の最初のブロックが消去されます。
I/O 障害がある場合、または構造に不整合がある場合は、VX_FULLFSCK
フラグが設定され、マウントは失敗します。
エラーが I/O 障害に関係ない場合は、ユーザーやプロセスがデバイス
に直接書き込みを行ったり、fsdb を使ってファイルシステムを変更した
可能性があります。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。どの場合も、ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を
使って完全な構造検査を実行します。
■
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022

WARNING: msgcnt x: mesg 022: V-2-22: vx_mountroot - root file
system remount failed
説明
ルートファイルシステムの再マウントに失敗しました。ルートファイルシス
テムを読み書きアクセスのために再マウントできない場合は、システムを
使えません。
ルートの は最初にマウントされるとき、読み取り専用としてマウントされま
す。fsck が実行された後、ファイルシステムは読み書きアクセスのため
に再マウントされます。fsck がサイズ変更操作を完了した場合、または
fsck を実行する前にすでに開かれていたファイルを変更した場合、再
マウントは失敗します。再マウント時に I/O エラーが発生した場合も、再
マウントは失敗します。
通常、システムは自動的に停止または再ブートします。
■ 対応
システムを再ブートします。システムはルートをクリーンな状態で再マウン
トするか、または fsck を使って完全な構造検査を実行してから、クリー
ンな再マウントを実行します。再マウントが成功した場合は、問題が解決
されています。
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスク障害の場
合は、書き込みアクセスを実行するためにファイルシステムをマウントす
る前にディスクを交換します。
システムが起動せず、fsck による完全な構造検査が実行されなかった
場合は、バックアップルートからシステムを再ブートし、手動で fsck に
よる完全な構造検査を実行します。fsck による完全な構造検査で I/O
エラーが検出されないのに問題が解決されない場合は、弊社テクニカル
サポートにご連絡ください。
■

023

WARNING: msgcnt x: mesg 023: V-2-23: vx_unmountroot - root file
system is busy and cannot be unmounted cleanly
説明
ファイルシステム内にアクティブなファイルがあったため、マウントの解除
に失敗しました。
システムが停止するときに、ルートファイルシステムのマウントが解除され
ます。プロセスがハングし、ルートのマウントを解除する前にそのプロセ
スを強制終了できない場合に発生することがあります。
■ 対応
システムを再ブートすると、fsck が実行されます。fsck により、ファイル
システムがクリーンアップされるため、特に操作を実行する必要はありま
せん。
システムの動作が停止するたびにこの問題が発生する場合は、原因を
調査する必要があります。弊社テクニカルサポートにご連絡ください。
■
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024

WARNING: msgcnt x: mesg 024: V-2-24: vx_cutwait - mount_point
file system current usage table update error
説明
カレントユーセージテーブル（CUT）の更新が失敗しました。
ディスクレイアウトバージョン 2 の場合、CUT には、ファイルセットのバー
ジョン番号と各ファイルセットで使った全ブロック数が含まれます。
スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが設定されます。スーパー
ブロックへの書き込みを実行できない場合は、ファイルシステムが無効
にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■

025

WARNING: msgcnt x: mesg 025: V-2-25: vx_wsuper - mount_point
file system super-block update failed
説明
サイズ変更の操作でスーパーブロックへの書き込み中に I/O エラーが
発生しました。ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認しま
す。ディスク障害の場合は、書き込みアクセスを実行するためにファイル
システムをマウントする前にディスクを交換します。
■

026

WARNING: msgcnt x: mesg 026: V-2-26: vx_snap_copyblk mount_point primary file system read error
説明
スナップショットファイルシステムにエラーが発生しました。
プライマリファイルシステムの書き込みを実行すると、もとのデータのコ
ピーがスナップショットファイルシステムに書き込まれます。コピー時にプ
ライマリファイルシステムに読み取りエラーが発生すると、データのコピー
が保存されていないスナップショットファイルシステムは最新でなくなるた
め、無効にされます。
■ 対応
プライマリファイルシステムのエラーメッセージが表示されます。プライマ
リファイルシステムのエラーを修正し、エラーの発生時にそのスナップ
ショットを使っていた、バックアップまたはその他のアプリケーションの失
敗した処理をすべて再実行します。
■
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027

WARNING: msgcnt x: mesg 027: V-2-27: vx_snap_bpcopy mount_point snapshot file system write error
説明
スナップショットファイルシステムへの書き込みが失敗しました。
プライマリファイルシステムが更新されると、もとのデータのコピーがプラ
イマリファイルシステムから読み取られ、スナップショットファイルシステム
に書き込まれます。これらの書き込みのいずれかに失敗すると、スナップ
ショットファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスク障害の場
合は、ディスクを交換します。ディスクのエラーを修正し、エラーの発生
時にそのスナップショットを使っていた、バックアップまたはその他のアプ
リケーションの失敗した処理をすべて再実行します。
■

028

WARNING: msgcnt x: mesg 028: V-2-28: vx_snap_alloc - mount_point
snapshot file system out of space
説明
スナップショットファイルシステムで変更を保存するための領域が不足し
ています。
スナップショットのバックアップ作成時に、プライマリファイルシステムが修
正されると、もとのデータがスナップショットファイルシステムにコピーされ
ます。スナップショットファイルシステムが誤ってマウントされたままである
場合、スナップショットファイルシステムに十分な領域を確保できなかっ
た場合、またはプライマリファイルシステムで膨大な予測できない動作が
実行された場合、このエラーが発生することがあります。スナップショット
ファイルシステムは無効にされます。
■ 対応
スナップショットファイルシステムに十分な領域が確保されているかどうか
を確認します。十分な領域が確保されている場合は、プライマリファイル
システムのアクティビティレベルを調べます。プライマリファイルシステム
が異常にビジーな場合は、バックアップを再実行します。プライマリファ
イルシステムが通常と同じ程度ビジーの場合は、プライマリファイルシス
テムの負荷が比較的小さい時間帯にバックアップを実行するか、または
スナップショットファイルシステムに割り当てるディスク領域を増やします。
エラー発生時に失敗したすべてのバックアップを再実行します。
■
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029, 030

WARNING: msgcnt x: mesg 029: V-2-29: vx_snap_getbp mount_point snapshot file system block map write error
WARNING: msgcnt x: mesg 030: V-2-30: vx_snap_getbp mount_point snapshot file system block map read error
説明
スナップショットのバックアップの最中に、各スナップショットファイルシス
テムはディスク上にブロックマップを保持します。このブロックマップは、
スナップショットファイルシステムに対して、プライマリファイルシステムの
データが格納されている場所を示します。ブロックマップへの I/O 操作
が失敗すると、スナップショットファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスク障害の場
合は、ディスクを交換します。ディスクのエラーを修正し、エラーの発生
時に失敗したバックアップをすべて再実行します。
■

031

WARNING: msgcnt x: mesg 031: V-2-31: vx_disable - mount_point
file system disabled
説明
ファイルシステムが無効にされた場合に、無効化の理由を通知するメッ
セージの後に表示されます。これは、通常、重大な問題が発生したこと
を意味します。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。ディスク障害の場合は、書き込みアクセスを実行する
ためにファイルシステムをマウントする前にディスクを交換します。
■

032

WARNING: msgcnt x: mesg 032: V-2-32: vx_disable - mount_point
snapshot file system disabled
説明
スナップショットファイルシステムが無効にされた場合に、無効化の理由
を通知するメッセージの後に表示されます。
■ 対応
スナップショットファイルシステムのマウントを解除し、メッセージに示され
たエラーを修正してから、エラーが原因で失敗したバックアップをすべて
再実行します。
■
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033

WARNING: msgcnt x: mesg 033: V-2-33: vx_check_badblock mount_point file system had an I/O error, setting VX_FULLFSCK
説明
ディスクドライバで I/O エラーが発生すると、スーパーブロック内でフラグ
が設定されます。このフラグが設定されると、カーネルは安全のため
VX_FULLFSCK フラグを設定します。他のエラーで VX_FULLFSCK フ
ラグが設定されることはないため、これは通常データブロックに障害があ
ることを示します。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認しま
す。ディスク障害の場合は、書き込みアクセスを実行するためにファイル
システムをマウントする前にディスクを交換します。
■

034

WARNING: msgcnt x: mesg 034: V-2-34: vx_resetlog - mount_point
file system cannot reset log
説明
ファイルシステムのログ ID のリセット中に、カーネルがエラーを検出しま
した。これは、スーパーブロックの更新またはログ書き込みでデバイス障
害が検出された場合にのみ発生します。ファイルシステムの整合性を保
持するために、ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認しま
す。ディスク障害の場合は、書き込みアクセスを実行するためにファイル
システムをマウントする前にディスクを交換します。
■

035

WARNING: msgcnt x: mesg 035: V-2-35: vx_inactive - mount_point
file system inactive of locked inode inumber
説明
i ノードの使用中に VOP_INACTIVE が呼び出されました。通常はこの
問題は発生しませんが、発生した場合はファイルシステムが無効にされ
ます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。このエラーをソフトウェア障害として弊社テクニカルサ
ポートにご連絡ください。
■
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036

WARNING: msgcnt x: mesg 036: V-2-36: vx_lctbad - mount_point
file system link count table lctnumber bad
説明
リンクカウントテーブル（LCT）の更新が失敗しました。
ディスクレイアウトバージョン 2 以降の場合、LCT にはすべての構造化
i ノードのリンクカウントが含まれます。スーパーブロック内で
VX_FULLFSCK フラグが設定されます。スーパーブロックへの書き込み
を実行できない場合は、ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■

037

WARNING: msgcnt x: mesg 037: V-2-37: vx_metaioerr - function volume_name file system meta data [read|write] error in dev/block
device_ID/block
説明
ファイルシステムのメタデータへのアクセス時に読み書きエラーが発生し
ました。ファイルシステムで完全な構造検査を実行するため、
VX_FULLFSCK フラグが設定されました。失敗したディスク I/O が読み
取りだったか、書き込みだったかを示すエラーが表示されます。
ファイルシステムのメタデータには、i ノード、ディレクトリブロックおよび
ファイルシステムのログが含まれます。書き込みエラーの場合は、一部
のデータが失われた可能性があります。このメッセージは、影響を受け
た特定のファイルシステムのメタデータに関する別のファイルシステムの
メッセージ、およびディスク I/O エラーに関する情報を含むディスクドラ
イバのメッセージとともに表示されます。
■ 対応
ディスクエラーの原因となる状況を分析します。エラーが一時的な状況
（誤ってディスクの電源を切った場合やケーブルが緩んでいる場合など）
に起因する場合は、その状況を修正します。ケーブルの緩みなどを確認
します。ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造
検査（データ損失の有無）を実行します。
エラーが永続的なディスクエラーに起因する読み取りエラーで、ディスク
ドライバが書き込み時に不良セクタを再マップしている場合、エラーは
fsck の実行時に修正される可能性があります。これは、fsck が読み
取りエラーのあるセクタを上書きする可能性があるためです。その他の
場合では、ディスクドライブを交換または再フォーマットして、ファイルシ
ステムのバックアップをリストアする必要があります。ディスクエラーのリカ
バリ方法に関する情報については、使うシステムのマニュアルを参照し
てください。ディスクドライバによりメッセージが表示され、詳細情報を取
得できます。
■
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038

WARNING: msgcnt x: mesg 038: V-2-38: vx_dataioerr - volume_name
file system file data [read|write] error in dev/block device_ID/block
説明
ファイルデータへのアクセス時に読み書きエラーが発生しました。失敗し
たディスク I/O が読み取りだったか、書き込みだったかを示すエラーが
表示されます。ファイルデータには、現在のファイルのデータと空きブロッ
クの情報が含まれています。ファイルの読み取りまたは書き込みエラー
に起因するメッセージが表示されると、ファイルの i ノード番号を含む別
のメッセージも表示されます。空きブロックへの読み取りまたは書き込み
エラーのためにメッセージが表示されることもあります。これは、一部の操
作によりエクステントが割り当てられ、そのエクステントにすぐに I/O が実
行されるためです。I/O が失敗すると、エクステントが解放され、操作は
失敗します。このメッセージは、ディスク I/O エラーに関するディスクドラ
イバのメッセージとともに表示されます。
■ 対応
ディスクエラーの原因となる状況を分析します。エラーが一時的な状況
（誤ってディスクの電源を切った場合やケーブルが緩んでいる場合など）
に起因する場合は、その状況を修正します。ケーブルの緩みなどを確認
します。ファイルのデータが失われた場合は、ファイルのバックアップを
リストアします。i ノード番号からファイル名を識別します。
ncheck（1M）のマニュアルページを参照してください。
永続的なディスクエラーが発生した場合は、ファイルシステムのバックアッ
プを作成し、ディスクドライブの交換または再フォーマットを行って、ファ
イルシステムのバックアップをリストアします。ディスクエラーのリカバリ方
法に関する情報については、使うシステムのマニュアルを参照してくださ
い。ディスクドライバによりメッセージが表示され、詳細情報を取得できま
す。
■
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039

WARNING: msgcnt x: mesg 039: V-2-39: vx_writesuper - file system
super-block write error
説明
ファイルシステムのスーパーブロックへの書き込みが、ディスク I/O エラー
が原因で失敗しました。障害の発生時にファイルシステムをマウントした
場合は、マウントも失敗します。障害時にファイルシステムがマウントされ
ており、完全な構造検査を実行するための fsck フラグが設定されてい
る場合は、ファイルシステムが無効にされている可能性があります。また、
エラーメッセージ 031 も表示されます。スーパーブロックが sync 操作の
結果として書き込まれている場合は、これ以上対処する必要はありませ
ん。
■ 対応
ディスクエラーの原因となる状況を分析します。エラーが一時的な状況
（誤ってディスクの電源を切った場合やケーブルが緩んでいる場合など）
に起因する場合は、その状況を修正します。ケーブルの緩みなどを確認
します。ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造
検査を実行します。
永続的なディスクエラーが発生した場合は、ファイルシステムのバックアッ
プを作成し、ディスクドライブの交換または再フォーマットを行って、ファ
イルシステムのバックアップをリストアします。ディスクエラーのリカバリ方
法に関する情報については、使うシステムのマニュアルを参照してくださ
い。ディスクドライバによりメッセージが表示され、詳細情報を取得できま
す。
■

040

WARNING: msgcnt x: mesg 040: V-2-40: vx_dqbad - mount_point
file system user|group quota file update error for id id
説明
ユーザー ID に対応するユーザークォータファイルの更新が失敗しまし
た。
クォータファイルには、各ユーザーによって使われているブロックと i ノー
ドの総数が記録され、各ユーザー ID に対応するソフト制限値とハード
制限値が格納されます。スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが
設定されます。スーパーブロックへの書き込みを実行できない場合は、
ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認しま
す。ディスクにハードウェア障害がある場合は、書き込みアクセスを実行
するためにファイルシステムをマウントする前にディスクを修復する必要
があります。
■
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041

WARNING: msgcnt x: mesg 041: V-2-41: vx_dqget - mount_point
file system user|group quota file cannot read quota for id id
説明
uid に対応するユーザークォータファイルの読み取りが失敗しました。
クォータファイルには、各ユーザーによって使われているブロックと i ノー
ドの総数が記録され、各ユーザー ID に対応するソフト制限値とハード
制限値が格納されます。スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが
設定されます。スーパーブロックへの書き込みを実行できない場合は、
ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認しま
す。ディスクにハードウェア障害がある場合は、書き込みアクセスを実行
するためにファイルシステムをマウントする前にディスクを修復する必要
があります。
■

042

WARNING: msgcnt x: mesg 042: V-2-42: vx_bsdquotaupdate mount_point file system user|group_id disk limit reached
説明
ブロックのハード制限が指定値に達しました。ユーザーが所有するファ
イルにブロックをさらに割り当てようとしても、失敗します。
■ 対応
ファイルを削除して領域を解放します。
■

043

WARNING: msgcnt x: mesg 043: V-2-43: vx_bsdquotaupdate mount_point file system user|group_id disk quota exceeded too long
説明
ブロックのソフト制限がソフトクォータ期限を連続して超過しました。ファ
イルにブロックをさらに割り当てようとしても、失敗します。
■ 対応
ファイルを削除して領域を解放します。
■

044

WARNING: msgcnt x: mesg 044: V-2-44: vx_bsdquotaupdate mount_point file system user|group_id disk quota exceeded
説明
ブロックのソフト制限を超えています。割り当てが失敗するまで、一定の
期間内であれば、ユーザーはソフト制限を超えることができます。ソフト
クォータ期限が過ぎると、ファイルにブロックを割り当てようとしても失敗し
ます。
■ 対応
■

ファイルを削除して領域を解放します。
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045

WARNING: msgcnt x: mesg 045: V-2-45: vx_bsdiquotaupdate mount_point file system user|group_id inode limit reached
説明
i ノードのハード制限を超過しました。ユーザーが所有するファイルを作
成しようとしても、失敗します。
■ 対応
ファイルを削除して i ノードを解放します。
■

046

WARNING: msgcnt x: mesg 046: V-2-46: vx_bsdiquotaupdate mount_point file system user|group_id inode quota exceeded too
long
説明
i ノードのソフト制限がソフトクォータ期限を連続して超過しました。ユー
ザーが所有するファイルを作成しようとしても、失敗します。
■ 対応
ファイルを削除して i ノードを解放します。
■

047

WARNING: msgcnt x: mesg 047: V-2-47: vx_bsdiquotaupdate - warning:
mount_point file system user|group_id inode quota exceeded
説明
i ノードのソフト制限を超過しました。新しいファイルの作成が失敗するま
で、一定の期間内であればソフト制限を超えることができます。期限が過
ぎると、ユーザーが所有するファイルを作成しようとしても、失敗します。
■ 対応
ファイルを削除して i ノードを解放します。
■
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048, 049

WARNING: msgcnt x: mesg 048: V-2-48: vx_dqread - warning:
mount_point file system external user|group quota file read failed
WARNING: msgcnt x: mesg 049: V-2-49: vx_dqwrite - warning:
mount_point file system external user|group quota file write failed
説明
信頼性の高い使用率カウントを維持するために、VxFS では、ユーザー
クォータファイルをファイルセット内に構造化ファイルとして保持します。
これらのファイルは、ブロックや i ノードの割り当ておよび解放を処理す
るトランザクションの一部として更新されます。クォータ管理ユーティリティ
と互換性を図るために、VxFS では、ユーザーが表示可能なクォータファ
イルもサポートされています。
クォータの無効化、同期化または新しい制限の追加が実行されると、
VxFS は外部クォータファイルを更新しようとします。クォータが有効な場
合、VxFS では、外部クォータファイルからクォータ限度の設定を読み取
ろうとします。この読み取りまたは書き込みに失敗すると、外部クォータ
ファイルは最新でなくなります。
■ 対応
外部クォータファイルの障害の原因を特定し、修正します。クォータファ
イルを再作成してください。
■

055

WARNING: msgcnt x: mesg 055: V-2-55: vx_force_unmount mount_point file system disabled by forced unmount
説明
特に影響ありません。
■ 対応
特に影響ありません。
■
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056

WARNING: msgcnt x: mesg 056: V-2-56: vx_mapbad - mount_point
file system extent allocation unit state bitmap number number marked
bad
説明
ビットマップへの書き込み中に I/O 障害が発生すると、マップが不良とし
てマークされます。カーネルは、不良マップを無効なマップと見なすた
め、マップからはリソースの割り当てを実行できなくなります。df により十
分な空き領域が報告されている場合でも、この状態によってファイルシス
テムによっては out of space または out of inode というエラーメッセー
ジが表示される場合があります。
このエラーは、ビットマップの不整合に起因する場合もあります。ビット
マップの整合性に矛盾がある場合や、ビットマップですでに空き状態の
ブロックが解放された場合は、ファイルシステムが破損します。これは、
ユーザーやプロセスがデバイスに直接書き込みを行ったり、fsdb を使っ
てファイルシステムを変更すると起きることがあります。
VX_FULLFSCK フラグが設定されます。VX_FULLFSCK フラグを設定で
きない場合は、ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な
構造検査を実行してください。
■

057

WARNING: msgcnt x: mesg 057: V-2-57: vx_esum_bad - mount_point
file system extent allocation unit summary number number marked
bad
説明
エクステントアロケーションユニットの概略情報の読み取りまたは書き込
み中に I/O エラーが起きました。
VX_FULLFSCK フラグが設定されます。VX_FULLFSCK フラグを設定で
きない場合は、ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な
構造検査を実行してください。
■
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058

WARNING: msgcnt x: mesg 058: V-2-58: vx_isum_bad - mount_point
file system inode allocation unit summary number number marked
bad
説明
i ノードアロケーションユニットの概略情報の読み取りまたは書き込み中
に I/O エラーが起きました。
VX_FULLFSCK フラグが設定されます。VX_FULLFSCK フラグを設定で
きない場合は、ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な
構造検査を実行してください。
■

059

WARNING: msgcnt x: mesg 059: V-2-59: vx_snap_getbitbp mount_point snapshot file system bitmap write error
説明
スナップショットのビットマップの書き込み中に I/O エラーが発生しまし
た。スナップファイルシステムに問題はありませんが、スナップショットが
無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。エラーのないディスクパーティションでスナップショットを再開
します。エラー発生時に失敗したすべてのバックアップを再実行します。
■
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060

WARNING: msgcnt x: mesg 060: V-2-60: vx_snap_getbitbp mount_point snapshot file system bitmap read error
説明
スナップショットのビットマップの読み取り中に I/O エラーが発生しまし
た。スナップファイルシステムに問題はありませんが、スナップショットが
無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。エラーのないディスクパーティションでスナップショットを再開
します。エラー発生時に失敗したすべてのバックアップを再実行します。
■

061

WARNING: msgcnt x: mesg 061: V-2-61: vx_resize - mount_point
file system remount failed
説明
ファイルシステムサイズの変更中に、新しいサイズの再マウントに失敗し
ました。VX_FULLFSCK フラグが設定され、ファイルシステムが無効にさ
れます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。検査が終了すると、ファイルシステムにより新しいサイ
ズが表示されます。
■

062

NOTICE: msgcnt x: mesg 062: V-2-62: vx_attr_creatop - invalid
disposition returned by attribute driver
説明
拡張属性の継承時に、登録された属性設定が無効な戻り値を VxFS ド
ライバに戻しました。
■ 対応
VxFS に対して独自の属性設定を行ったアプリケーションのベンダーを
調べ、そのテクニカルサポートセンターにご連絡ください。
■

253

254

付録 B 診断メッセージ
カーネルメッセージ

メッセージ番号

メッセージと定義

063

WARNING: msgcnt x: mesg 063: V-2-63: vx_fset_markbad mount_point file system mount_point fileset (index number)
marked bad
説明
ファイルセット構造体の読み取り中または書き込み中にエラーが発生し
ました。VX_FULLFSCK フラグが設定されます。VX_FULLFSCK フラグ
を設定できない場合は、ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■

064

WARNING: msgcnt x: mesg 064: V-2-64: vx_ivalidate - mount_point
file system inode number version number exceeds fileset's
説明
i ノードの検証時に i ノードバージョン番号とファイルセットのバージョン
番号に不一致が検出されました。一致しないバージョン番号の割合に応
じて、i ノードが不良としてマークされます。ファイルセットのバージョン番
号が変更される場合もあります。
VX_FULLFSCK フラグが設定されます。VX_FULLFSCK フラグを設定で
きない場合は、ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。どの場合も、ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を
使って完全な構造検査を実行します。
■

066

NOTICE: msgcnt x: mesg 066: V-2-66: DMAPI mount event - buffer
説明
HSM（階層ストレージ管理）エージェントが DMAPI マウントイベントに応
答して、buffer のメッセージを戻しました。
■ 対応
メッセージへの適切な応答については、HSM 製品のマニュアルを参照
してください。
■
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067

WARNING: msgcnt x: mesg 067: V-2-67: mount of device_path
requires HSM agent
説明
ファイルシステムが HSM エージェントの管理下にあるとしてマークされ
ており、HSM エージェントがマウント時に検出されなかったため、ファイ
ルシステムのマウントが失敗しました。
■ 対応
HSM エージェントを再起動し、ファイルシステムを再マウントしてくださ
い。
■

068

WARNING: msgcnt x: mesg 068: V-2-68: ncsize parameter is greater
than 80% of the vxfs_ninode parameter; increasing the value of
vxfs:vxfs_ninode
説明
vxfs_ninode パラメータの自動調整された値が ncsize パラメータ
の 125 % を下回っています。
■ 対応
このメッセージが表示されないようにするには、vxfs_ninode を
ncsize の 125 % 以上の値に設定します。vxfs_ninode の値を増
やすのではなく、ncsize の値を減らして調整することをお勧めします。
■

p.44 の 「VxFS ファイルシステムのチューニング」 を参照してください。
069

WARNING: msgcnt x: mesg 069: V-2-69: memory usage specified by
the vxfs:vxfs_ninode and vxfs:vx_bc_bufhwm parameters exceeds
available memory; the system may hang under heavy load
説明
システムのチューニングパラメータである vxfs_ninode と
vx_bc_bufhwm の値が増加して、カーネル仮想アドレス領域の 66 %
または物理システムメモリの 50 % を超過しました。VxFS の各 i ノードで
は、約 1 KB が必要なので、両方の値が 1 KB 単位で処理されることが
あります。
■ 対応
システムのハングアップを回避するには、パラメータのいずれかの値、ま
たは両方の値を物理メモリの 50 % 未満、またはカーネルの仮想メモリ
の 66 % 未満に減らします。
p.44 の 「VxFS ファイルシステムのチューニング」 を参照してください。
■
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070

WARNING: msgcnt x: mesg 070: V-2-70: checkpoint
checkpoint_name removed from file system mount_point
説明
Storage Checkpoint の更新中にファイルシステムの領域が不足しまし
た。操作を完了するために Storage Checkpoint が削除されました。
■ 対応
ファイルシステムのサイズを増やします。ファイルシステムのサイズを増
やすことができない場合は、ファイルを削除して新しい Storage
Checkpoint に十分な領域を確保します。領域が不足しないように、ファ
イルシステムの容量を詳細に監視してください。
fsadm_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。
■

071

NOTICE: msgcnt x: mesg 071: V-2-71: cleared data I/O error flag in
mount_point file system
説明
ファイルシステムのマウント時にユーザーデータ I/O エラーフラグがリセッ
トされました。このエラーメッセージは、ファイルシステムが前回マウントさ
れたときに、読み取りまたは書き込みエラーが起きたことを示します。
メッセージ番号 038 を参照してください。
■ 対応
単なる通知なので、対処する必要はありません。
■

072

WARNING: msgcnt x: vxfs: mesg 072: could not failover for
volume_name file system
説明
このメッセージは、クラスタファイルシステムに固有です。クラスタでノード
の 1 つに障害が発生し、新しく選択されたプライマリノードで障害が発生
した問題を示しています。
■ 対応
ノードのシステムログとコアダンプをディスクイメージ（metasave）とともに
保存し、弊社テクニカルサポートにご連絡ください。ノードを再ブートす
るとクラスタに参加できます。
■
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075

WARNING: msgcnt x: mesg 075: V-2-75: replay fsck failed for
mount_point file system
説明
フェールオーバーの最中、または CFS のプライマリシップをセカンダリク
ラスタノードの 1 つに移行しているときに、ログの再生に失敗しました。
ファイルシステムが無効にされます。
■ 対応
クラスタからファイルシステムのマウントを解除します。fsck を使って完
全な構造検査を実行し、ファイルシステムを再マウントしてください。
■

076

NOTICE: msgcnt x: mesg 076: V-2-76: checkpoint asynchronous
operation on mount_point file system still in progress
■

説明

ファイルシステムのマウントの解除中に、EBUSY メッセージが受信されまし
た。このマウント解除時の障害は、ファイルセットの削除や Nodata Storage
Checkpoint へのファイルセットの変換など、保留中の非同期ファイルセット
操作に起因しています。
■

077

対応
操作には相当な時間がかかる場合があります。強制マウント解除を実行
するか、ファイルシステムのマウントが正常に解除されるよう操作が完了
するまで待機します。
umount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

WARNING: msgcnt x: mesg 077: V-2-77: vx_fshdchange mount_point file system number fileset, fileset header: checksum
failed
説明
ファイルセットヘッダーの変更中にディスクの破損が検出されました。新
しい i ノードアロケーションユニットの書き込み時に、ファイルセットへの
新しい i ノードの割り当てを回避しようとして、この障害が発生する場合
があります。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■
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078

WARNING: msgcnt x: mesg 078: V-2-78: vx_ilealloc - mount_point
file system mount_point fileset (index number) ilist corrupt
説明
新しい i ノードの割り当て中に、ファイルセットの i ノードリストが破損し、
その破損が検出されました。失敗したシステムコールにより ENOSPC エ
ラーが返されます。十分な数のファイルを削除しない限り、それ以降の i
ノードの割り当ても失敗します。
■ 対応
ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を
実行してください。
■

付録 B 診断メッセージ
カーネルメッセージ

メッセージ番号
079

メッセージと定義

259

260

付録 B 診断メッセージ
カーネルメッセージ

メッセージ番号

メッセージと定義
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_attr_getblk mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_attr_iget - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_attr_indadd mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_attr_indtrunc mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_attr_iremove mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_bmap - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_bmap_indirect_ext4 mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_delbuf_flush mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_dio_iovec - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_dirbread - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_dircreate - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_dirlook - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_doextop_iau mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_doextop_now mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_do_getpage mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_enter_ext4 - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_exttrunc - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_get_alloc - mount_point
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file system inode inumber marked bad on disk

079（続き）

WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_ilisterr - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_indtrunc - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_iread - mount_point file
system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_iremove - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_iremove_attr mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_logwrite_flush mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_oltmount_iget mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_overlay_bmap mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_readnomap mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_reorg_trunc mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_stablestore mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_tranitimes - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_trunc - mount_point file
system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_write_alloc2 mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_write_default mount_point file system inode inumber marked bad on disk
WARNING: msgcnt x: mesg 017: V-2-79: vx_zero_alloc - mount_point
file system inode inumber marked bad on disk
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079（続き）

■

説明
i ノードに記録された情報が信頼できないと判断すると、カーネルは i
ノードをディスク上で不良としてマークします。i ノードが不良としてマー
クされる最も一般的な原因は、ディスク I/O 障害です。i ノードリスト、ディ
レクトリブロック、間接アドレスエクステントのいずれかに I/O 障害が起き
た場合、i ノードにあるデータの整合性、またはカーネルが i ノードリスト
に書き込もうとしたデータに問題があります。このような場合は、ディスク
ドライバがエラーメッセージを表示し、1 つ以上の i ノードが不良として
マークされます。
検証時に不良エクステントアドレス、無効な i ノードフィールドまたは破損
ディレクトリデータブロックのいずれかが検出された場合も、カーネルは
i ノードを不良としてマークします。検証チェック自身が失敗する場合は、
ファイルシステムが破損していることを示します。この障害は、通常、ユー
ザーやプロセスがデバイスに直接書き込みを行うか、fsdb を使ってファ
イルシステムを変更すると起こります。
スーパーブロック内で VX_FULLFSCK フラグが設定されるため、fsck
を次回実行したときには完全な構造検査を実行します。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認します。ディスクに障害が
ある場合は、ディスクを交換します。I/O 障害に問題がない場合は、ディ
スクが破損した理由を調べます。ユーザーまたはプロセスがデバイスに
書き込みを行っていない場合は、弊社テクニカルサポートに問題をご連
絡ください。どの場合も、ファイルシステムのマウントを解除し、fsck を
使って完全な構造検査を実行します。
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080

WARNING: msgcnt x: mesg 080: V-2-80: Disk layout versions older
than Version 4 will not be supported in the next release.It is advisable
to upgrade to the latest disk layout version now.
vxupgrade（1M）のマニュアルページを参照してください。
『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照してください。
対応
vxupgrade コマンドを使って、古いディスクレイアウトを使っているファ
イルシステムをバージョン 5、6、7 にアップグレードします。ディスクレイ
アウトのアップグレードを実行する場合、次の内容を考慮してください。
■ ディスクレイアウトバージョン 1 のファイルシステムでは、8,000,000 を超
える i ノードをサポートできます。一方、ディスクレイアウトバージョン 2 の
ファイルシステムでは、8,000,000 が上限です。
ディスクレイアウトバージョン 1 では、それ以降のレイアウトよりも、ディス
クジオメトリを細かく制御できます。この細かい制御は、新しい技術が導
入されているディスクには関係しませんが、古いハードウェアで使うこと
ができます。ディスクジオメトリの細かい制御が必要な古いハードウェア
で、ディスクレイアウトバージョン 1 のファイルシステムを使っている場合、
ディスクレイアウトをアップグレードすると問題が発生する可能性がありま
す。
ディスクレイアウトバージョン 1 またはバージョン 2 のファイルシステムの
イメージをコピーユーティリティ（dd や volcopy）で作成した場合、ディ
スクレイアウトをアップグレードした後で、そのイメージを使えなくなりま
す。
■

081

WARNING: msgcnt x: mesg 081: V-2-81: possible network partition
detected
説明
このメッセージは、CFS がネットワークのパーティション分割を検出し、
ファイルシステムをローカルノード（メッセージが表示されるノード）上で
無効にした場合に表示されます。
■ 対応
クラスタ内のノード間通信に 1 つ以上のプライベートネットワークリンクが
存在します。クラスタの整合性を保持するには、最低 1 つのリンクをアク
ティブにする必要があります。すべてのリンクが切断された場合、最後の
ネットワークリンクの切断後に、ノードはクラスタ内の他のノードと通信で
きなくなる可能性があります。
ネットワークの接続を検査してください。ネットワークの接続が正しく動作
していることを確認したら、無効にしたファイルシステムのマウントを解除
し、もう一度マウントしてください。
■
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082

WARNING: msgcnt x: mesg 082: V-2-82: volume_name file system is
on shared volume.It may get damaged if cluster is in partitioned state.
説明
クラスタノードがパーティション分割された状態にあり、ファイルシステム
が VxVM の共有ボリューム上に存在する場合、クラスタ内の別のノード
から偶発的にアクセスされると、このボリュームは破損する可能性があり
ます。
■ 対応
このような共有ディスクはパーティション分割されたノードからもアクセス
される可能性があるため、誤って破損することがあります。そのため、082
の 2 番目のメッセージは、前述のデバイスが共有ボリューム上に存在し、
実際にパーティション分割された状態にある場合にのみ破損が起こる可
能性があることを示しています。マウントされたノードからファイルシステ
ムのマウントが解除されるまで、他のすべてのノードで共有ボリューム上
のデバイスを使わないでください。
■

083

WARNING: msgcnt x: mesg 083: V-2-83: mount_point file system
log is not compatible with the specified intent log I/O size
説明
指定された mount logiosize サイズがファイルシステムのレイアウトと互
換性を持たないか、またはファイルシステムが破損しています。
■ 対応
logiosize オプションを指定せずにファイルシステムを再マウントするか、
ファイルシステムの作成時に指定したインテントログと互換性を持つ
logiosize の値を使います。エラーが続く場合、ファイルシステムのマウ
ントを解除し、fsck を使って完全な構造検査を実行します。
■

084

WARNING: msgcnt x: mesg 084: V-2-84: in volume_name quota on
failed during assumption.(stage stage_number)
説明
クラスタファイルシステムで、ファイルシステムのプライマリに障害が発生
した場合は、プライマリの役割を引き受けるセカンダリファイルシステムが
選択されます。引き受けたノードは、プライマリになった後でクォータを適
用できます。
新しいプライマリがクォータを適用できない場合は、このメッセージが表
示されます。
■ 対応
ファイルシステムがマウントされている任意のノードから、quotaon コマン
ドを発行します。
■
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085

WARNING: msgcnt x: mesg 085: V-2-85: Checkpoint quota - warning:
file_system file system fileset quota hard limit exceeded
説明
システム管理者は、Storage Checkpoint クォータに対してソフト制限と
ハード制限のいずれかを設定することができます。このメッセージは、
ハード制限を超過した場合に表示されます。
■ 対応
Storage Checkpoint を削除するか、ハード制限の設定を大きくします。
■

086

WARNING: msgcnt x: mesg 086: V-2-86: Checkpoint quota - warning:
file_system file system fileset quota soft limit exceeded
説明
システム管理者は、Storage Checkpoint クォータに対してソフト制限と
ハード制限のいずれかを設定することができます。このメッセージは、ソ
フト制限を超過した場合に表示されます。
■ 対応
Storage Checkpoint を削除するか、ソフト制限の設定を大きくします。
これは、必須の操作ではありませんが、推奨されています。
■

087

WARNING: msgcnt x: mesg 087: V-2-87: vx_dotdot_manipulate:
file_system file system inumber inode ddnumber dotdot inode
error
説明
i ノードエントリを変更する操作を実行し、i ノードが不正である場合は、
このメッセージが表示されます。
■ 対応
エラーを修正するために、fsck を使って完全なファイルシステムの検
査を実行します。
■

088

WARNING: msgcnt x: mesg 088: V-2-88: quotaon on file_system
failed; limits exceed limit
説明
外部クォータファイル quotas にはクォータ値が含まれており、範囲は 0
から 2147483647 です。quotaon コマンドによってクォータが有効に
なった際に、ユーザーがクォータ限度を超過している場合は、このメッ
セージが表示されます。
■ 対応
quotas ファイル内のクォータ値を修正します。
■
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089

WARNING: msgcnt x: mesg 089: V-2-89: quotaon on file_system
invalid; disk usage for group/user id uid exceeds sectors sectors
説明
サポートされているクォータ限度は、最大 2147483647 セクタまでです。
quotaon コマンドによってクォータが有効になった際に、ユーザーがサ
ポートされているクォータ限度を超過している場合は、このメッセージが
表示されます。
■ 対応
ファイルを削除して制限より低くクォータを設定するようにユーザーに求
めます。
■

090

WARNING: msgcnt x: mesg 090: V-2-90: quota on file_system failed;
soft limits greater than hard limits
説明
1 人以上のユーザーまたはグループのソフト制限がハード制限より大き
く設定されているため、BSD クォータを有効にできません。
■ 対応
各ユーザーおよびグループのソフト制限とハード制限を検査し、ソフト制
限がハード制限より大きく設定されていないかどうかを確認します。
■

091

WARNING: msgcnt x: mesg 091: V-2-91: vx_fcl_truncate - failure to
punch hole at offset offset for bytes bytes in File Change Log file;
error error_number
説明
FCL ファイルによって使われている領域を管理しようとして、VxFS カー
ネルにエラーが発生しました。この時点では、この領域をアクティブに管
理できないため、FCL は非アクティブにし、1 ファイルシステムブロックに
切り捨てられます。FCL には、FCL スーパーブロックのみが含まれます。
■ 対応
FCL を再度、アクティブにします。
■

092

WARNING: msgcnt x: mesg 092: V-2-92: vx_mkfcltran - failure to map
offset offset in File Change Log file
説明
VxFS カーネルは、実際の領域を FCL ファイルの次のオフセットにマッ
プできませんでした。これは、通常、FCL ファイルへの割り当てに問題が
あります。この FCL ファイルに新しい FCL レコードを書き込むことができ
ないため、FCL は非アクティブにされます。
■ 対応
FCL を再度、アクティブにします。
■
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096

WARNING: msgcnt x: mesg 096: V-2-96: file_system file system
fullfsck flag set - function_name.
説明
ファイルシステムを次にマウントする際に、完全な fsck を実行する必要
があります。
■ 対応
即座に対処する必要はありません。ファイルシステムのマウントを解除す
る際に、fsck を使って完全なファイルシステムの検査を実行し、ファイ
ルシステムを再マウントします。
■

097

WARNING: msgcnt x: mesg 097: V-2-97: VxFS failed to create new
thread (error_number, function_address:argument_address)
説明
メモリ不足などのリソース制限のため、VxFS はカーネルスレッドを作成
できませんでした。
■ 対応
VxFS は、成功するまでスレッドの作成を試みます。即座に対処する必
要はありません。カーネルメモリなどのカーネルリソースが、容量の範囲
を超えて割り当てられています。その場合、システムを適宜再設定しま
す。
■

098

WARNING: msgcnt x: mesg 098: V-2-98: VxFS failed to initialize File
Change Log for fileset fileset (index number) of mount_point file
system
説明
VxFS マウントは、現在のファイルセットマウントの FCL 構造を初期化で
きませんでした。その結果、FCL は実行されませんでした。FCL ファイル
には、ログレコードがありません。
■ 対応
FCL を再度アクティブにします。
■

099

WARNING: msgcnt x: mesg 099: V-2-99: The specified value for
vx_ninode is less than the recommended minimum value of
min_value
説明
自動調整された値、またはシステム管理者が指定した値は、i ノードキャッ
シュに可能な i ノードの総数の推奨最小値より低い値になりました。VxFS
は、新たに調整された値を無視し、メッセージ（VX_MINNINODE）に指
定された値を保持します。
■ 対応
単なる通知なので、対処する必要はありません。
■
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101

WARNING: msgcnt x: mesg 101: V-2-101: File Change Log on
mount_point for file set index approaching max file size
supported.File Change Log will be reactivated when its size hits max
file size supported.
■

説明

FCL ファイルのサイズが、サポートされるファイルサイズの最大値に近づい
ています。このサイズは、プラットフォームにより異なります。FCL ファイルが
ファイルサイズの最大値に達したら、FCL は非アクティブにされ、再度アク
ティブにされます。それまでに収集されたすべてのログ情報は失われます。
■

102

対応
FCL の非アクティブ化と再アクティブ化による喪失を制限するため、でき
る限りの修正を行います。

WARNING: msgcnt x: mesg 102: V-2-102: File Change Log of
mount_point for file set index has been reactivated.
■

説明

FCL ファイルのサイズが、サポートされるファイルサイズの最大値に達し、FCL
は再度アクティブにされました。現在の fc_loff からファイルサイズの最大
値までの FCL ファイルに保存されたすべてのレコードはパージされました。
新しいレコードは、オフセット fs_bsize で始まる FCL ファイルに記録され
ます。FCL のアクティブ化日時は、再度アクティブにした時間に再設定され
ました。影響は、FCL が非アクティブにされ、アクティブにされた場合と同じ
です。
■

103

対応
単なる通知なので、対処する必要はありません。

WARNING: msgcnt x: mesg 103: V-2-103: File Change Log merge on
mount_point for file set index failed.
■

説明

VxFS カーネルにおいて、内部の各ノードの FCL を外部の FCL にマージし
ている最中にエラーが発生しました。このマージを省略すると FCL を正しく
維持できないため、FCL は無効になっています。
■

対応
FCL を再度、アクティブにします。
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104

WARNING: msgcnt x: mesg 104: V-2-104: File System mount_point
device volume_name disabled
■

説明

ボリューム管理ツールは、指定したボリュームが処理に失敗したことを検出
しました。ボリューム管理ツールに無効なボリュームが含まれています。無効
なボリュームへは、これ以上 I/O 要求が送られません。
■

105

対応
ボリュームを修復する必要があります。

WARNING: msgcnt x: mesg 105: V-2-105: File System mount_point
device volume_name re-enabled
■

説明

ボリューム管理ツールは、以前無効だったボリュームが現在操作中であるこ
と検出しました。ボリューム管理ツールには再度有効になったボリュームが
含まれています。
■

106

対応
単なる通知なので、対処する必要はありません。

WARNING: msgcnt x: mesg 106: V-2-106: File System mount_point
device volume_name has BAD label
■

説明

ファイルシステムのラベルが、MVS 機能で予期していたラベルと一致してい
ません。ファイルシステムのボリュームは、事実上無効となっています。
■

107

対応
ボリュームが割り当てられているラベルと一致しないためにラベルが不良
になっている場合は、vxvset コマンドを使って、そのラベルを修正しま
す。それ以外の場合は、ラベルは上書きされ、ボリュームの内容が失わ
れている可能性があります。この問題については、テクニカルサポートに
お問い合わせください。

WARNING: msgcnt x: mesg 107: V-2-107: File System mount_point
device volume_name valid label found
■

説明

不良なラベルが付けられたファイルシステムのラベルがなんらかの形でリス
トアされました。下位ボリュームは機能しています。
■

対応
単なる通知なので、対処する必要はありません。
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108

WARNING: msgcnt x: mesg 108: V-2-108: vx_dexh_error - error:
fileset fileset, directory inode number dir_inumber, bad hash
inode hash_inode, seg segment bno block_number
■

説明

ディレクトリの追加ハッシュが破損しています。
■

109

対応
ファイルシステムが読み書きモードでマウントされている場合、ディレクト
リのハッシュは、自動的に削除されるとともに再作成されます。削除や再
作成に失敗すると、その後のメッセージでエラーの種類が示されます。
メッセージが表示されない場合は、ハッシュの削除や再作成に成功した
ことになります。

WARNING: msgcnt x: mesg 109: V-2-109: failed to tune down
tunable_name to tunable_value possibly due to tunable_object
in use, could free up only up to suggested_tunable_value
■

説明

チューニングパラメータ（ninode や bufhwm など）の値を kctune コマン
ドによって変更しようとしても、現在のシステムの使用状況によっては、チュー
ニングパラメータを指定の値に減らせないことがあります。警告メッセージに
は、チューニングパラメータの最小値も示されています。
■

110

対応
チューニングパラメータの値を、警告メッセージに示されている最小値に
まで減らします。
p.44 の 「VxFS ファイルシステムのチューニング」 を参照してください。

WARNING: msgcnt x: mesg 110: V-2-110: The specified value for
vx_bc_bufhwm is less than the recommended minimum value of
recommended_minimum_value.
■

説明

VxFS バッファキャッシュで使うメモリを制限するための vx_bc_bufhwm
チューニングパラメータにあまりにも小さな値を設定すると、様々なアプリケー
ションでシステムのパフォーマンスが低下します。vx_bc_bufhwm には、警
告メッセージに示されている推奨最小値よりも小さい値を設定しないでくだ
さい。
■

対応
vx_bc_bufhwm チューニングパラメータに、警告メッセージに示されて
いる推奨最小値より大きな値を設定します。
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111

WARNING: msgcnt x: mesg 111: V-2-111: You have exceeded the
authorized usage (maximum maxfs unique mounted user-data file
systems) for this product and are out of compliance with your License
Agreement.Please email sales_mail@symantec.com or contact your
Symantec sales representative for information on how to obtain
additional licenses for this product.
■

説明

VxFS ファイルシステムは、Storage Foundation の基本的な使用許諾契約
に基づき、その数が制限されており、ここでは、その制限数を超えています。
■

対応
この製品の追加ライセンス取得に関する詳細については、ご購入先に
お問い合わせください。

一意のメッセージ ID について
VxFS では、カーネルに関連のない問題に対して診断メッセージまたはエラーメッセージ
が生成されます。これらのメッセージは重複のないメッセージ識別子（UMI）とともに表示
されます。この一覧には、各メッセージの原因となる障害を処理または修正するための説
明と対処方法が記載されています。テクニカルサポートの支援が必要な場合に、UMI を
使って問題を識別します。

一意のメッセージ ID
一般的に出力される UMI と関連メッセージのいくつかを次の表で説明します。
表 B-2

一意のメッセージ ID とメッセージ

メッセージ番号

メッセージと定義

20002

UX:vxfs command: ERROR: V-3-20002: message
説明
コマンドが、デバイスを開く前に、デバイスパスに stat（）を呼び出して、
そのパスがキャラクタデバイスを参照していることを確認しようとしました
が、stat（）呼び出しが失敗しました。［アクセスが拒否されました（Access
denied）］または［そのようなファイルまたはディレクトリがありません（No
such file or directory）］などが表示された特定のエラーでは、エラー
メッセージにプラットフォーム固有のメッセージが含まれます。
■ 対応
訂正の動作は個々のエラーにより異なります。
■
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20003

UX:vxfs command: ERROR: V-3-20003: message
説明
コマンドがディスクデバイスを開こうとしましたが、open（）呼び出しに失
敗しました。［アクセスが拒否されました（Access denied）］または［その
ようなファイルまたはディレクトリがありません（No such file or directory）］
などが表示された特定のエラーでは、エラーメッセージにプラットフォー
ム固有のメッセージが含まれます。
■ 対応
訂正の動作は個々のエラーにより異なります。
■

20005

UX:vxfs command: ERROR: V-3-20005: message
説明
コマンドがデバイスからスーパーブロックを読み取ろうとしましたが、read
（）呼び出しに失敗しました。［アクセスが拒否されました（Access denied）］
または［そのようなファイルまたはディレクトリがありません（No such file
or directory）］などが表示された特定のエラーでは、エラーメッセージ
にプラットフォーム固有のメッセージが含まれます。
■ 対応
訂正の動作は個々のエラーにより異なります。
■

20012

UX:vxfs command: ERROR: V-3-20012: message
説明
有効な VxFS ファイルシステムを含まないデバイスでコマンドが呼び出さ
れました。
■ 対応
所定のパスが指定されていることを確認してください。
■

20076

UX:vxfs command: ERROR: V-3-20076: message
説明
コマンドがファイル（通常、ファイルシステムのマウントポイント）で stat
（）を呼び出しましたが、呼び出しに失敗しました。
■ 対応
所定のパスが指定されていることと、ユーザーにそのパスへのアクセス
権限があることを確認してください。
■
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一意のメッセージ ID

メッセージ番号

メッセージと定義

21256

UX:vxfs command: ERROR: V-3-21256: message
説明
ファイルシステムをマウントしようとしましたが失敗しました。原因は、存在
しない特定の Storage Checkpoint のマウントを要求したか、またはファ
イルシステムが HSM で管理されているにもかかわらず、HSM が動作し
ていない場合のいずれかです。
■ 対応
1 番目の場合は、fsckptadm list コマンドを使って、存在する
Storage Checkpoint を確認し、適切な Storage Checkpoint をマウン
トします。2 番目の場合は、HSM が動作していることを確認します。HSM
が動作していない場合は、ファイルシステムを開始して、再度マウントし
ます。
■

21264

UX:vxfs command: ERROR: V-3-21264: message
説明
VxFS ファイルシステムをマウントしようとしましたが失敗しました。原因
は、マウントするボリュームまたはマウントポイントになるディレクトリが使
用中のためです。
VxVM が使用中になる理由として、ボリュームが共有ディスクグループ
にあり、そのボリュームがクラスタ内のノードで現在 fsck などの VxFS
コマンドでアクセスされている場合が考えられます。
マウントポイントが使用中になる理由として、プロセスがディレクトリを開こ
うとしたか、またはディレクトリをそのプロセスのカレントディレクトリにしよ
うとしたことが考えられます。
またマウントポイントが使用中になる別の理由として、ディレクトリが NFS
エクスポートされている場合が考えられます。
■ 対応
プロセスがディレクトリを開こうとしたか、またはそのプロセスのカレントディ
レクトリにしようとして、マウントポイントが使用中の場合は、fuser コマン
ドを使ってプロセスを検索し、そのプロセスに対してディレクトリへの参照
を解放させるか、またはそのプロセスを強制終了します。その後、ファイ
ルシステムのマウントを再度試みます。
ディレクトリが NFS エクスポートされている場合は、Solaris オペレーティ
ングシステムで unshare mntpt を実行するなどして、ディレクトリをアン
エクスポートします。その後、ファイルシステムのマウントを再度試みま
す。
■
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21268

UX:vxfs command: ERROR: V-3-21268: message
説明
このメッセージは、fsckpt_restore と mount の異なる 2 つのコマン
ドから出力されます。どちらの場合も、カーネルによるファイルシステムの
マウントの失敗で、I/O エラーまたは VxFS メタデータの破損が原因で
す。
■ 対応
コンソールログを調べ I/O エラーがないか確認し、レポートされた問題を
すべて解決します。完全な fsck を実行します。
■

21272

UX:vxfs command: ERROR: V-3-21272: message
説明
指定したマウントオプションに相互排他的なオプションが含まれている
か、または再マウントの場合に、変更が許されないマウントオプションに
既存とは異なるマウントオプションが指定されていました。
■ 対応
要求したマウントオプションのすべてを相互互換性のあるマウントオプ
ションに変更して、再度マウントを実行します。
■

23729

UX:vxfs command: ERROR: V-3-23729: message
説明
クラスタのマウントには、VCS が制御する vxfsckd デーモンが実行さ
れている必要があります。
■ 対応
VCS の状態をチェックしてこのサービスが動作していない原因を見つけ
ます。VCS でデーモンを開始してから、マウントを再度実行します。
■

24996

UX:vxfs command: ERROR: V-3-24996: message
説明
VxFS のリリースによっては、VxFS mount コマンドがファイルシステムを
マウントする前に、mount が VxFS スーパーブロックを読み取って、マウ
ントするファイルシステムのディスクレイアウトバージョンを判別し、インス
トールされた VxFS リリースでディスクレイアウトバージョンがサポートされ
ているかどうかをチェックする場合があります。なんらかの理由でスーパー
ブロックの読み取りに失敗すると、このメッセージが表示されます。通常、
このメッセージの前に別のエラーメッセージが出力され、スーパーブロッ
クが読み取れなかった原因に関する詳細が表示されます。
■ 対応
訂正の動作は先行するエラー（ある場合）により異なります。
■

C
ディスクレイアウト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ディスクレイアウトについて

■

VxFS ディスクレイアウトバージョン 4

■

VxFS ディスクレイアウトバージョン 5

■

VxFS ディスクレイアウトバージョン 6

■

VxFS ディスクレイアウトバージョン 7

■

1 TB を超えるファイルシステムでの UNIX コマンドの使用

ディスクレイアウトについて
ディスクレイアウトは、ファイルシステムの情報がディスクに保存される方法です。VxFS で
は、7 つの異なるディスクレイアウトバージョンを作成して、技術の進歩に対応しています。
VxFS で使われているディスクレイアウトバージョンは次のとおりです。
バージョン 1

ディスクレイアウトバージョン 1 は、VxFS のバージョン 2.0 以 サポートなし
前に用意されていたもとの VxFS ディスクレイアウトです。

バージョン 2

ディスクレイアウトバージョン 2 では、ファイルセット、i ノード サポートなし
の動的割り当て、拡張セキュリティなどの機能をサポートしま
す。ディスクレイアウトバージョン 2 は、クォータとともに使うこ
ともできます。

バージョン 3

ディスクレイアウトバージョン 3 では、ファイルシステムのすべ サポートなし
ての構造情報をディスク上の固定位置ではなくファイル内に
保存することで、スケーラビリティを大幅に向上しています。
バージョン 3 は、サイズが 1 TB までのファイルとファイルシ
ステムをサポートします。
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バージョン 4

ディスクレイアウトバージョン 4 では、ファイルシステムのすべ サポート対象
ての構造情報をディスク上の固定位置ではなくファイル内に
保存することで、スケーラビリティを大幅に向上しています。
バージョン 4 は、サイズが 1 TB までのファイルとファイルシ
ステムをサポートします。

バージョン 5

ディスクレイアウトバージョン 5 では、32 TB までのファイルシ サポート対象
ステムを作成することができます。ファイルのサイズは、最大
40 億ファイルシステムブロックです。1 TB を超えるファイル
システムは、Veritas Volume Manager ボリュームに作成す
る必要があります。

バージョン 6

ディスクレイアウトバージョン 6 では、MVS、CDS、名前付き サポート対象
データストリーム、FCL などの機能が有効になります。

バージョン 7

ディスクレイアウトバージョン 7 では、変更可能な大きいサイ サポート対象
ズの履歴ログレコードをサポートできます。この履歴ログレ
コードには、2048 よりも多いボリュームと、大規模なディレク
トリハッシュ、そして DST（Dynamic Storage Tiering）属性
を含めることができます。

一部のディスクレイアウトバージョンは、すべての UNIX オペレーティングシステムではサ
ポートされていませんでした。現在作成およびマウントできるのは、バージョン 4、5、6、7
のディスクレイアウトのみです。バージョン 1 および 2 のディスクレイアウトのファイルシス
テムは、作成もマウントもできません。バージョン 7 は、デフォルトのディスクレイアウトで
す。
ファイルシステムをオンラインにした状態で既存の VxFS ファイルシステムをディスクレイ
アウトバージョン 5、6、7 のいずれかにアップグレードするために、vxupgrade コマンドが
用意されています。アップグレードは、古いレイアウトから新しいレイアウトに実行する必
要があります。
vxupgrade（1M）のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステムをマウントしていない状態で、ディスクレイアウトバージョン 1 および 2 を
ディスクレイアウトバージョン 5 にアップグレードするために、vxfsconvert コマンドが用
意されています。
vxfsconvert（1M）のマニュアルページを参照してください。

VxFS ディスクレイアウトバージョン 4
ディスクレイアウトバージョン 4 では、大容量ファイルやファイルシステムに備えてファイル
システムを容易に拡張できます。
もとのディスクレイアウトでは、ファイルシステム領域がアロケーションユニット（Allcation
Unit: AU）に分割されていました。1 番目の AU はファイルシステム領域の途中から開始
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されるため、この位置がアラインメント障害を引き起こすことがありました。それぞれの AU
にも、自身の概略情報、ビットマップおよびデータブロックが保持されています。このため
AU 構造情報は各 AU の開始位置に保存されることになり、割り当てられる最大エクステ
ントサイズが制限されていました。以前のバージョンの AU のモデルを置き換えることで、
AU のアラインメントは不要になり、エクステントサイズの制限もなくなりました。
VxFS ディスクレイアウトバージョン 4 では、ファイルシステム領域全体を固定サイズの AU
に分割します。最初の AU はブロック 0 から開始され、すべての AU は 32 K ブロックの
固定長になります。ただし、残っている領域のサイズに関係なくファイルシステムの末尾
を占有する最後の AU は固定長にはなりません。1 番目の AU は、以前のバージョンの
ようにファイルシステムの途中からではなく、ブロック 0 から開始されます。そのため、ファ
イルシステムの作成時にアラインメントやパディングを明示的に実行する必要がなくなりま
した。
ディスクレイアウトバージョン 4 のファイルシステムも、AU の構造データを AU の開始位
置に格納する方式から、すべての構造情報をファイルに保存する方式へと移行していま
す。そのため、ファイルシステム構造を拡張するには、適切な構造化ファイルを変更する
だけで済みます。これにより、以前のレイアウトによるエクステントサイズの制限がなくなり
ます。
バージョン 4 のすべての構造化ファイルは、構造化ファイルセットに存在します。
ディスクレイアウトバージョン 4 の構造化ファイルは、次の要素で構成されています。
ファイル

説明

オブジェクトロケー オブジェクトロケーションテーブル（OLT）を保存します。OLT はスーパーブ
ションテーブルファイ ロックから参照され、他の構造化ファイルの検索に使われます。
ル
ラベルファイル

スーパーブロックとそのレプリカをカプセル化します。プライマリスーパーブ
ロックの位置は既知の情報ですが、ファイルシステムの構造に障害が発生
した場合、ラベルファイルを使ってスーパーブロックのコピーの位置を検索
できます。

デバイスファイル

ボリュームの大きさやラベルなどのデバイス情報を記録し、他の構造化ファ
イルへのポインタを保持します。

ファイルセットヘッ
ダーファイル

ファイルセット単位で情報を保持します。ファイルセットの i ノードリストファイ
ルの i ノード、使用可能な i ノード数の最大値、ファイルシステムで大容量
ファイルがサポートされているかどうか、ファイルセットでクォータがサポート
されている場合のクォータファイルの i ノード番号、などの情報が含まれてい
ます。ファイルシステムの作成時には、2 つのファイルセットが存在します。1
つはファイルシステム構造を定義する構造化ファイルセットで、もう 1 つは
ユーザーデータを保持するプライマリファイルセットです。
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ファイル

説明

i ノードリストファイル プライマリファイルセットと構造化ファイルセットのどちらにも、i ノードリストファ
イルに格納されている独自の i ノードセットがあります。ユーザーが参照でき
るのは、プライマリファイルセットの i ノードのみです。i ノード数が増加する
と、カーネルによって i ノードリストファイルサイズが拡張されます。
i ノードアロケーショ 空き i ノードマップ、拡張操作マップおよび i ノードリソースの概略情報を保
ンユニットファイル
持します。
ログファイル

ファイルシステムのインテントログで使われるブロックをマップします。

エクステントアロケー 各 AU が空いているか、（ビットマップが割り当てられていないとしても）すべ
ションユニットの状態 て割り当てられたのか、または拡張されているかどうかを識別します。これは
ファイル
各 AU に関連付けられたビットマップにエクステントが割り当てられたかどう
かで実行されます。
エクステントアロケー 各サイズの空きエクステント数を含む各 AU 概略情報を保持します。エクス
ションユニットの概略 テントの概略情報が作成されるのは、AU が拡張されるときのみです。
情報ファイル
空きエクステントマッ 各アロケーションユニット用の空きエクステントマップを保持します。
プファイル
クォータファイル

レコードにクォータ情報を保持します。各レコードには、ユーザーごとまたは
グループごとに割り当てられたリソースが格納されます。

ディスクレイアウトバージョン 4 では、アクセス制御リストと BLI バックアップがサポートされ
ています。BLIB は、ファイル全体ではなく、前回のバックアップ以降に変更されたデータ
ブロックのみを保存および取得するバックアップ方法です。この方法により、大規模なデー
タベースのバックアップに要する時間、格納領域およびリソースの計算が軽減されます。
図 C-1 は、カーネルとユーティリティがファイルシステムの構造に関する情報をどのように
して構築しているかを示しています。
スーパーブロックは、OLT を検出できる既知の位置に存在します。OLT からは、ファイル
セットヘッダーファイルの i ノード番号と、構造 i ノードリストの初期エクステントの位置を
検出できます。初期 i ノードリストのエクステントには、その i ノードエクステントの取得元
となったファイルセットヘッダーファイルに対応する i ノードが保持されています。
たとえば、ファイルシステムをマウントする場合、i ノードリスト、i ノードアロケーションユニッ
ト、クォータファイルなどにアクセスするために、カーネルはプライマリファイルセットにアク
セスする必要があります。ファイルセットヘッダーファイルにアクセスすることで、必要な情
報が取得されます。カーネルはこのファイルからファイル内の適切なエントリを検出し、必
要な情報にアクセスできます。
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図 C-1

スーパーブロック
オブジェクト
ロケーションテーブル
OLT エク
ステント
アドレス

初期 i ノード
エクステント

ファイルセット
ヘッダー/
ファイル i ノード番号
初期 i ノードリスト
のエクステント
アドレス

ファイルセット
ヘッダー
ファイル i ノード
i ノードリストの
i ノード
i ノード
アロケーション
ユニット i ノード

....

....
OLT レプリカ

プライマリファイルセット
ヘッダー
i ノードリスト
inum
ファイルセットインデ
ックスおよび名前
max_inodes

ファイルセットヘッダー
ファイル
構造ファイルセッ
トヘッダー
プライマリファ
イルセットヘッ
ダー

機能
....
....

VxFS ディスクレイアウトバージョン 5
VxFS ディスクレイアウトバージョン 5 はバージョン 4 に似ています。バージョン 5 の構造
化ファイルは、バージョン 4 の構造化ファイルと同じです。ただし、バージョン 5 のディス
クレイアウトは、32 TB までのファイルシステムをサポートしています。VxFS の 32 TB 対
応のファイルシステムを使うには、ファイルシステムを 64 ビットカーネルオペレーティング
システム上の Veritas Volume Manager ボリュームに作成する必要があります。32 ビッ
トのカーネルでは、ファイルシステムの最大サイズは 1 TB です。ファイルのサイズは、最
大 40 億ファイルシステムブロックです。64 ビットのカーネルでは、作成できるファイルシ
ステムの最大サイズは、次のようにブロックサイズによって異なります。
ブロックサイズ

ファイルシステムの最大サイズ

1024 バイト

4,294,967,039 セクタ（8 TB）
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ブロックサイズ

ファイルシステムの最大サイズ

2048 バイト

8,589,934,078 セクタ（8 TB）

4096 バイト

17,179,868,156 セクタ（16 TB）

8192 バイト

34,359,736,312 セクタ（32 TB）

ファイルシステム作成時にファイルシステムのサイズを指定した場合、ブロックサイズは、
前述のようにデフォルトで適切な値に設定されます。
mkfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

バージョン 5 では、グループクォータもサポートされています。クォータ限度が 1 TB を超
えることはできません。
p.106 の 「Veritas File System のクォータファイルについて」 を参照してください。
一部の UNIX コマンドは、1 TB を超えるファイルシステム上では正常に動作しない場合
があります。
p.281 の 「1 TB を超えるファイルシステムでの UNIX コマンドの使用」 を参照してくださ
い。

VxFS ディスクレイアウトバージョン 6
VxFS ディスクレイアウトバージョン 6 はバージョン 5 に似ています。ただし、ディスクレイ
アウトバージョン 6 では、MVS、CDS、名前付きデータストリーム、FCL などの機能が有効
になります。バージョン 6 の構造化ファイルは、バージョン 5 の構造化ファイルと同じで
す。ディスクレイアウトバージョン 6 は、理論上は、8 EB（エクサバイト: 263）までのファイル
とファイルシステムをサポートできます。現在、作成可能なファイルシステムの最大サイズ
は 235 ブロックに制限されています。ファイルシステムで 1 TB を超えるサポートを使うに
は、ファイルシステムを Veritas Volume Manager ボリュームに作成する必要がありま
す。64 ビットのカーネルでは、作成できるファイルシステムの最大サイズは、次のようにブ
ロックサイズによって異なります。
ブロックサイズ

現在サポートされているファイルシステムの理論上の最大サイズ

1024 バイト

68,719,472,624 セクタ（32 TB）

2048 バイト

137,438,945,248 セクタ（64 TB）

4096 バイト

274,877,890,496 セクタ（128 TB）

8192 バイト

549,755,780,992 セクタ（256 TB）

バージョン 6 では、グループクォータもサポートされています。
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p.106 の 「Veritas File System のクォータファイルについて」 を参照してください。
一部の UNIX コマンドは、1 TB を超えるファイルシステム上では正常に動作しない場合
があります。
p.281 の 「1 TB を超えるファイルシステムでの UNIX コマンドの使用」 を参照してくださ
い。

VxFS ディスクレイアウトバージョン 7
VxFS ディスクレイアウトバージョン 7 はバージョン 6 に似ています。ただし、バージョン 7
では、変更可能な大きいサイズの履歴ログレコードをサポートできます。この履歴ログレ
コードには、2048 よりも多いボリュームと、大規模なディレクトリハッシュ、そして DST
（Dynamic Storage Tiering）属性を含めることができます。ディスクレイアウトバージョン
7 は、理論上は、8 EB（263）までのファイルとファイルシステムをサポートできます。現在、
作成可能なファイルシステムの最大サイズは 235 ブロックに制限されています。ファイル
システムで 1 TB を超えるサポートを使うには、ファイルシステムを Veritas Volume
Manager ボリュームに作成する必要があります。64 ビットのカーネルでは、作成できる
ファイルシステムの最大サイズは、次のようにブロックサイズによって異なります。
ブロックサイズ

現在サポートされているファイルシステムの理論上の最大サイズ

1024 バイト

68,719,472,624 セクタ（32 TB）

2048 バイト

137,438,945,248 セクタ（64 TB）

4096 バイト

274,877,890,496 セクタ（128 TB）

8192 バイト

549,755,780,992 セクタ（256 TB）

ディスクレイアウトバージョン 7 では、グループクォータがサポートされています。
p.106 の 「Veritas File System のクォータファイルについて」 を参照してください。
一部の UNIX コマンドは、1 TB を超えるファイルシステム上では正常に動作しない場合
があります。
p.281 の 「1 TB を超えるファイルシステムでの UNIX コマンドの使用」 を参照してくださ
い。

1 TB を超えるファイルシステムでの UNIX コマンドの
使用
一部の UNIX コマンドは、1 TB を超えるファイルシステム上では正常に動作しない場合
があります。
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ustat コマンドは、1 TB を超える VxFS ファイルシステムに EOVERFLOW エラーを返しま

す。これは、ファイルシステムサイズの保存に使われる変数がオーバーフローするためで
す。
ustat（2）のマニュアルページを参照してください。

バックアップなどのシステム管理ユーティリティは、大容量ファイルに対応していない場
合、正常に動作しない可能性があります。大容量ファイルとは 2 GB を超えるファイルの
ことです。同様に、ファイルシステムレベルで実行されるユーティリティは、大容量ファイル
システムでも正常に動作するように設計されている必要があります。大容量ファイルシス
テムとは 1 TB を超えるファイルシステムのことです。mkfs -o largefiles オプションを
指定してファイルシステムを作成しなくても、大容量ファイルシステムが存在する可能性
があります。
lfcompile（5）のマニュアルページを参照してください。

D
Veritas Storage Foundation
による Solaris ゾーンの
サポート
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Solaris ゾーンについて

■

VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンに追加する

■

VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンに委任する

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System のマウント

■

非グローバルゾーンでの同時 I/O アクセス

■

Oracle Disk Manager のための Veritas 拡張機能

■

VxVM ボリュームを非グローバルゾーンにエクスポートする

■

Storage Foundation の非グローバルゾーンサポートに関するソフトウェア制限

Solaris ゾーンについて
Solaris ゾーンは、オペレーティングシステムサービスを仮想化して、アプリケーション実
行のための独立環境を作成するためのソフトウェアパーティション分割テクノロジです。こ
の独立環境を使えば、1 つのゾーンで実行されているプロセスが他のゾーンで実行され
ているプロセスを監視したり制御したりすることを回避できます。
Solaris オペレーティング環境の資料である『Solaris のシステム管理（Solaris コンテナ
: 資源管理と Solaris ゾーン）』を参照してください。
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Sun Microsystems 社では、Solaris ゾーン機能の更新とパッチを定期的に提供してい
ます。詳細については、Sun Microsystems 社にお問い合わせください。

VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンに追加
する
グローバルゾーンで作成された VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンで使えるよ
うにするには、ループバックファイルシステムマウントを使います。この機能が特に便利な
のは、ファイルシステムを他の 1 つ以上の非グローバルゾーンと共有することが、非グロー
バルゾーンでファイルシステムを使えるようにする唯一の目的である場合です。たとえば、
特定のファイルシステムで使える設定ファイルを非グローバルゾーンで使う必要が生じた
場合は、ループバックファイルシステムマウントを使って、そのファイルシステムをその非
グローバルゾーンと共有できます。
ファイルシステム /mnt1 をループバックファイルシステムマウントとして非グローバルゾー
ン myzone と共有するためのコマンドは、次のとおりです。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/mnt1
zonecfg:myzone:fs> set special=/mnt1
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> commit
dir の値は、非グローバルゾーンのディレクトリです。special の値は、非グローバルゾー

ンにマウントするグローバルゾーンのディレクトリです。
注意: ループバックファイルシステムマウントを使って、ファイルシステムを非グローバル
ゾーンと共有すると、そのファイルシステムは、すべての非グローバルゾーンから同時に
アクセスできるようになります。この方法を使うのは、ファイルシステムに対する共有アクセ
スが必要な場合に限ってください。
非グローバルゾーンでファイルシステムを共有するためのループバックファイルシステム
マウントモードは、Veritas File System 4.1 以降でサポートされています。

VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンに委任
する
VxFS ファイルシステムの排他アクセスを非グローバルゾーンに委任するには、非グロー
バルゾーンでファイルシステムを直接マウントします。直接マウントの場合は、ファイルシ
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ステムを直接マウントした非グローバルゾーンだけがそのファイルシステムを表示でき、そ
のファイルシステムにアクセスできます。
直接マウントによってファイルシステムを非グローバルゾーンに委任する機能は、Veritas
File System 4.1 Maintenance Pack 1 以降でサポートされています。
非グローバルゾーンで VxFS ファイルシステムを直接マウントするには、マウントするディ
レクトリが非グローバルゾーンにあり、マウントをグローバルゾーンから実行する必要があ
ります。ディレクトリ dirmnt をマウントパス /zonedir/myzone/root/dirmnt で非グロー
バルゾーン myzone にマウントする手順を次に示します。
メモ: 非グローバルゾーンの直接マウントのためにグローバルゾーンの /etc/vfstab ファ
イルの VxFS エントリを使うことはできません。/etc/vfstab の実行時に、非グローバル
ゾーンがまだ起動していない可能性があるからです。
直接マウントによってファイルシステムを非グローバルゾーンに委任したら、グローバル
ゾーンでは、mount コマンドによってそのマウントポイントを表示することは可能ですが、
df コマンドでは表示できなくなります。
VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンで直接マウントする方法

1

ゾーンにログインして、マウントポイントを作成します。
global# zlogin myzone
myzone# mkdir dirmnt
myzone# exit

2

VxFS ファイルシステムをマウントします。
global# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dg/vol1 /zonedir/zone1/root/dirmnt

3

非グローバルゾーンにログインして、ファイルシステムがマウントされていることを確
認します。
global# zlogin myzone
myzone# df | grep dirmnt
/dirmnt (/dirmnt):142911566 blocks 17863944 files

Veritas Storage Foundation Cluster File System のマ
ウント
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）には、クラスタ内の複数の
ノードで同じファイルシステムを使うための機能が用意されています。VxFS では、クラス

286

付録 D Veritas Storage Foundation による Solaris ゾーンのサポート
非グローバルゾーンでの同時 I/O アクセス

タマウントファイルシステムを非グローバルゾーンで共有したり委任したりする機能がサ
ポートされています。
p.284 の 「VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンに追加する」 を参照してください。
p.284 の 「VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンに委任する」 を参照してください。
非グローバルゾーンで SFCFS をサポートするための必要条件は、グローバルゾーンで
SFCFS をサポートするための必要条件と同じです。主なポイントを次に示します。
■

lofs と直接マウントの両方がサポートされていますが、直接マウントをお勧めします。

■

デバイスをすべてのノードで共有し、すべてのノードで表示できる状態にしておく必
要があります。

■

マウントポイントパスをすべてのノードで統一する必要があります。

■

ゾーンの名前と設定をすべてのノードで統一する必要があります。

非グローバルゾーンで SFCFS を使うための機能は、Veritas File System 5.0
Maintenance Pack 1 以降でサポートされています。

非グローバルゾーンでの同時 I/O アクセス
同時 I/O 機能を使えば、複数のプロセスが他の read（2）や write（2）の呼び出しをブ
ロックせずに、同じファイルの読み書きを同時に実行できるようになります。POSIX のセマ
ンティクスでは、ファイルに対する read と write の呼び出しをシリアル化する必要があ
ります。同時 I/O は通常、同じファイルに対する重複書き込みを実行しないアプリケーショ
ンでデータアクセスのパフォーマンスを高くしなければならない場合に使います。
Veritas Storage Foundation では、非グローバルゾーンで実行するアプリケーションで
も同時 I/O をサポートしています。したがって、非グローバルゾーンのプロセスも、グロー
バルゾーンや非グローバルゾーンの他のプロセスと同時にファイルにアクセスすることが
可能になります。同時 I/O を使うときに同じファイルに対する書き込み操作を調整するの
は、アプリケーションまたは実行中のスレッドの責任です。
ファイルに対する同時 I/O キャッシュアドバイザリを有効にするには、アプリケーションで
次の処理を実行しなければなりません。
fd=open(filename, oflag)
ioctl(fd, VX_SETCACHE, VX_CONCURRENT)
write(fd, buff, numofbytes)

Oracle Disk Manager のための Veritas 拡張機能
Oracle Disk Manager（ODM）のための Veritas 拡張機能は、Oracle9i 以降でファイル
管理とディスク I/O スループットを強化するために用意された機能です。Oracle Disk
Manager の各機能は、Veritas File System のファイルシステムに配置されているデー
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タベースに最適です。Oracle9i 以降のユーザーは、Oracle Disk Manager の特別な
I/O 最適化機能によって、I/O の集中する作業負荷のデータベーススループットを強化
できます。
Oracle Disk Manager のための Veritas 拡張機能は、非グローバルゾーンでサポートさ
れています。非グローバルゾーンで Oracle 10g を実行し、Oracle Disk Manager を使う
には、Oracle ソフトウェアのバージョンが 10.1.0.3 以上でなければなりません。
Veritas File System を使っている非グローバルゾーンから Oracle Disk Manager のファ
イルアクセスを有効にするための手順を次に示します。
Veritas File System を使っている非グローバルゾーンから Oracle Disk Manager のファ
イルアクセスを有効にする方法

1

/etc/vx/licenses/lic ディレクトリを lofs として非グローバルゾーンにエクスポー

トすることによって、グローバルゾーンのライセンスを非グローバルゾーンから参照で
きるようにします。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> commit

2

グローバルゾーンから非グローバルゾーンに /dev/odm ディレクトリを作成します。
global# mkdir -p myzone/dev/odm

3

非グローバルゾーンにログインして、/dev/odm をマウントするか、S92odm start を
実行します。
global# zlogin myzone
myzone# mount -F odm /dev/odm /dev/odm

または
global# /etc/rc2.d/S92odm start

ゾーンの起動後は、/dev/odm が自動的にマウントされません。ゾーンの起動後に
S92odm start をマウントするには、/dev/odm コマンドを使います。
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VxVM ボリュームを非グローバルゾーンにエクスポート
する
ボリュームデバイスノードを非グローバルゾーンにエクスポートして使うには、zonecfg コ
マンドを実行します。ボリューム vol1 を非グローバルゾーン myzone で使えるようにする
ための手順を次に示します。
注意: RAW ボリュームを非グローバルゾーンにエクスポートすると、セキュリティリスクが発
生します。たとえば、ゾーン管理者が誤った形式のファイルシステムを作成すると、マウン
トの実行時にシステムのパニックが発生する可能性があります。非グローバルゾーンにエ
クスポートした RAW ボリュームに直接書き込み、dd などのユーティリティを使うと、状況
によってはデータが破損してします。
VxVM ボリュームを非グローバルゾーンにエクスポートする方法

1

グローバルゾーンでボリューム vol1 を作成します。
global# ls -l /dev/vx/rdsk/rootdg/vol1
crw------1 root
root
301, 102000 Jun 3
12:54 /dev/vx/rdsk/rootdg/vol1crw------1 root
sys
0 Jun 3 12:54 /devices/pseudo/vxio@0:rootdg,vol1,102000,raw

2

ボリューム vol1 を非グローバルゾーン myzone に追加します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vx/rdsk/rootdg/vol1
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> commit

3

非グローバルゾーンでデバイスが表示されることを確認します。
global# zoneadm -z myzone halt
global# zoneadm -z myzone boot

4

/myzone/dev/vx に RAW ボリュームノードが含まれていて、非グローバルゾーン

でその RAW ボリュームノードに対する I/O を実行できることを確認します。
これで、I/O の実行やファイルシステムの作成のために、エクスポートしたデバイスを
使えるようになりました。耐障害性が強化されている VxFS ファイルシステムを使うこ
とをお勧めします。

301, 10200
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Solaris 10 のボリューム物理ノード
Solaris 10 オペレーティング環境には、2 つの物理ノードがあり、各ボリュームノードエン
トリ /devices および /dev に同じメジャー番号とマイナー番号でそれぞれ対応していま
す。物理ノードは次のように現れます。
/devices raw volume node : /devices/pseudo/vxio@0:
dgname,volname,minor_number,raw
/devices block volume node : /devices/pseudo/vxio@0:
dgname,volname,minor_number,blk
/dev raw volume node : /dev/vx/rdsk/dgname/volumename
/dev block volume node : /dev/vx/dsk/dgname/volumename
/devices での値の例を次に示します。
vm240v1:/-> ls -l /devices/pseudo/vxio*vol1*
brw------1 root
sys
302, 66000 Mar 25
17:21 /devices/pseudo/vxio@0:mydg,vol1,66000,blk
crw------1 root
sys
302, 66000 Mar 25
17:21 /devices/pseudo/vxio@0:mydg,vol1,66000,raw
/dev での値の例を次に示します。
vm240v1:/-> ls -l /dev/vx/*dsk/mydg/vol1
brw------crw-------

1 root
1 root

root
root

302, 66000 Mar 25 17:21 /dev/vx/dsk/mydg/vol1
302, 66000 Mar 25 17:21 /dev/vx/rdsk/mydg/vol1

VxVM ボリュームを非グローバルゾーンから削除する
次の手順は VxVM ボリュームを非グローバルゾーンから削除します。
VxVM ボリュームを非グローバルゾーンから削除するには
◆

ボリュームデバイス vol3 を非グローバルゾーン myzone から削除します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> remove device match=/dev/vx/rdsk/pddg/vol3
zonecfg:myzone> end
zonecfg:myzone> commit
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Storage Foundation の非グローバルゾーンサポートに
関するソフトウェア制限
ここでは、このリリースの Storage Foundation の非グローバルゾーンサポートに関する
ソフトウェア制限について説明します。

非グローバルゾーンの Veritas Volume Manager サポートで必要な
Solaris パッチ
『Veritas Storage Foundation リリースノート』には、非グローバルゾーンで VxVM を正
しく実行するために必要なパッチの一覧が記載されています。
『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照してください。

非グローバルゾーンで設定したボリュームは削除できない
Solaris のリリースによっては、Solaris の非グローバルゾーンで設定したボリュームノード
を削除できないことがあります。この問題は、Solaris のパッチ 122660-10 で解決できま
す。

非グローバルゾーンでは管理コマンドを使えない
すべての管理タスク（ボリュームのサイズ変更、ボリュームセットに対するボリュームの追
加、ファイルシステムの再構成など）は、グローバルゾーンでのみ実行できます。したがっ
て、VxFS の場合も VxVM の場合も、非グローバルゾーンでは、fsadm、fsvoladm、
vxassist などの管理コマンドと管理 ioctl を使えません。

クラスタマウントした VxFS ファイルシステムは非グローバルゾーンのルー
トとして使えない
現時点では、非グローバルゾーンのルートとして、クラスタマウントした VxFS ファイルシス
テムを使うことはできません。

QIO と CQIO はサポートされていない
Quick I/O と Cached Quick I/O は、非グローバルゾーンの VxFS ではサポートされてい
ません。

非グローバルゾーンでのパッケージとパッチのインストール
グローバルゾーンの Veritas 製品に適用するパッケージやパッチを非グローバルゾーン
にも適用するには、非グローバルゾーンが起動可能な状態になっている必要があります。

付録 D Veritas Storage Foundation による Solaris ゾーンのサポート
Storage Foundation の非グローバルゾーンサポートに関するソフトウェア制限

たとえば、システムにインストールされているソフトウェアを更新する場合は、patchadd、
pkgadd、CPI インストールスクリプトの実行時に、非グローバルゾーンのルートディレクトリ
が含まれているファイルシステムがマウントされていて、非グローバルゾーンが含まれて
いるディスクグループがオンライン状態になっている必要があります。

ルートボリュームを非グローバルゾーンに追加できない
ルートボリュームを非グローバルゾーンに追加できません。

一部の Veritas Volume Manager 操作によりボリュームデバイス名が同
期しないことがある
ボリュームを非グローバルゾーンにエクスポートする場合、一部の Veritas Volume
Manager 操作により、グローバルおよび非グローバルボリュームデバイス名が同期しな
いことがあり、これがデータの破損を引き起こす可能性があります。これは、Solaris オペ
レーティング環境のゾーンサポートが devfsadm（1M）コマンドを認識しないため、ゾーン
設定は /dev や /devices の名前空間の変更によって更新されないからです。
次の操作ではデバイス名が同期しないことがあります。
■

ボリュームの削除

■

ディスクグループのインポート

■

ディスクグループのデポート

■

ディスクグループまたはボリュームの名前の変更

■

ディスクグループのマイナー番号の変更

■ vxconfigd

の再起動またはカーネルのリセット

デバイス名が同期しないことを回避するには、ボリュームが非グローバルゾーンにエクス
ポートされ、デバイス名が同期しない操作がそのボリュームで起こる場合、ボリュームを
ゾーン設定から zonecfg コマンドを使って削除し、zoneadm コマンドを使ってゾーンを再
ブートします。
zonecfg（1M）および zoneadm（1M）の各マニュアルページを参照してください。

メモ: この問題は、/dev または /devices デバイスノードが変更され、変更前に非グロー
バルゾーンで設定された、Solaris Volume Manager ボリュームを含む、すべての Solaris
デバイスに適用します。
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API

アプリケーションプログラミングインターフェース。

BLI バックアップ

ファイル全体の保存や取得を実行しない Symantec バックアップ機能。前回のバックアッ
プ以降に変更されたデータブロックのみが保存および取得されます。

（Block-Level
Incremental Backup）
GB

ギガバイト（230 バイトまたは 1024 MB）。

i ノードアロケーションユ

特定のファイルセットの i ノード割り当て情報を含む連続するブロックのグループ。この情
報は、リソース要約とフリー i ノードマップの形式で保持されます。

ニット（inode allocation
unit）
i ノード（inode）

ファイルシステム内の各ファイルに対する一意の識別子。ファイルに対応付けられている
データおよびメタデータが含まれています。

K

キロバイト（210 バイトまたは 1024 バイト）。

MB

メガバイト（220 バイトまたは 1024 KB）。

MVS

MVS（Multi Volume Support）の略。

MVS ファイルシステム

複数のボリュームにまたがって作成された 1 つのファイルシステム。各ボリュームに独自
のプロパティを設定できます。

（multi-volume file
system）
OLT（Object Location
Table）

ファイルシステムの重要な構造要素の位置付けに必要な情報。OLT は、メディア（または
ディスク）上の固定位置に書き込まれます。

Storage Checkpoint

ファイルシステムまたはデータベースのイメージに対して、一貫して安定したイメージを提
供し、最後の Storage Checkpoint 以降に変更されたデータブロックを追跡する機能。

TB

テラバイト（240 バイトまたは 1024 GB）。

vxfs

Veritas File System のファイルシステムタイプ。一部のコマンドで、パラメータとして使わ
れます。

VxFS

Veritas File System。

VxVM

Veritas Volume Manager。

アクセス制御リスト（ACL） ユーザーやグループ、および特定のファイルやディレクトリに対するユーザーやグループ
（access control list）

のアクセス権限を識別する情報。
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アロケーションユニット
（allocation unit）

インテントログ

ファイルシステム上の連続したブロックのグループ。リソースの要約、フリーリソースマップ、
データブロックが含まれています。アロケーションユニットには、スーパーブロックのコピー
も含まれています。
ファイルシステム構造にこれから実行する変更を記録する方法。これらの変更は、循環イ
ンテントログファイルに記録されます。

エクステント属性（extent ファイルにエクステントを割り当てる方法を決定するポリシー。
attribute）
エクステント

1 ユニットとして処理されるファイルシステムの連続したデータブロックのグループ。エクス
テントは、開始ブロックのアドレスと長さで定義されます。

エージェント（agent）

事前定義済みの Veritas Cluster Server（VCS）のリソースタイプを管理するプロセス。
エージェントは、リソースをオンラインまたはオフラインにしたり、リソースを監視して VCS
に状態の変化を報告します。起動すると、エージェントは VCS から設定情報を取得し、リ
ソースを定期的に監視し、リソースの状態に応じて VCS を更新します。

オブジェクトロケーション

データの破損に備えた OLT のコピー。OLT レプリカは、メディア（またはディスク）上の固
定位置に書き込まれます。

テーブルのレプリカ
（object location table
replica）
外部クォータファイル

クォータファイル（ファイル名は quotas）。クォータ関連のコマンドを実行するには、ファイ
ルシステムのルートディレクトリにクォータファイルが存在する必要があります。「クォータ
ファイル」および「内部クォータファイル」を参照してください。

カプセル化

指定したディスク上の既存パーティションをボリュームに変換するプロセス。パーティショ
ンにファイルシステムが含まれる場合、/etc/filesystems のエントリを変更して、ファイル
システムをパーティションではなくボリューム上にマウントします。一部のシステムでは、カ
プセル化を適用できない場合があります。

間接アドレスエクステント ファイルデータ自体ではなく、他のエクステントへの参照を含むエクステント。1 段間接ア
extent）

ドレスエクステントでは、複数の間接データエクステントが参照されます。2 段間接アドレ
スエクステントでは、複数の 1 段間接アドレスエクステントが参照されます。

間接データエクステント

ファイルデータを含むエクステント。間接アドレスエクステントを介して参照されます。

（indirect address

（indirect data extent）

（shared disk group）

複数のディスクが複数のホストで共有されるディスクグループ（クラスタディスクグループと
も呼ばれます）。

共有ボリューム（shared

共有ディスクグループに属するボリューム。同時に複数のノードで使えます。

共有ディスクグループ

volume）
クォータファイル（quotas クォータコマンドにより、外部クォータファイルが読み取られたり書き込まれて、使用制限
file）

が取得または変更されます。クォータが有効になっている場合、クォータ限度は外部クォー
タファイルから内部クォータファイルにコピーされます。「クォータ」、「内部クォータファイ
ル」および「外部クォータファイル」を参照してください。

用語集

クォータ（quotas）

ファイルシステム上のファイルとデータブロックを使うユーザーに対するシステムリソース
のクォータ限度。「ハード制限」および「ソフト制限」を参照してください。

原子操作（atomic

操作が正常に終了するか、正常に終了しない場合は、操作開始前とまったく同じ状態の
ままとなる処理。正常に終了した場合、ただちにすべての操作が有効になり、変更過程
の状態は表示されません。処理が正常に終了しない場合、操作は中止され、何も変更さ
れません。

operation）

構造化ファイルセット
（structural fileset）

ファイルシステムの構造を定義するファイル。これらのファイルをユーザーが参照したりア
クセスすることはできません。

固定エクステントサイズ

ファイルシステムのデフォルトの割り当てポリシーに優先するエクステント属性。特定の固
定サイズでファイルの割り当てを設定します。

事前割り当て

ファイルシステムの領域が足りなくなった場合でも、ファイルに対して指定された領域をア
プリケーションで確実に使えるようにするための方法。

（preallocation）

スナップショットファイルシ マウントされたファイルシステムの特定時点での静的な複製。オンラインバックアップに使
ステム

います。

スナップファイルシステム スナップショットファイルシステムの作成にイメージが使われたファイルシステム。
（snapped file system）
スーパーブロック

ファイルシステムのタイプ、レイアウト、サイズなど、ファイルシステムに関する重要な情報
が含まれているブロック。VxFS スーパーブロックは、常にファイルシステムの先頭から
8192 バイトに位置し、長さは 8192 バイトです。

スループット

ファイルシステムの場合、特定の時間内に実行できる I/O 操作数。

（throughput）
ソフト制限

ソフト制限はハード制限より低い値になります。ソフト制限は、制限時間内であれば、超過
することができます。ファイルとブロックに対して、それぞれ時間が制限されています。
「ハード制限」および「クォータ」を参照してください。

大容量ファイルシステム

1 テラバイト以上のファイルシステム。VxFS では、最大 8 エクサバイトまでのファイルシス
テムがサポートされています。

（large file system）
大容量ファイル（large
file）

1 テラバイト以上のファイル。VxFS では、最大 8 エクサバイトまでのファイルがサポートさ
れています。

ダイレクト I/O

非バッファ I/O の一種。カーネルを使ったデータのバッファリングを回避します。ダイレク
ト I/O では、ファイルシステムがディスクとユーザーバッファ間でデータを直接転送しま
す。「バッファ I/O」および「非バッファ I/O」を参照してください。

断片化の解消

ディスク上のデータを再構成するプロセス。ファイルのデータブロックを物理的に隣接さ
せて、アクセス時間を短縮します。

断片化

ファイルシステムが時間とともにディスク上に分散していくようなアクティブなファイルシス
テム上で進行するプロセス。使用中の領域と領域の間に、使われない断片が残ることを
言います。この断片化によって、ファイルシステム上でファイルのエクステントへの割り当
て方法が限定されてしまうため、パフォーマンスが低下していきます。
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遅延（latency）

ファイルシステムの場合、ファイルシステムの特定の操作がユーザーに戻るまでの時間。

直接エクステント（direct

i ノードで直接参照されるエクステント。

extent）
ディスカバードダイレクト
I/O

ディスカバードダイレクト I/O はダイレクト I/O と類似しており、データブロックのアラインメ
ント制約に対して同じ制約があります。ただし、格納領域を割り当てる操作、ファイルのサ
イズを拡張する書き込み操作を実行する際に、i ノード更新の書き込みが制御をアプリ
ケーションに戻す前に実行される必要がありません。

writes）

同期 I/O 操作の一種。この処理では、ファイルデータは、書き込み操作が戻る前にディ
スクに書き込まれます。ただし、i ノードのみマーク付けされて後で更新されます。ファイ
ルサイズが変更された場合にのみ、書き込み操作が戻る前に i ノードが書き込まれます。
このモードでは、ファイルデータは書き込み操作が戻る前に必ずディスク上に保存されま
すが、システムがクラッシュすると i ノードの更新が失われる可能性があります。

データブロック

ファイルおよびディレクトリに属する実際のデータが保存されたブロック。

同期書き込み

ファイルデータをディスクに書き込み、i ノード最終更新時刻を更新し、更新した i ノード
をディスクに書き込む同期 I/O の一種。書き込み操作が呼び出し元に戻ったときには、
データと i ノードの両方がディスクに書き込まれています。

データ同期書き込み
（data synchronous

（synchronous writes）

トランザクション
（transaction）

ファイルシステムの場合、ファイルシステム構造に対する原子操作を指します。ファイルシ
ステム構造は、すべての更新を確実に完了させるためにグループ化されています。

内部クォータファイル

VxFS では、内部使用のために内部クォータファイルが保持されています。内部クォータ
ファイルには、各ユーザーに使われるブロックとインデックスの数が記述されています。
「クォータ」および「外部クォータファイル」を参照してください。

バッファ I/O

通常、データは、読み取りまたは書き込み操作時に中間メディアのカーネルバッファを経
由して、ユーザーバッファとディスク間でコピーされます。同じデータが繰り返し読み取ら
れたり書き込まれる場合、このカーネルバッファはキャッシュとして機能します。そのため、
パフォーマンスが向上します。「非バッファ I/O」および「ダイレクト I/O」を参照してくださ
い。

ハード制限

ファイルシステム上のファイルやデータブロックの使用に関して、各ユーザーのシステム
リソースに対する絶対的な制限値。「クォータ」を参照してください。

非同期書き込み

遅延された書き込み。この書き込みでは、システムのページキャッシュに存在するページ
にデータが書き込まれ、書き込み操作が呼び出し元に戻るまでの間にディスクに書き込
まれません。そのため、パフォーマンスが向上します。ただし、データがディスクにフラッ
シュされる前にシステムがクラッシュすると、データを失う可能性があります。

（asynchronous writes）

非バッファ I/O
（unbuffered I/O）

カーネルキャッシュを回避して、I/O パフォーマンスを向上させる I/O。ダイレクト I/O に
類似しています。ただし、ファイルの拡張時に、ダイレクト I/O では i ノードがディスクに同
期して書き込まれますが、非バッファ I/O では i ノード更新が遅延します。「バッファ I/O」
および「ダイレクト I/O」を参照してください。

ファイルシステムブロック ファイルシステムの割り当てで基本となる最小サイズ。一部の UNIX ファイルシステムの
（file system block）

断片サイズと同じです。

用語集

ファイルセット

ファイルシステム内のファイルの集合。

プライマリファイルセット

ユーザーが参照でき、アクセスできるファイル。

（primary fileset）
ページファイル（page
file）

仮想アドレス空間の固定サイズのブロック。このブロックは、システムで使える物理アドレ
スにマップされます。

ボリュームセット（volume 複数の異なるボリュームのコンテナ。各ボリュームは、独自のジオメトリを所有できます。
set）
ボリューム（volume）

ファイルシステムやデータベースなど、アプリケーションで使われるディスクブロックのアド
レス指定可能な範囲を表す仮想ディスク。

ミラー（mirror）

ボリュームおよびボリューム内のデータの複製コピー（配列化されたサブディスクの集合
の形式）。各ミラーは、ミラーが対応付けられているボリュームの 1 つの複製です。

メタデータ

ディスク上のファイル属性を記述する構造データ。

予約（reservation）

ファイルへの領域を事前割り当てするために使われるエクステント属性。

ルートディスクグループ

システム上に常に存在する特別な専用ディスクグループ。ルートディスクグループ名は、
rootdg です。

連続したファイル

データブロックがメディア上で物理的に隣接しているファイル。

（contiguous file）
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Cached Quick I/O 196
Cached Quick I/O の先読み 196
Cached Quick I/O の先読み機能 196
cio
同時 I/O 43
closesync 21
convosync マウントオプション 35、39
cpio_vxfs 63
cp_vxfs 63
cron 30、47
cron のスクリプト例 47

filesystems ファイル 214
fsadm 29
cron による断片化の解消のスケジューリング 47
エクステントの断片化チェック 47
ファイルシステムサイズの変更方法 217
ファイルシステムの再構成方法 219
fsadm_vxfs 43
fscat 73
fsck 90
fsckptadm
Storage Checkpoint の管理 86
fstab ファイル
編集 214
fstab ファイルの編集方法 214
fstyp
ファイルシステムタイプの確認方法 216
fsvoladm 126

D

G

blkclear 21
blkclear マウントオプション 37

C

Data Storage Checkpoint の定義 84
default_indir_size チューニングパラメータ 51
delaylog マウントオプション 35～36
discovered_direct_iosize チューニングパラメータ 51
DST（Dynamic Storage Tiering）
MVS（Multi Volume Support） 123

E
ENOENT 231
ENOSPC
98
ENOTDIR 231

F
fc_foff 116
FCL 52
fcl_inode_aging_count チューニングパラメータ
54
fcl_inode_aging_size チューニングパラメータ 54
fcl_keeptime チューニングパラメータ 52
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getfacl 23

H
hsm_write_prealloc 53
HSM エージェントのエラーメッセージ 254～255
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非同期 38
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