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ISP について
この章では以下の項目について説明しています。
■

Intelligent Storage Provisioning について

■

ISP の利点

■

ISP に関する FAQ

■

ISP の管理

■

ISP の使用例

■

ISP の概念について

■

コマンドラインからの ISP の使用例

Intelligent Storage Provisioning について
ISP（Intelligent Storage Provisioning）を使うことで、仮想ストレージデバイスをアプリ
ケーションボリュームとして作成し、物理的なストレージの編成および管理を行うことがで
きます。このようなボリュームは、シマンテック社の VeritasTM Volume Manager（VxVM）
の従来のボリュームと同じ方法で使えます。
ISP には、使用可能なストレージから、指定された機能を満たすアプリケーションボリュー
ムを作成する機能が搭載されています。ISP では、外部で定義されたボリューム作成ルー
ルベースを満たすストレージを選択し、これを使用可能なストレージのプロパティと比較し
ます。
ISP の主な機能は次のとおりです。
■

アプリケーションボリュームの作成および削除

■

複数のストレージプールへの分類によるストレージ編成

■

オンライン状態にあるボリュームのサイズ変更
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■

ボリュームのサブディスクの移動または退避

■

オンライン状態にあるボリュームへのミラーおよびカラムの追加

■

オンライン状態にあるボリュームからのミラーおよびカラムの削除

■

オンライン状態にあるボリュームのサブディスクの再配置

■

オンライン状態にあるボリュームのケイパビリティの変更

■

ソフトウェアまたはハードウェアを使ったボリュームスナップショットの作成

■

ボリュームのケイパビリティの保持を目的としたストレージ再割り当て

ISP は、ストレージエリアネットワーク（SAN: Storage Area Network）トポロジーを認識し、
使用可能なインテリジェントストレージシステムを効率的に使う機能を備えています。
SAN 環境でインテリジェントストレージを設定する際、Veritas Array Integration Layer
（VAIL）や SAN Access Layer（SAL）などの他の Veritas コンポーネントが存在する場
合は、各コンポーネントと連携し、より効果的に機能します。
p.229 の 「ISP と SAN Access Layer について」 を参照してください。
DMP、ミラー化、RAID-5、SAL、スナップショット、VAIL、および Veritas Volume
Replicator（VVR）などの製品や機能を使うには、基本ライセンスに加えて、別のライセン
スが必要です。
このマニュアルでは、ISP に対するコマンドラインインターフェースと、新しいルール、ケイ
パビリティおよびテンプレートの作成に使う言語について説明します。VERITAS Enterprise
Administrator（VEA）に搭載されている ISP 用の GUI について詳しくは、『VERITAS
Enterprise Administrator ユーザーズガイド』および VEA オンラインヘルプを参照して
ください。
ストレージ階層、オフホスト処理、異なる場所間のリモートミラーの実装など、様々なシナ
リオでの ISP の適応方法について詳しくは『Veritas Storage Foundation Intelligent
Storage Provisioning ソリューションガイド』を参照してください。

ISP の利点
以前のリリースでは、Veritas Volume Manager でボリュームを作成する場合、このボ
リュームの各部分、サブディスク、プレックスなどを配置するディスクストレージをユーザー
が指定していました。そのためストレージを指定する際には、ストレージ基盤のいずれか
のコンポーネントに障害が発生した場合のボリュームの耐障害性や、指定したレイアウト
がサービスの I/O 処理効率および信頼性に与える影響を考慮する必要がありました。比
較的スペックの低いアレイに数十単位のディスクが構成された小規模の設置形態の場合
は、vxassist などのコマンドに対してストレージのレイアウトを手動で指定する方法と、
一般的なレイアウト仕様（複数のコントローラにまたがるミラー、複数のエンクロージャにま
たがるミラーなど）に基づき、vxassist 内部にハードコードされている一連のヒューリス
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ティックルールを使って適切なストレージを自動的に選択する方法のどちらも使えるよう
になっていました。
ストレージ属性の一部は VxVM で認識されているものの、必要な処理効率、信頼性およ
び耐障害性を備えたボリュームを作成するためのストレージレイアウトを決定する作業の
大半はユーザー側で行う必要があります。
ストレージをボリュームに割り当てるための従来のモデルを図 1-1 に示します。
図 1-1

Veritas Volume Manager でのボリュームの作成および管理に関す
る従来のモデル

ユーザー指定の
ボリューム
レイアウト

属性
VxVM で認識されるストレージ
属性は、エンクロージャのメン
バーシップ情報やパスおよびコ
ントローラの接続情報など、自
動的に検出される情報に限定さ
れる。自動検出の範囲を超える
場合は、使うストレージを明示
的に指定する必要がある。

vxassist

vxassist コマンドでは、
ハードコードされたル
ールを使ってボリュー
ムの作成および管理を
行う。これらのルール
は、使うストレージを
明示的に指定した場合
には無効になる。

使用可能なストレージを
基に、ハードコードされ
たルールおよびユーザー
が明示的に指定したルー
ルに従ってボリュームが
作成される。
ボリューム

高機能なディスクアレイを使った場合、RAID 機能、スナップショット機能、リモート複製機
能といった高度な機能の多くは、ディスクアレイにより構成された論理ユニットストレージ
デバイス、すなわち LUN によって実現されます。このようなデバイスは、その属性を VxVM
に認識させる方法を備えている場合もあれば、備えていない場合もあります。いずれの場
合でも、SAN を介して接続される LUN の数は数百から数千にのぼる可能性があります。
デバイスのプロパティは多種多様で顕在化していない可能性もあるため、デバイス数が
多くなると、ストレージをボリュームに割り当てる作業を手動で実行するのは至難の業に
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なります。ISP には、大規模なストレージセットの管理に役立つアロケーションエンジンが
搭載されています。このエンジンは、作成するボリュームに対してユーザーが指定したケ
イパビリティに基づき、使うストレージを選択します。
従来のボリューム作成モデルと ISP の主な違いは、使用可能なストレージに関する情報
量が実質的に無限であることと、アロケーションエンジンがストレージの選択に使うルール
が、vxassist や vxvoladm などのコマンドの外部で定義されるということです。
図 1-2 に、ボリューム作成の従来のモデルに比べて ISP がどのように優れているかを示
します。
図 1-2

ISP によるボリューム管理機能の向上
ディスクグループ内の
ストレージプール

ユーザー指定の
ルールおよび
ケイパビリティ

属性、テンプレー
ト、ケイパビリテ
ィおよびポリシー

VxVM で認識されるスト
レージ属性は実質的に無
限。
ストレージ選択の際に使
う追加属性を定義するこ
とも可能。

vxassist または vxvoladm コマンドでは、ア
プリケーションボリュームを作成および管理
する際、アロケーションエンジンを使ってス
トレージプールから使用可能なストレージを
選択する。
Vxassist または
vxvoladm

ストレージ アプリケーション
プール
ボリューム

事前定義済みのユーザー指定のルー
ルおよびテンプレートに従って、必
要なケイパビリティを備えたアプリ
ケーションボリュームがストレージ
プール内に作成される。
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vxassist コマンドでの ISP のサポート
VxVM のリリース 5.0 では、vxassist コマンドを使って ISP ボリュームを作成および管
理できるようになりました。vxassist コマンドでは vxvoladm コマンドと同じテンプレート、
ケイパビリティ、ルールの指定ができ、vxassist の一連のストレージ指定属性は同等の
ISP ルールに自動的に変換されます。
-o intent オプションを指定すると、vxassist によって ISP ボリュームが作成され、ディ

スクグループ内にストレージプールがまだない場合はストレージプールも設定されます。
ディスクグループ内にストレージプールがすでに存在する場合は、-o nointent オプ
ションを指定しない限り、vxassist コマンドによって ISP ボリュームの作成が試行されま
す。
vxassist コマンドを使った ISP 操作には同等の vxvoladm コマンドがあり、vxassist

の代わりに vxvoladm を使うことによって指定できます。コマンドのその他の引数はいず
れも同じです。同等の vxassist コマンドがない場合は、vxvoladm コマンドを示します。

ISP を使う利点のまとめ
次の一覧は、vxassist による既存のストレージ割り当て機能に比べて Veritas ISP が
優れている主な点をまとめたものです。
■

ストレージは、ボリュームに必要なケイパビリティなどの抽象的な必要条件に基づいて
自動的に割り当てられます。

■

高機能なストレージアレイが持つベンダー固有の機能によって実現されるケイパビリ
ティをストレージ属性として符号化し、ストレージの割り当てに使えます。

■

ISP がすべてのボリュームの必要条件を調整することを前提に、ボリュームをバッチ
モードで安全に作成または拡張できます。

■

どの ISP 操作でも、ボリュームのもとのインテントが保持されます。拡張、退避、ミラー
化、カラムの追加などの操作によって、ボリュームに関する信頼性や処理効率のケイ
パビリティが誤って低下する可能性はありません。

■

ISP は SAN に対応しており、SAN 属性を認識します。VAIL を使って LUN のケイパ
ビリティを確認する機能も備えています。
コマンドまたは VEA GUI を使って管理するディスクタグにより、検出対象の
ハードウェア特性とは別に LUN の属性を定義し、その属性に値を割り当てることがで
きます。

■ vxdisk

ISP の制限事項
次に示す vxassist の機能は、現在、ISP ボリュームではサポートされていません。
■ vxassist ユーティリティには、ストレージの選択時に使うルールが多数ハードコード

されています。たとえば、vxassist では、特に指定しなくても複数のコントローラ上に
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オブジェクトを設定することができます。ISP の場合は、ルール、ケイパビリティおよび
テンプレートを介して、ストレージの選択を明示的に実行する必要があります。
■

ディスクグループの分割および結合は、クローンプールでサポートされます。アプリ
ケーションボリュームのスナップショットをディスクグループ間で移動する場合は、ク
ローンプール内にスナップショットを作成する必要があります。

ISP に関する FAQ
ここでは、ISP に関する一般的な質問に答えます。
■

ISP で導入された新しい概念の意味を教えてください。
ISP では、従来の Veritas Volume Manager とともに使われている概念に加え、いく
つかの新しい概念が導入されています。その新しい概念としては、ストレージプール、
ケイパビリティ、ルール、ボリュームテンプレート、ボリュームインテントなどがあります。
p.30 の 「ISP の概念について」 を参照してください。

■

ストレージプールとボリュームテンプレートの関係を教えてください。
ストレージプールは、ディスク、VxVM オブジェクト（ボリュームなど）および一連のボ
リュームテンプレートで構成されます。ストレージプールの性質は、そのストレージプー
ル内のボリュームテンプレートによって定義されます。ISP 設定データベースには、
VxVM でストレージプールオブジェクトを作成する際に使えるストレージプール定義
が多数用意されています。それぞれの定義には、対応するボリュームテンプレートの
リストとデフォルトのポリシー設定が記述されており、ストレージプール定義に基づい
てディスクグループ内にストレージプールオブジェクトを作成すると、これらのボリュー
ムテンプレートとポリシーも併せてインストールされます。

■

テンプレートセットを指定する必要があるのは、どのような場合ですか?
ストレージプールには、その特性を定義するボリュームテンプレートが格納されていま
す。テンプレートセットは関連性のあるボリュームテンプレートを単純にまとめたもので
あり、ストレージプールに関連付けることができます。

■

ストレージプールセットを指定する必要があるのは、どのような場合ですか?
ディスクグループを ISP で使うには、そのディスクグループ内に 1 つのデータストレー
ジプールを設定し、さらに必要に応じて 1 つ以上のクローンストレージプールを設定
する必要があります。ストレージプールセット定義を使ってディスクグループを編成す
ると、ディスクグループ内のデータストレージプールとクローンストレージプールに明
確な特性を持たせることができます。

■

ストレージプール定義を使って作成したストレージプール内に、そのプールに関連付
けられているボリュームテンプレートとは別のテンプレートを使って新たにボリュームを
作成することはできますか?
具体例で解説します。たとえば、プール定義 mirrored_volumes を使ってストレー
ジプールを作成したとします。この場合は、プール内にミラーボリュームおよび類似の
特性を持つボリュームを作成するためのボリュームテンプレートがインストールされま
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す。このプール内にストライプボリュームを作成しようとすると、そのボリュームはストラ
イプ化されると同時にミラー化されることになります。ただし、別の特性を持つボリュー
ムを作成できないわけではありません。ルールを使うことで、ボリュームテンプレートや
ケイパビリティのような上位の抽象概念による制約を取り除くことも可能です。
ストレージプール定義に基づいてストレージプールを作成した場合でも、プール内に
作成するボリュームのケイパビリティは一意に限定されないことを念頭に置いておい
てください。ボリュームのケイパビリティを指定し、プール内のボリュームとの整合性を
確認できるのは、ボリュームの作成時のみです。
■

ボリュームテンプレートで使われている「prefabricated」という用語の意味を教えてく
ださい。
prefabricated という用語は、ボリュームの特性が、ソフトウェアではなくハードウェア
によって実装されていることを意味します。たとえば PrefabricatedRaid5 は、VxVM
の RAID 5 ボリュームとして実装するのではなく、アレイのハードウェア内に設定され
ている RAID 5 LUN を使うことを意味します。

■

1 つのストレージプール内で、ハードウェア RAID ボリュームとソフトウェア RAID ボ
リュームの両方を使うことはできますか?
ストレージプールは通常、アレイにより構成された RAID デバイスか、ソフトウェア内で
作成された VxVM ボリュームのどちらか一方を対象として設定されます。これは、処
理効率と耐障害性をプール内で均一にする意味を持ちます。1 つのプールにハード
ウェア RAID とソフトウェア RAID の両方のテンプレートを追加した場合は、指定した
ボリュームのケイパビリティに適したテンプレートが ISP によって割り当てられます。

■

ISP は、LUN のハードウェア特性をどのように検出するのですか?
ISP は、Veritas Array Integration Layer（VAIL）からアレイ固有のモジュールを通
じて LUN 特性に関する詳細情報を取得します。

■

ストレージの割り当て元を、EMC BCV や日立などの特定のベンダーの LUN に限定
する方法を教えてください。
特に指定しない限り、ISP は類似した特性を持つ LUN を使ってストレージを割り当て
ます。この制約は、使えるストレージが十分に存在しなければ緩和されます。ただし、
ボリュームの作成時にケイパビリティ ArrayProductId を指定すると、制約を強制的
に適用することができます。この場合、ストレージの割り当てには必ず同一のプロダク
ト ID を持つ LUN が使われます。また、ケイパビリティ ConfineToSimilarStorage
を使う方法もあります。この場合は、プロダクト ID が異なる LUN であってもベンダー
が同一であれば使われます。

■

ボリュームを作成する際、ストレージプールの別のディスクを手動で選択しない限り、
ISP は同一ディスク上の領域を使います。なぜ、ストレージプール内の他のディスクに
自動的にボリュームを分散して I/O 処理効率を向上させる方法をとらないのでしょう
か?
ISP は、使うディスクの数を最小限にとどめるように調整されています。状況を問わず、
I/O 処理効率を左右する要因は多数あります。具体的には、ストレージをシステムに
接続する方法、ストレージ自体のケイパビリティ、ボリュームの設定方法、ストレージの
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共有方法、アプリケーションによる I/O 要求のタイプ、各ボリュームに対する I/O 量な
どが I/O 処理効率に関係します。たとえば、2 つのボリュームをキャッシュサイズの大
きい 1 つのディスクアレイに割り当てた場合、全体的な I/O 処理効率は、そのディス
クアレイと JBOD に 1 つずつボリュームを配置した場合に比べて高くなると考えられま
す。必要な場合は、小規模なストレージプールを別個のディスクグループに設定する
ことで、ストレージの割り当てを制限することができます。あるいは、ボリュームに割り
当てられるストレージと割り当てられないストレージを明示的に指定することも可能で
す。

ISP の管理
ISP の管理は、Veritas Volume Manager の従来の管理モデルに比べて複雑に感じら
れるかもしれません。
ISP に関する知識レベルとその知識の使用頻度に基づいて、次の管理レベルに分けて
考えるとわかりやすくなります。
■

「基本的な管理タスク」

■

「高度な管理タスク」

■

「エキスパート管理タスク」

基本的な管理タスクは実行頻度が最も高く、ISP に関する知識がそれほど必要とされな
いタスクです。エキスパートストレージ管理タスクは実行頻度が最も低く、ISP に関する知
識が最も必要とされるタスクです。

基本的な管理タスク
基本的な管理タスクには、ストレージプールの作成、ボリュームの作成および管理などが
あります。これには、ボリュームに対するミラーやカラムの追加または削除、ボリュームの
サイズ変更、ボリュームのスナップショットの作成および使用といったタスクの実行が含ま
れます。
システム管理者には、ISP に関する次の知識が必要です。
■

ディスクグループ、ストレージプール、テンプレート、ユーザーテンプレート、アプリケー
ションボリューム、ケイパビリティ（信頼性、処理効率、耐障害性など）に関する知識。

■

必要なケイパビリティを備えたボリュームの作成に使えるテンプレートやユーザーテン
プレートの種類。

■

ボリュームの作成先のディスクグループに関連するテンプレートやユーザーテンプ
レートの種類。

■

VEA または vxassist および vxvoladm コマンドを使ってタスクを実行する方法。

システム管理者は、VEA または vxassist および vxvoladm ユーティリティのどちらでも
タスクを実行できます。VEA グラフィカルインターフェースは、日常の管理に最適です。
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vxassist と vxvoladm ユーティリティは、主に管理スクリプトで使うことを想定していま

す。
vxassist または vxvoladm コマンドを使ったアプリケーションボリュームの作成は、図 1-3

のようになります。
図 1-3

アプリケーションボリュームの作成
ストレージプール

テンプレートと
ケイパビリティ

必要なケイパビリティ

vxassist または
vxvoladm

ストレージ
アプリケーション
プール
ボリューム

システム管理タスクについては、以下の項を参照してください。
■

「アプリケーションボリュームの作成について」

■

「アプリケーションボリュームの管理について」

■

「インスタントスナップショットの管理について」
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高度な管理タスク
高度な管理タスクには、ストレージプールやユーザーテンプレートの管理などがあります。
システム管理者には、ISP に関する次の知識が必要です。
■

基本的な管理タスクに関する知識。
p.22 の 「基本的な管理タスク」 を参照してください。

■

LUN、属性、ポリシー、インテント、ルール（新しいボリュームに割り当てるストレージを
制限および除外するためのルールなど）に関する知識。

■

ユーザーテンプレートの作成や変更の方法と、そのユーザーテンプレートをディスク
グループやストレージプールと関連付ける方法。

■

VEA やコマンドラインユーティリティを使ってタスクを実行する方法。

ストレージ管理者は、VEA またはコマンドラインユーティリティのどちらからでもタスクを実
行できます。
VEA インターフェースは、日常の管理に最適です。
図 1-4 に示すように、コマンドラインユーティリティは、主に管理スクリプトで使うことを想定
していますが、ユーザーテンプレートのコンパイルやインストールに使うこともできます。
図 1-4

ユーザーテンプレートの作成

ユーザー
テンプレートの
定義

vxusertemplate

コマンドを使って、ユーザー
テンプレートをコンパイル
し、ディスクグループにユー
ザーテンプレートをインスト
ールする。

ディスクグルー
プにインストー
ルしたユーザー
テンプレート
vxpool コマンドを使ってストレージプールを作成し、ポリシー、テンプレートおよびケイパ

ビリティを関連付ける様子を図示すると、図 1-5 のようになります。
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図 1-5

ストレージプールの作成

テンプレートと
ケイパビリティ

ストレージプール
に必要なポリシー

vxpool

vxpool コマンドを使って
ストレージプールを作成
し、これにテンプレート、
ケイパビリティおよびポリ
シーを関連付ける。

ストレージプール
テンプレート、
ケイパビリティおよび
ポリシー

システム管理タスクについては、以下の項を参照してください。
■

「ストレージプール と ISP について」

■

「ユーザーテンプレートの作成について」

エキスパート管理タスク
エキスパート管理タスクには、ストレージ機能を表す新しい属性の作成、新しいテンプレー
トやケイパビリティの設計および作成などがあります。
ストレージ管理者には、ISP に関する次の知識が必要です。
■

基本的な管理タスクと高度な管理タスクの知識。
p.22 の 「基本的な管理タスク」 を参照してください。
p.24 の 「高度な管理タスク」 を参照してください。

■

ISP のルール記述言語およびこの言語を使ってルール、ケイパビリティおよびテンプ
レートを記述する方法に関する詳細な知識。

■

VEA やコマンドラインユーティリティを使ってタスクを実行する方法。適切なテキストエ
ディタを使えば、テンプレートの定義ファイルを作成できます。

コマンドラインユーティリティは、主に管理スクリプトで使うことを想定していますが、図 1-6
に示すように、テンプレートやケイパビリティのコンパイルやインストールに使うこともでき
ます。
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図 1-6

テンプレートおよびケイパビリティの作成

テンプレートおよび
ケイパビリティの
定義

vxtemplate

vxtemplate コマンドを使って
テンプレートとケイパビリティ
をコンパイルし、これらのテン
プレートをディスクグループに
インストールする。

ディスクグループ
にインストールした
テンプレートと
ケイパビリティ

高度なストレージ管理タスクについては、以下の項を参照してください。
■

「ボリュームテンプレートと設定について」

■

「ケイパビリティ、テンプレート、ルールについて」

■

「ISP 言語について」

ISP の使用例
この項では、ISP を使ったボリューム作成の高度な設定例を示します。

ストレージプールポリシーについて
ストレージプールのポリシーは、新しいボリュームを作成する際の LUN の割り当て方法
と、テンプレートの使用方法を決定付けます。
p.34 の 「ストレージプールポリシーについて」 を参照してください。
どのテンプレートと LUN をストレージプールに関連付けるかを選択し、ストレージプール
に適切なポリシーを設定すれば、ボリュームに対してストレージをどのように割り当てるか
を制御できます。たとえば、あるストレージプールがハードウェアスナップショット機能を備
えた LUN（EMC Business Continuity Volume など）のみで構成されているとします。
そのストレージプール全体でスナップショット機能を保持するために、［自動拡張ポリシー
（AutoGrow）］の値を pool に設定する方法を図 1-7 に示します。
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［自動拡張ポリシー（AutoGrow）］の値を pool に設定した場合の影
響

図 1-7

ディスクグループ
ポリシー:
自動拡張（AutoGrow）= pool

ストレージプール

スナップショット
機能を備えた LUN

テンプレート

アプリケーション
ボリューム

ストレージプール外
の LUN は
使用不可

［自動拡張ポリシー（AutoGrow）］のレベルをデフォルト値の diskgroup に設定したまま
の場合は、ISP によってディスクグループ全体の LUN が自動拡張の対象として認識され
ます。
ストレージプールの使用状況を厳密に管理する必要がある場合は、ストレージプールポ
リシーをデフォルト値から変更することは望ましくありません。
［自動拡張ポリシー（AutoGrow）］を diskgroup に設定すると、ストレージプールの外に
ある同じディスクグループの LUN を用いて自動拡張ができるようになり、［自律ポリシー
（SelfSufficient）］を host に設定すると、必要なケイパビリティを実現するテンプレー
トをストレージプールまたはディスクグループの外からインポートできるようになります。こ
の様子を図で示すと、図 1-8 のようになります。
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デフォルト以外のストレージプールポリシーを設定した場合の影響

図 1-8
ディスクグループ

ポリシー:
自動拡張ポリシー（AutoGrow）= diskgroup
自律ポリシー（SelfSufficient）= host
ストレージプール
ストレージプー
ル外の LUN は
使用可能

テンプレート

ディスクグルー
プ内の他のテン
テンプレート プレートは使用
可能
ディスクグループ
テンプレート 外のテンプレート
は使用可能

アプリケーション
ボリューム

ディスクグルー
プ外の LUN は
使用不可

ボリュームの用途に応じたストレージの配置について
配置したストレージによってストレージの用途を特定のアプリケーションに限定する最も簡
単な方法は、図 1-9 に示すようにストレージプール間でストレージを分割する方法です。
この場合、各ストレージプールは別のディスクグループ内に設定する必要があります。各
ストレージプールには、そのストレージプール内の LUN に基づいて作成されるボリュー
ムの必要条件に合わせて、ポリシーとテンプレートの組み合わせを個別に指定できます。
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図 1-9

ボリュームの用途に応じたストレージの配置
ディスクグループ 2

ディスクグループ 1
ストレージプール 1

テンプレート

アプリケーション
ボリューム

ストレージプール 2

テンプレート

アプリケーション
ボリューム

この方法はストレージを配置する最も簡単な方法であり、最も一般的であると想定されま
すが、設置形態によっては柔軟性に欠ける場合があります。
p.29 の 「属性に応じたストレージの配置について」 を参照してください。

属性に応じたストレージの配置について
ストレージ属性を使うと、ISP のアプリケーションボリュームに対するストレージの割り当て
を制御できます。たとえば、制約ルールを適用すると、一部のボリュームの配置先を、I/O
処理効率を向上するためのキャッシュや、冗長性の確保あるいは処理効率の向上を目
的としたハードウェア RAID など、共通の属性値を有する LUN サブセットに限定すること
ができます。
LUN のすべての属性が自動的に検出されるわけではありません。このような属性をスト
レージに手動で追加するには、vxdisk コマンドまたは VEA GUI を使って管理するディ
スクタグを使います。
p.34 の 「ストレージプールポリシーについて」 を参照してください。
追加属性の使用例を図 1-10 に示します。ここでは、テンプレートで Building 属性の値
を使うことによって、ある敷地内に存在する異なる場所の間でボリュームをミラー化する可
用性を持つケイパビリティを実現しています。

29

30

第 1 章 ISP について
ISP の概念について

図 1-10

追加属性の使用例

ディスクグループ
ストレージプール
追加属性
Building = Bld1
を持つ LUN

追加属性
Building = Bld2
を持つ LUN

テンプレート

テンプレートは、建
物間でのアプリケー
ションボリュームの
ミラー化を行うケイ
パビリティを提供す
るように設定される

アプリケーション
ボリューム

あるいは、適切な分離ルールを記述して、ISP によって建物間でボリュームがミラー化さ
れるように指定することもできます。
追加属性は、ストレージプール内にある特定の LUN に、処理効率が最も優れていること
を示すタグを付ける場合に使うこともできます。その後、制約ルールを適用することによ
り、特定のボリュームは必ずこのストレージのみで設定し、残りのストレージは処理効率の
必要条件が比較的低い他のボリュームに使うよう指定することができます。

ISP の概念について
図 1-11 に、各種 ISP 概念の相互関係を示します。
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図 1-11

ISP 概念の相互関係

ディスクグループ
ストレージプール
設定データベース

LUN

ユーザーテンプレート
属性
LUN ポリシー
および
テンプレート
ポリシー

ルール

ケイパビリティ

ケイパビリティ

ボリューム
テンプレート

ボリューム
テンプレート

ボリューム
テンプレート

インテント
ルール

アプリケーション
ボリューム

以降の項では、それぞれの概念の定義について説明します（抽象化の低い方から順に）。
■

「ディスクグループについて」

■

「LUN について」

■

「属性について」

■

「ストレージプールについて」

■

「ストレージプールセットについて」

■

「ストレージプールポリシーについて」

■

「ケイパビリティについて」
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■

「ルールについて」

■

「ボリュームテンプレートについて」

■

「テンプレートセットについて」

■

「ユーザーテンプレートについて」

■

「アプリケーションボリュームについて」

■

「ボリュームインテントについて」

ディスクグループについて
ディスクグループとは、共通の設定情報を共有するディスクの集合に名前を付けたもので
す。ボリュームおよびその他の VxVM オブジェクトはディスクグループ内で作成する必要
があり、使えるディスクはそのディスクグループ内のディスクに限定されます。

LUN について
LUN、すなわち論理ユニットは、1 つの物理ディスクに対応する場合もあれば、デバイス
ドライバまたはインテリジェントディスクアレイによって 1 つの論理エンティティ（仮想ディス
ク）としてエクスポートされた一連のディスクに対応する場合もあります。VxVM およびそ
の他の Veritas ソフトウェアモジュールの一部は LUN の特殊な特性を自動的に検出す
る機能を備えていますが、ディスクタグを使って新しいストレージ属性を定義することもで
きます。ディスクタグは、vxdisk コマンドまたは VEA GUI を使って管理します。

属性について
ストレージ属性を使うと、LUN のプロパティを任意の概念空間に定義できます。
たとえば、属性により、次のようなプロパティを記述できます。
■

ディスクアクセス名

■

ディスクメディア名

■

製造元

■

モデルタイプ

■

物理的な場所（ラック番号、フレーム番号、階数、建物名または敷地名など）

■

ハードウェア RAID 構成

■

フェールオーバープロパティ

■

処理効率のプロパティ

ディスクハードウェアに本質的に関連付けされているストレージ属性や VxVM によって
自動的に検出または割り当てられるストレージ属性に加えて、ディスクタグを使ってスト
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レージ属性を作成できます。ディスクタグは、vxdisk コマンドまたは VEA GUI を使って
管理します。
たとえば、次の vxdisk settag コマンドを使って、各ディスクにタグと省略可能な値を割
り当てることができます。
# vxdisk -g mydg settag Room=room1 mydg01 mydg02 mydg03 mydg04
# vxdisk -g mydg settag Room=room2 mydg05 mydg06 mydg07 mydg08

これによって、ディスク（mydg01 から mydg08）に、属性タグ Room と物理的な場所を表す
値（room1 または room2）が設定されます。
属性を使うと、次のようなストレージの特殊機能に関する情報を取り込むことができます。
■

ハードウェアでサポートされているクローン機能（EMC Business Continuity Volumes
（BCV）など）

■

ハードウェアでサポートされている複製機能（EMC Symmetrix Remote Data Facility
（SRDF）など）

■

ハードウェアの冗長性（ミラー化パリティなど）やキャッシュ情報

これらの情報は、VxVM で自動的に検出されない場合に限り、手動で入力する必要があ
ります。ユーザー定義属性の一例としては、物理的な場所が挙げられます。
属性名とその文字列値では、大文字と小文字が区別されます。LUN 属性名の正しい表
記は、vxdisk listtag コマンドまたは VEA GUI で確認できます。

ストレージプールについて
ストレージプールは ISP 用に VxVM のディスクグループ内に定義され、ポリシーに基づ
いて LUN やボリュームを格納します。あるストレージプール内でストレージがどのように
編成されるかは、このプールに関連付けられているテンプレート、ケイパビリティおよびポ
リシーによって定義されます。
定義されているストレージプールのタイプは、次のとおりです。
■

データプール

■

クローンプール

利便性を高めるため、様々な目的に使える多数の関連テンプレートを組み込んだストレー
ジプール定義を用意しています。
p.199 の 「ストレージプール」 を参照してください。

データプールについて
データストレージプールは、ディスクグループ内に最初に作成されるストレージプールで
す。これ以降にディスクグループ内に作成されるストレージプールは、すべてクローンプー
ルになります。
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1 つのディスクグループ内に作成できるデータプールは 1 つのみです。通常、データプー
ルを別のディスクグループに移動する必要はありません。ただし、移動する場合は必ず
データプール全体が対象になります。データプール内の個々のアプリケーションボリュー
ムを移動することはできません。データプールを別のディスクグループに移動する場合
は、対象のデータプールに格納されているのが必要なオブジェクトのみであることを確認
する必要があります。

クローンプールについて
クローンストレージプールは、データプール内の複数のボリュームについて、フルサイズ
インスタントボリュームスナップショットの複製を 1 つ以上格納します。ボリュームスナップ
ショットは、スナップショットを作成した時点でのボリュームの内容を表すイメージです。ボ
リュームスナップショットについて詳しくは『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参
照してください。
ISP で使えるのは、フルサイズインスタントスナップショット、リンクブレークオフスナップ
ショット、領域最適化インスタントスナップショットです。サードミラーブレークオフボリュー
ムスナップショットは使えません。
VxVM のリリース 5.0 では、リンクブレークオフスナップショットボリュームの導入によって、
クローンプールの設定が不要になります。リンクブレークオフスナップショットボリューム
は、親ボリュームとは異なるレイアウトと特性を割り当てることができ、異なるディスクグルー
プ内のデータプールに設定でき、親ボリュームに再リンクした後で再び切り離した場合で
も ID 情報が維持されます。
クローンプールは他のディスクグループに移動できますが、個々のスナップショットボリュー
ムは移動できません。オフホスト処理を実行するためにクローンプールを別のディスクグ
ループに移動する場合は、対象のクローンプールに格納されているボリュームが、オフホ
スト処理に必要なスナップショットのみであることを確認する必要があります。代わりに、親
ボリュームとは異なるディスクグループとストレージプールに作成できるリンクブレークオフ
スナップショットを使うことを検討してください。

ストレージプールセットについて
ストレージプールセットは、データプールとそのクローンプールのケイパビリティの定義を
1 つにまとめたものです。ストレージプールセット定義を使うと、1 回の操作で両方のプー
ルを定義できて便利です。
p.203 の 「ストレージプールセット」 を参照してください。

ストレージプールポリシーについて
ストレージプールのポリシーは、ストレージを追加する場合や、現在のテンプレートでは
許可されていないケイパビリティを持つボリュームを作成しようとした場合に、ストレージ
プールがどのように作用するかを定義します。
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ストレージプールには、次のポリシーが関連付けられています。
■ 自動拡張ポリシー（AutoGrow）では、ストレージプールで LUN

をどのように使うかを定
義します。このポリシーに対応するレベルの値は次のとおりです。
pool の場合は、ストレージプールに手動で割り当てられたストレージを使います。
diskgroup の場合は、ディスクグループに割り当てられたストレージを使います。

■ 自律ポリシー（SelfSufficient）では、ストレージプールでテンプレートをどのように

使うかを定義します。このポリシーに対応するレベルの値は次のとおりです。
pool の場合は、ストレージプールに手動で割り当てられたテンプレートを使います。
diskgroup の場合は、ディスクグループに手動で割り当てられたテンプレートを使い

ます。
host の場合は、このホストの ISP 設定データベースにインストールされている任意の
テンプレートを使います。
これらのポリシーの値は、ストレージプールの使用方法に合わせて適宜組み合わせるこ
とができます。
ストレージプールポリシーのデフォルトレベルは、ストレージプールのテンプレートと LUN
の取り扱いを次のように制御します。
■

［自動拡張ポリシー（AutoGrow）］のデフォルトの適用範囲は diskgroup です。この
適用範囲では、ボリュームにストレージを割り当てる際に、ストレージプールとそのディ
スクグループに関連付けられている LUN が使われます。
コマンドを使って明示的に作成されたストレージプールでは、［自律ポリシー
（SelfSufficient）］のデフォルトの適用範囲は pool です。この適用範囲では、ボ
リュームにストレージを割り当てる際に、ストレージプールに関連付けられているテン
プレートのみが使われます。ストレージプールに格納できるのは、該当するテンプレー
トでサポートされている信頼性および処理効率のケイパビリティを備えたボリュームの
みです。

■ vxpool

コマンドに -o intent オプションを指定して暗黙に作成されたスト
レージプールでは、［自律ポリシー（SelfSufficient）］のデフォルトレベルは host
です。この適用範囲では、ISP 設定データベースにインストールされている任意のテ
ンプレートが使われます。

■ vxassist make

他のストレージプールや他のディスクグループ内に存在する LUN、またはどのディスクグ
ループにも属していない LUN を、別のストレージプールや別のディスクグループに直接
集約することはできません。
図 1-12 は、ストレージプールのポリシー適用範囲を示します。
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図 1-12

ストレージプールポリシーの適用範囲

ディスクグループ内の LUN およびテンプレート（レベル = diskgroup）

ストレージプール内の LUN および
テンプレート（レベル = pool）
テンプレート
に関する自律
ポリシー
（SelfSufficient）
のデフォルト
の適用範囲

テンプレート

LUN に関する自
動拡張ポリシー
（AutoGrow）
のデフォルトの
適用範囲

テンプレート

テンプレート

使用可能なすべてのテンプレート（レベル = host）

ケイパビリティについて
ケイパビリティとは、ボリュームが備える特定の機能を指します。ケイパビリティには処理効
率や信頼性などのタイプがあり、各ボリュームに対して様々な属性で指定することができ
ます。ケイパビリティの各タイプは、一連のルールとして定義されます。
表 1-1 に、ストレージプールでサポートされる単純なケイパビリティの例をいくつか示しま
す。
表 1-1

ストレージプールのケイパビリティ

ケイパビリティ

調整可能なパラメータ

説明

DataMirroring

nmirs - ミラー（プレックス）の数

ミラープレックスを使うことによって
信頼性を確保します。

Raid5Capability

ncols - カラム数の最小値

RAID 5 パリティを使うことによって
信頼性を確保します。

nmaxcols - カラム数の最大値
Raid5LogMirroring

nlogs - ログコピーの数

ミラー化によって RAID 5 ログの
信頼性を確保します。
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ケイパビリティ

調整可能なパラメータ

説明

Striping

ncols - カラム数の最小値

複数のカラムにわたるストライプ化
により、処理効率を向上させます。

nmaxcols - カラム数の最大値

ケイパビリティには、ミラー数やカラム数など、ユーザーが指定できる可変パラメータがあ
ります。これらのパラメータの値を調整すると、ボリュームの特性を最適化できます。パラ
メータ値を指定しなかった場合は、デフォルト値が適用されます。
p.193 の 「ケイパビリティ」 を参照してください。

処理効率ケイパビリティについて
処理効率は、ストライプボリュームのカラム数、ストライプユニットサイズ、優先するストレー
ジ特性（アレイのハードウェア内に構成されているディスクの使用など）といった要因に基
づいてボリュームのケイパビリティを指定します。

信頼性ケイパビリティについて
信頼性は、ケイパビリティとしてボリュームに要求される冗長性のレベルを指定します。非
常に信頼性の高いボリュームは、高度な冗長性を備えています。非常に信頼性の高いボ
リュームとは、アレイのハードウェア内に構成されている RAID 5 対応の LUN を基盤とす
るソフトウェアミラーボリュームなどを指します。中程度の冗長性を備えたボリュームの例と
しては、ソフトウェア内、または 1 つのエンクロージャ内の適切な LUN 上に構成された単
純な 2 面ミラーボリュームや RAID 5 ボリュームが挙げられます。

ルールについて
ルールとは、Veritas ISP 言語で記述されたステートメントであり、ボリュームの作成方法
を指定します。ルールでは、ストレージの選択方法やストレージのレイアウトを定義できま
す。ルールは通常、個別に指定するのではなく、ボリューム作成用のテンプレートとして
まとめて指定します。

ストレージ選択ルールについて
ストレージ選択ルールでは、ボリュームの作成に使えるストレージの種類を指定します。
表 1-2 にストレージ選択ルールの例を示します。
表 1-2

ストレージ選択ルール

ルール

説明

affinity

共通の属性を持つストレージを選択しようとします。

confineto

属性の指定によってストレージの選択を制限します。
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ルール

説明

exclude

特定の属性を持つストレージを選択対象から除外します。

select

使うストレージを指定します。

separateby

プレックスなどのオブジェクトに対する障害ドメインを定義します。

strong separateby 複数の障害ドメインで属性を共有できないようにします。

たとえば、特定のエンクロージャから任意の LUN を選択するように指定するには、次の
ようなルールを記述します。
select "Enclosure"="ENC01", "Enclosure"="ENC02"
Room1 に設置されている日立製ディスクから LUN を選択するように指定する場合は、次

のようなルールを記述します。
confineto "VendorName"="HITACHI", "Room"="Room1"

エンクロージャを独立した障害ドメインとして処理するように指定する場合は、次のような
分離ルールを記述します。
separateby "Enclosure"

ストレージレイアウトルールについて
ストレージレイアウトルールでは、ボリューム作成時のストレージの使用方法を指定しま
す。
表 1-3 にストレージレイアウトルールの例を示します。
表 1-3

ストレージレイアウトルール

ルール

説明

log

ログのタイプと冗長性レベルを指定します。

mirror

ボリュームのミラー数を指定します。

parity

パリティを使って冗長性を確保するかどうかを指定します。

stripe

ボリュームのカラム数を指定します。

striped

ボリュームをストライプ化するかどうかを指定します。

たとえば、パリティを使ってボリュームデータの冗長性を確保できるようにするには、次の
ようなルールを記述します。
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parity true

ボリュームテンプレートについて
ボリュームテンプレート（略してテンプレート）は、特定のケイパビリティを実現するルール
をまとめた有意の集合です。テンプレートは、そのテンプレートに基づいて作成されたボ
リュームが備える 1 つ以上のケイパビリティを指定する機能を持ち、ストレージ選択ルー
ルとストレージレイアウトルールの集合から構成されます。たとえば、特定の数のコントロー
ラに障害が発生しても耐えられるボリュームを作成するためのテンプレートや、特定の数
のボリュームデータのコピーを格納したボリュームを作成するためのテンプレートなどがあ
ります。
ボリュームを作成する場合は、使用可能なストレージ上にボリュームの正確なレイアウトを
指定するよりも、必要なケイパビリティを指定するほうが簡単です。ISP は適切なテンプ
レートを選択し、これを使って必要なケイパビリティを備えたボリュームを作成します。
ボリュームのケイパビリティに対してパラメータ値を指定すると、選択したテンプレート内に
定義されているルールに基づくストレージ選択やレイアウト設定の際にその値が適用され
ます。パラメータを指定しなかった場合は、ボリュームのケイパビリティに対するデフォル
トのパラメータ値が適用されます。
表 1-4 に、テンプレートとそのテンプレートで導入される単純なケイパビリティの例を示し
ます。
表 1-4

テンプレートの例

テンプレート

導入されるケイパビリティ

ケイパビリティに対する調整可能
なパラメータ

DataMirroring

DataMirroring

nmirs - ミラー（プレックス）の数

Raid5Volume

Raid5Capability、
Raid5LogMirroring

ncols - カラム数の最小値
logs - ログコピーの数
nmaxcols - カラム数の最大値

Striping

Striping

ncols - カラム数の最小値
nmaxcols - カラム数の最大値

p.189 の 「ボリュームテンプレート」 を参照してください。

テンプレートセットについて
テンプレートセットは、利便性を高めるために、関連のあるケイパビリティとテンプレートを
1 つにまとめたものです。テンプレートセットとストレージプールを関連付けると、そのテン
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プレートセットを構成する各テンプレートを個別にストレージプールに関連付けた場合と
同じ効果が得られます。
p.186 の 「テンプレートセット」 を参照してください。

ユーザーテンプレートについて
ユーザーテンプレート（ユーザーが定義したテンプレート）を使うと、特定のタイプのボ
リュームに適用するケイパビリティ、テンプレートおよびルールを自由に組み合わせて定
義することができます。たとえば、データベーステーブルを格納するために作成するすべ
てのボリュームで信頼性と処理効率のケイパビリティを共通化し、さらにボリュームの割り
当て元をある一連のストレージに限定する場合などが考えられます。
類似したケイパビリティを持つボリュームを定期的に作成する場合は、ユーザーテンプ
レートを作成すると便利です。
表 1-5 に、作成できるユーザーテンプレートの例をいくつか示します。
表 1-5

ユーザーテンプレートの例

ユーザーテンプ
レート

説明

OracleTable

データベーステーブルに適した、信頼性と処理効率の高いボリュームを実
現します。

OracleIndex

データベースインデックスに適した、きわめて処理効率の高いボリュームを
実現します。

既定のテンプレートと同様、各ユーザーテンプレートには調整可能なパラメータを多数設
定でき、このパラメータを使うことによって、作成したボリュームの特性を最適化することが
できます。
ユーザーテンプレートは、ストレージプールと直接には関連付けられません。ユーザーテ
ンプレートの関連付けは、ユーザーテンプレートによるケイパビリティとテンプレートの参
照によって示唆されます。

アプリケーションボリュームについて
アプリケーションボリュームは ISP によって作成され、データベースやファイルシステムな
どのアプリケーションで使うためにエクスポートされます。アプリケーションボリュームは、
vxassist コマンドやその他の VxVM コマンドまたは VEA GUI を使って作成した従来
のボリュームと同一です。
この項では、従来の VxVM ボリュームを指す旨の記述がない限り、ボリュームという用語
は常にアプリケーションボリュームを指します。
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ボリュームインテントについて
ボリュームのインテントとは、ボリュームの特性によって定義されテンプレートによって実装
されるボリュームの目的を概念化したものです。ISP は、ボリュームの再設定、サイズ変
更、再配置のいずれかが実行されると、ボリュームのインテントを必ず保持しようとします。
インテントの保持機能により、信頼性や処理効率などのケイパビリティは自動的に維持さ
れ、制限や除外の指定に基づくストレージの割り当てなどの追加ルールも引き続き適用
されます。

コマンドラインからの ISP の使用例
この項では、コマンドラインから ISP を使う例と詳細情報の参照先を示します。
また、一般的なコマンドの使用例もまとめてあります。
p.215 の 「ISP コマンドについて」 を参照してください。
その他の例については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。
p.221 の 「ISP の例について」 を参照してください。

データストレージプールの作成
VxVM で使うために複数のディスクを初期化し、mydg というディスクグループを作成した
場合、次のコマンドを指定すると、複数のディスクで構成された mypool というデータスト
レージプールが作成され、これによってストライプ化ミラーボリュームの作成がサポートさ
れます。
# vxpool -g mydg create mypool ¥
dm=mydg01,mydg02,mydg03,mydg04,mydg04,mydg06 ¥
pooldefinition=stripe_mirror_volumes

p.49 の 「ストレージプールの作成」 を参照してください。

ストレージプールへのディスクの追加
vxpool adddisk コマンドを使うと、初期化済みのディスクをストレージプールに追加で

きます。
たとえば、次のコマンドを実行すると、新たに 2 つのディスクが mypool というストレージ
プールに追加されます。
# vxpool -g mydg adddisk mypool dm=mydg07,mydg08

p.52 の 「ストレージプールへのディスクの追加」 を参照してください。
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アプリケーションボリュームの作成
次のコマンドでは、DataStripeMirror というケイパビリティを適切なパラメータと組み合
わせて指定することにより、3 つのカラムと 2 つのミラーを持つストライプ化ミラーボリュー
ムが、mypool というデータストレージプールに作成されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make stmrvol 2g ¥
capability='DataStripeMirror(ncols=3,nmirs=2)' init=active
init=active 属性を指定すると、同期を実行することなくボリュームをただちに使えるよ

うになります。
アプリケーションボリューム stmrvol を作成済みの場合、次のコマンドを実行すると、こ
のボリュームをボリュームスナップショットと組み合わせて使う準備ができます。
# vxassist -g mydg -P mypool addlog stmrvol nlog=2 logtype=dco

このコマンドでは、ボリュームにデータ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームが関連
付けられます。属性 nlog を使うと、DCO ボリュームにもとのボリュームと同じレベルの冗
長性を付加するように指定できます。
次の vxsnap prepare コマンドを使ってボリュームをスナップショット用に設定することも
できます。
# vxsnap -g mydg prepare stmrvol ndcomirs=2

p.59 の 「アプリケーションボリュームの作成について」 を参照してください。
p.105 の 「インスタントスナップショットの作成」 を参照してください。

アプリケーションボリュームのサイズ変更
作成したアプリケーションボリューム stmrvol は、必要に応じて次のコマンドを使ってサ
イズを拡大できます。
# vxassist -g mydg -p mypool growto stmrvol 4g

このボリューム上に作成したファイルシステムやその他のアプリケーションストレージレイ
アウトは、いずれもボリュームの拡張後にサイズを変更できます。
p.76 の 「オンライン状態にあるボリュームのサイズ変更」 を参照してください。

クローンストレージプールの作成
さらに mypool にあるアプリケーションボリュームのフルサイズスナップショットを作成し、
別のディスクグループへ移動できるようにする必要がある場合、次のコマンドを実行する
と、mypool と同じディスクグループ内にクローンストレージプール myclpool が作成され
ます。
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# vxpool -g mydg create myclpool ¥
dm=mydg09,mydg10,mydg11,mydg12 ¥
autogrow=pool pooldefinition=mirrored_volumes

このストレージプールでは、ミラーボリュームの作成がサポートされます。また、デフォルト
以外の［自動拡張ポリシー（autogrow）］が設定され、ストレージプールの外にあるディス
クグループからはディスクを集められないようになっています。
p.97 の 「フルサイズインスタントスナップショット用のストレージプールの準備」 を参照し
てください。

フルサイズスナップショットボリュームの準備
アプリケーションボリュームのフルサイズスナップショットを作成するには、次のコマンドで
示すように、スナップショットボリュームに使う空のボリュームを用意します。
# vxassist -g mydg -P myclpool make mysnpvol 2g type=snapshot¥
init=active

このコマンドを実行すると、データ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームが自動的に
ボリュームに関連付けられます。
p.98 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。

アプリケーションボリュームのフルサイズスナップショットの作成
空のボリュームを用意した後に次のコマンドを実行すると、アプリケーションボリュームの
スナップショットを作成することができます。
# vxsnap -g mydg make source=stmrvol/snapvol=mysnpvol/syncing=on

次のコマンドを実行すると、スナップショットボリュームの完全同期が開始され、その処理
が完了するまで他の処理はブロックされます。
# vxsnap -g mydg syncwait mysnpvol

p.105 の 「インスタントスナップショットの作成」 を参照してください。

領域最適化スナップショットのキャッシュボリュームの作成
領域最適化スナップショットを使う場合は、スナップショットの作成場所となるストレージ
キャッシュを用意する必要があります。
次のコマンドを実行すると、クローンプール myclpool 内に 1 GB のキャッシュボリューム
mycache が設定されます。
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# vxassist -g mydg -P myclpool make mycache 1g type=cachevolume

p.99 の 「共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショットの準備」 を参照
してください。

領域最適化スナップショットの準備
キャッシュボリュームの作成が完了したら、必要な領域最適化スナップショットを準備する
必要があります。
次のコマンドを実行すると、キャッシュボリューム mycache を使って領域最適化スナップ
ショット mysovol が設定されます。
# vxassist -g mydg -P myclpool make mysovol 2g type=snapshot ¥
cachevolume=mycache init=active

引数 2g は、スナップショットを準備する対象のソースボリュームのサイズと同じです。この
値によりスナップショットの論理サイズが定義されます。実際にスナップショットで必要に
なるストレージの量はこの値よりも小さく、キャッシュボリュームのサイズによって限定され
ます。
p.99 の 「共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショットの準備」 を参照
してください。

アプリケーションボリュームの領域最適化スナップショットの作成
キャッシュボリュームの作成と、1 つ以上の領域最適化スナップショットの作成が完了する
と、次のコマンドを実行してアプリケーションボリュームのスナップショットを作成できます。
# vxsnap -g mydg make source=stmrvol/snapvol=mysovol

p.105 の 「インスタントスナップショットの作成」 を参照してください。

2
ストレージプール
この章では以下の項目について説明しています。
■

ストレージプール と ISP について

■

ISP で使うディスクの予約と予約解除

■

ディスクグループ内のストレージプールの編成

■

ストレージプールの作成

■

ストレージプールに基づくディスクグループの分割および結合

■

ストレージプールへのディスクの追加

■

ストレージプールからのディスクの削除

■

テンプレートとストレージプールの関連付け

■

テンプレートセットとストレージプールの関連付け

■

テンプレートとストレージプールの関連付けの解除

■

ストレージプールに関する情報の表示

■

ストレージプールポリシーの表示

■

ストレージプールに設定されているポリシーの変更

■

ディスクグループ内のストレージプールの一覧表示

■

指定したプール定義を含むストレージプールセットの検索

■

ストレージプール名の変更

■

ストレージプールの削除
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ストレージプール と ISP について
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）を使うと、類似した特性を持つストレー
ジをグループ化して、ボリュームの作成に使うことができます。ストレージプールとは、ボ
リュームとそれに関連する LUN の集合に名前を付けたものです。
ストレージプールの特性は、そのストレージプールに関連付けられているストレージポリ
シーとルールによって決まります。各ストレージプールは、これらのストレージポリシーや
ルールに従って作成されたボリュームの集合を表します。たとえば、プールの自動拡張
ポリシー（autogrow）や自律ポリシー（selfsufficient）を適切に指定することによっ
て、そのプールの外から LUN を割り当てられるようにしたり、そのプールに関連付けられ
ているテンプレートのみを使うように設定することができます。
ストレージプールには、数多くのルールを適用できます。
p.151 の 「ルール」 を参照してください。
vxpool ユーティリティを使って、ストレージプールの作成と管理を行えます。このコマンド

について詳しくは vxpool（1M） マニュアルページを参照してください。

ISP で使うディスクの予約と予約解除
VxVM で使うディスクを vxdiskadm コマンドなどで初期化した場合、そのディスク領域
は、ISP と ISP 以外のユーティリティのどちらからでもアクセスできる状態になっています。
このディスクの allocator_reserved フラグまたは allocator_nouse フラグの値を設
定すると、どちらかのユーティリティセット専用にディスクを予約することができます。
ディスクを ISP 専用に予約し、ISP 以外のユーティリティで使えないようにするには、
vxdiskadm コマンドのメインメニューから次のメニュー項目を選択します。
22 Mark a disk as ISP-reserved for a disk group

あるいは、次のコマンドを使うと、ディスクメディア名で指定したディスクを ISP 用に予約で
きます。
#vxedit [-g diskgroup] set "allocator_reserved=on" diskname

既存の VxVM サブディスクが存在するディスクを ISP 用に予約することはできません。
ディスクから予約フラグを削除するには、vxdiskadm コマンドのメインメニューから次のメ
ニュー項目を選択します。
23 Turn off the allocator-reserved flag on a disk

あるいは、次のコマンドを使ってディスクの ISP 予約を解除することもできます。
# vxedit [-g diskgroup] set "allocator_reserved=off" diskname
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ディスクを ISP で使えないように制限するには、次のコマンドを実行します。
# vxedit [-g diskgroup] set "allocator_nouse=on" diskname

この制限を解除し、ISP でディスクを使えるようにするには、次のコマンドを実行します。
# vxedit [-g diskgroup] set "allocator_nouse=off" diskname
allocator_reserved と allocator_nouse パラメータの 2 つのフラグは排他的な関係

にあります。1 つのディスクに対して両方のフラグを on に設定することはできません。
vxdisk list コマンドまたは vxprint コマンドを使って、ディスクが ISP 用に予約され

ているかどうかを確認できます。コマンドと出力の例を次に示します。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE

DISK

GROUP

STATUS

sdd

mydg1

mydg

online allocrsvd

auto:cdsdisk

# vxprint -g mydg mydg1
TY NAME
ASSOC
KSTATE

LENGTH

dm mydg1

35365968 -

sdd

-

PLOFFS

STATE

TUTIL0 PUTIL0

ALLOC_RES -

-

allocrsvd 状態フラグおよび ALLOC_RES 状態は、ディスクが ISP 用に予約されている

ことを示しています。

ディスクグループ内のストレージプールの編成
ISP を使ってディスクグループ内にボリュームを作成する場合、まずそのディスクグルー
プ内に必要なストレージプールを作成する必要があります。ストレージプールには、ディ
スク、テンプレートおよびポリシーが関連付けられています。このポリシーによって、プー
ルからボリュームにストレージを割り当てる際のディスクおよびテンプレートの使用方法が
制御されます。
vxpool organize コマンドは、ストレージプールセットの定義を使うことにより、ディスク

グループ内に 1 つ以上のプールを作成する初期操作を簡略化します。このコマンドを使
うと、多様なアプリケーション用に設計されたポリシーやテンプレートを持つプールセット
を作成できます。ストレージプールセットは、1 つのデータプール定義と 1 つ以上のクロー
ンプール定義で構成されます。各プール定義は、通常はプールタイプ、そのプールに格
納されているテンプレートおよびプールポリシーで構成されます。
たとえば、冗長性を確保するためにデータボリュームをミラー化し、かつ処理効率を向上
させるためにスナップショットボリュームをストライプ化する場合、ミラー化に関係するテン
プレートが関連付けられたデータプールとストライプ化に関係するテンプレートが関連付
けられたクローンプールを持つストレージプールセットの定義を選択します。この条件に
適したストレージプールセットは、mirrored_data_striped_clones です。
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ディスクグループ内にこれらのストレージプールを作成するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxpool -g diskgroup organize mirrored_data_striped_clones

p.48 の 「ストレージプールセットの一覧表示」 を参照してください。
p.48 の 「ストレージプールセットの定義の表示」 を参照してください。

ストレージプールセットの一覧表示
ストレージプールセットは、データストレージプールと、そのデータストレージプールのボ
リュームのスナップショットを保持するクローンストレージプールについて、ストレージプー
ルタイプを定義します。
使えるすべてのストレージプールセットを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxpool listpoolset

p.203 の 「ストレージプールセット」 を参照してください。

ストレージプールセットの定義の表示
ストレージプールセットの定義を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxpool printpoolset storage_pool_set ¥
[storage_pool_set ...]

たとえば、次のコマンドを実行すると、ストレージプールセット
mirrored_data_stripe_clones の定義が表示されます。
# vxpool printpoolset mirrored_data_stripe_clones
storage_pool_set mirrored_data_striped_clones {
description "The data volumes have multiple copies of data.
Snapshot volumes have I/Os spread across multiple columns."
descriptionid "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42-080020feef8b}",
139
display_name "Mirrored Data and Striped Snapshots"
display_name_id "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42-080020feef8b}", 138
data mirrored_volumes
clone striped_volumes
};

p.50 の 「ストレージプール定義の表示」 を参照してください。
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ストレージプールの作成
vxpool organize コマンドの代わりに、vxpool create コマンドを使って、ストレージ

プールを定義して作成することができます。そのコマンド定義を次に示します。
# vxpool [-g diskgroup] create storage_pool
[dm=dm1[,dm2...] ¥
[description="description"] ¥
[autogrow={1|pool}|{2|diskgroup}] ¥
[selfsufficient={1|pool}|{2|diskgroup}|{3|host}] ¥
[rules=rule [ rule ...]] ¥
[pooldefinition=storage_pool_definition]

たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスク mydg02 および mydg03 から成るストレージ
プール mypool が作成され、このストレージプールとディスクグループ mydg が関連付け
られます。
# vxpool -g mydg create mypool dm=mydg02,mydg03 ¥
autogrow=diskgroup selfsufficient=pool

自動拡張ポリシー（autogrow）のレベルは diskgroup に設定されているため、このスト
レージプールはディスクグループ内の任意のストレージを使えます。一方、自律ポリシー
（selfsufficient）のレベルは pool に設定されているため、このストレージプールに手
動で割り当てられているテンプレート以外は使えません。
プールの作成を簡略化するために、システムで認識されているストレージプール定義に
基づいてストレージプールを作成することもできます。そのコマンドを次に示します。
# vxpool -g mydg create mypool pooldefinition=mirrored_volumes

このような定義を使うことにより、ストレージプールに関連付けるポリシーやテンプレートを
標準化できます。
p.50 の 「使用可能なストレージプール定義の一覧表示」 を参照してください。
p.50 の 「ストレージプール定義の表示」 を参照してください。
事前定義済みストレージプールタイプには、デフォルトのポリシーの値や、インストールさ
れているボリュームテンプレートとの関連付けが含まれます。このようなストレージプール
にディスクを追加できます。
p.199 の 「ストレージプール」 を参照してください。
p.52 の 「ストレージプールへのディスクの追加」 を参照してください。
ストレージプールに割り当てるディスクは、あらかじめ初期化し、ストレージプールの作成
先となるディスクグループに追加しておく必要があります。
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ディスクグループ内に最初に作成するストレージプールは、アプリケーションボリュームを
格納するデータストレージプールです。これ以降にディスクグループ内に作成するスト
レージプールは、すべてクローンストレージプールになります。クローンストレージプール
には、データストレージプールに格納されているボリュームのフルサイズインスタントスナッ
プショットを保存できます。このようなスナップショットを別個のクローンストレージプールに
配置する必要があるのは、スナップショットを作成する際に親ボリュームとは異なるテンプ
レートを使う必要がある場合と、スナップショットを別のディスクグループに移動する予定
がある場合のみです。

使用可能なストレージプール定義の一覧表示
使用可能なストレージプール定義の一覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxpool listpooldefinition

p.199 の 「ストレージプール」 を参照してください。
p.50 の 「ストレージプール定義の表示」 を参照してください。

ストレージプール定義の表示
1 つ以上のストレージプール定義の詳細を表示するには、次のコマンド定義を使います。
# vxpool printpooldefinition [storage_pool_definition] ...

ストレージプール定義の名前を指定しないと、すべてのストレージプールの定義が表示
されます。
たとえば、次のコマンドを実行すると、ストレージプール mirrored_volumes の定義が表
示されます。
# vxpool printpooldefinition mirrored_volumes
storage_pool mirrored_volumes {
description "Volume has multiple copies of data."
descriptionid "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42-080020feef8b}",
117
display_name "Data Mirroring"
display_name_id "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42-080020feef8b}", 116
volume_templates ArrayProductId,
ConfineLogsToSimilarStorage,
ConfineMirrorsToSimilarStorage,
ConfineToSimilarStorage,
ConfineToSpecificStorage,
DCOLogMirroring,
DCOLogStriping,
DataMirroring, ExcludeSpecificStorage,
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InstantSnapshottable, LogsOnSeparateComponents,
MirrorsOnSeparateComponents,
MultipathingThroughMultiplePaths
autogrow 2
selfsufficient 1
};

ストレージプールに基づくディスクグループの分割および
結合
ストレージプールは、ディスクグループの分割と結合の操作の最小単位です。
詳しくは『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』の「ディスクグループの作成と管理」
の章にある「ディスクグループの内容の再編成」を参照してください。
ディスクグループ間で移動できるのは、クローンストレージプールのみです。データプー
ルは、作成元のディスクグループに残しておく必要があります。
次のコマンドは、1 つ以上のクローンプールを、ソースディスクグループから新しく作成し
たターゲットディスクグループに分割する場合に使います。
# vxdg split sourcedgtargetdgclonepool ...

指定したクローンプールに存在するボリューム（インスタントスナップショットを含む）は、す
べてターゲットディスクグループ内のクローンプールに移動されます。
クローンプールを格納するディスクグループには、必ずデータプールも存在する必要が
あります。クローンプールをディスクグループから分割した場合、新しく作成されたターゲッ
トディスクグループには空のデータプールも作成されます。
次のコマンドは、2 つのディスクグループを結合する場合に使います。この場合、ソース
ディスクグループの内容はターゲットディスクグループの内容に結合され、その後、ソー
スディスクグループは削除されます。
# vxdg join sourcedgtargetdg

ソースディスクグループのクローンプール内に存在するフルサイズインスタントスナップ
ショットは、すべてターゲットディスクグループ内の同名のクローンプールに移動されます。
ストレージプールを格納している 2 つのディスクグループを結合するには、ディスクが片
方のデータプールのみに存在し、さらに一方のデータプールに関連付けられている一連
のテンプレートが他方のデータプールに関連付けられているテンプレートのサブセット（ヌ
ルの場合を含む）であるという条件を満たす必要があります。両方のデータプールにディ
スクが格納されている場合や、一連のテンプレートが部分的に重複しているか完全に異
なっている場合には、結合操作は失敗します。結合操作の終了時には、大多数のテンプ
レートを格納しているデータプールが保持され、もう一方のデータプールは削除されま
す。
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次のコマンドを使うと、クローンプールをディスクグループ間で移動できます。
# vxdg move sourcedgtargetdgclonepool ...

分割操作の場合と同様に、ターゲットディスクグループにデータプールが存在しない場
合は空のデータプールが作成されます。

ストレージプールへのディスクの追加
1 つ以上の初期化済みディスクをストレージプールに追加するには、次のコマンド定義を
使います。
# vxpool [-g diskgroup] adddisk storage_pool ¥
dm=dm1[,dm2,...]

次の例では、mydg04 と mydg05 の 2 つのディスクがストレージプール mypool に追加さ
れます。
# vxpool -g mydg adddisk mypool dm=mydg04,mydg05

ストレージプールに追加するディスクは、あらかじめ初期化され、ストレージプールと同じ
ディスクグループに属している必要があります。
ストレージプールの自動拡張ポリシー（autogrow）を diskgroup に設定した場合は、必
要に応じて、このディスクグループ内のディスクが自動的にストレージプールに追加され
ます。

ストレージプールからのディスクの削除
1 つ以上の初期化済みディスクをストレージプールから削除するには、次のコマンド定義
を使います。
# vxpool [-g diskgroup] rmdisk storage_pool dm=dm1[,dm2...]

次の例では、ディスク mydg01 および mydg04 がストレージプール ReliablePool から削
除され、別の場所で使えるようになります。
# vxpool -g mydg rmdisk ReliablePool dm=mydg01,mydg04

ディスク上にボリュームが設定されている場合、そのディスクをストレージプールから削除
することはできません。このようなディスクを削除するには、まず vxassist evacuate コ
マンドを実行して、ボリュームを別の場所に移動します。この操作が完了すると、ストレー
ジプールからディスクを削除できるようになります。
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テンプレートとストレージプールの関連付け
1 つ以上のボリュームテンプレートをストレージプールに関連付けるには、vxpool
assoctemplate コマンドを使います。そのコマンド定義を次に示します。
# vxpool [-g diskgroup] assoctemplate storage_pool ¥
template=t1[,t2,...]

たとえば、次のコマンドを実行すると、テンプレート Mirroring および Striping がスト
レージプール ReliablePool に関連付けられます。
# vxpool -g mydg assoctemplate ReliablePool ¥
template=Mirroring,Striping

自律ポリシー（selfsufficient）の値が diskgroup または host の場合、ISP はスト
レージプールに関連付けられているテンプレートに適合するストレージをまず検索し、適
合するテンプレートが見つからなかった場合はプールの外にあるテンプレートを調べま
す。
p.189 の 「ボリュームテンプレート」 を参照してください。

テンプレートセットとストレージプールの関連付け
1 つ以上のテンプレートセット（テンプレートセットに格納されているすべてのテンプレー
トを含む）をストレージプールに関連付けるには、vxpool assoctemplateset コマンド
を使います。そのコマンド定義を次に示します。
# vxpool [-g diskgroup] assoctemplateset storage_pool ¥
template_set=ts1[,ts2,...]

たとえば、次のコマンドを実行すると、テンプレートセット DataMirroring がストレージ
プール ReliablePool に関連付けられます。
# vxpool -g mydg assoctemplateset ReliablePool ¥
template_set=DataMirroring

自律ポリシー（selfsufficient）の値が diskgroup または host の場合、ISP はスト
レージプールに関連付けられているテンプレートに適合するストレージをまず検索し、適
合するテンプレートが見つからなかった場合はプールの外にあるテンプレートを調べま
す。
p.186 の 「テンプレートセット」 を参照してください。
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テンプレートとストレージプールの関連付けの解除
テンプレートとストレージプールの関連付けを解除するには、次のコマンド定義を使いま
す。
# vxpool [-g diskgroup] distemplate storage_pool ¥
template=t1[,t2,...]

次の例では、テンプレート PrefabricatedRaid5 とストレージプール ReliablePool の
関連付けが解除されます。
# vxpool -g mydg distemplate ReliablePool ¥
template=PrefabricatedRaid5

テンプレートの関連付けが解除されると、ISP は、このテンプレートのルールやケイパビリ
ティを参照しなくなります。ただし、ストレージプール上に設定されている自律ポリシー
（selfsufficient）によって参照が許可されている場合を除きます。

ストレージプールに関する情報の表示
1 つ以上のストレージプールに関する情報を表示するには、次のコマンド定義を使いま
す。
# vxpool [-g diskgroup] print storage_pool ¥
[storage_pool ...]

たとえば、次のコマンドを実行すると、ストレージプール ReliablePool に関する情報が
表示されます。
# vxpool -g mydg print ReliablePool
TY
NAME
AUTOGROW
SELFSUFFICIENT
st
ReliablePool 2
2
dm
disk04
dm
disk02
dm
disk01
-

DESCRIPTION
-

このコマンドを実行すると、指定したストレージプールに関連付けられているディスクの一
覧とともに、各ストレージプールのポリシーと説明が表示されます。
vxpool print コマンドは、プール内に存在し、少なくとも 1 つのパスが使用可能である

ディスクのみを表示します。vxprint コマンドを使って、ディスクとその状態に関する詳細
情報を表示します。
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ストレージプールポリシーの表示
ストレージプールに設定されているポリシーを表示するには、vxpool getpolicy コマン
ドを使います。そのコマンド定義を次に示します。
# vxpool [-g diskgroup] getpolicy storage_pool

次の例では、このコマンドを使って、ストレージプール ReliablePool に設定されている
ポリシーを表示しています。
# vxpool -g mydg getpolicy ReliablePool
Autogrow
Selfsufficient
2
1

ストレージプールに設定されているポリシーの変更
ISP では、特に指定しない限り、自動拡張ポリシー（autogrow）の値は diskgroup に設
定され、自律ポリシー（selfsufficient）の値は pool に設定されます。
ストレージプールに設定されているポリシーを変更するには、次に示す vxpool setpolicy
コマンドを使います。
# vxpool [-g diskgroup] setpolicy storage_pool ¥
[autogrow={1|pool}|{2|diskgroup}] ¥
[selfsufficient={1|pool}|{2|diskgroup}|{3|host}]

既存のプールポリシーは、設定した新しいレベルで上書きされます。
次の例では、ストレージプール mypool のポリシーが変更されてストレージプールの外に
あるストレージリソースを使えなくなり、使用可能なすべてのテンプレートがボリューム作
成時に適用候補として考慮されるようになります。
# vxpool -g mydg setpolicy mypool autogrow=pool ¥
selfsufficient=host

ディスクグループ内のストレージプールの一覧表示
ディスクグループ内に存在するストレージプールの一覧を表示するには、vxpool list
コマンドを使います。そのコマンド定義を次に示します。
# vxpool [-g diskgroup] list

たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクグループ mydg 内に存在するストレージプー
ルが一覧表示されます。
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# vxpool -g mydg list

指定したプール定義を含むストレージプールセットの検
索
ISP 設定データベース内にある、特定のストレージプール定義を含むストレージプール
セット定義の一覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxpool -C listpoolset [pooldefn=pd1[,pd2...]]

たとえば、mirrored_volumes プール定義を含むすべてのストレージプールセットの一
覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxpool -C listpoolset pooldefn=mirrored_volumes
TY NAME
ps mirrored_prefab_raid5_data_mirrored_clones
ps mirrored_data_striped_clones

ストレージプール定義を指定しない場合は、ISP 設定データベースに定義されているす
べてのストレージプールセットの一覧が表示されます。

ストレージプール名の変更
ストレージプールの名前を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxpool [-g diskgroup] rename storage_poolnew_name

たとえば、ストレージプール mypool の名前を ReliablePool に変更するには、次のコ
マンドを実行します。
# vxpool -g mydg rename mypool ReliablePool

ストレージプールの削除
ストレージプールを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxpool [-g diskgroup] [-r] delete storage_pool

すべてのディスクの関連付けを解除してからストレージプールを削除するには、次の例に
示すように -r オプションを指定する必要があります。
# vxpool -g mydg -r delete ReliablePool
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ストレージプールにボリュームが存在する場合は、ストレージプールを削除する前にボ
リュームを削除する必要があります。
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3
アプリケーションボリューム
の作成
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプリケーションボリュームの作成について

■

CLI の概要

■

最大ボリュームサイズの指定

■

ボリュームの作成

■

タグが関連付けられたボリュームの作成

■

同じ接頭辞を持つ複数のボリュームの作成

■

複数のボリュームをボリュームグループとして作成する方法

■

スナップショットと DRL で使うボリュームの作成

アプリケーションボリュームの作成について
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）で作成したボリュームは、vxassist
ユーティリティで作成した従来の非 ISP ボリュームと類似していますが、インテントが保持
され、誤って縮退されることがないという利点があります。ISP で作成されたボリュームの
管理には、vxassist や vxvoladm などのコマンド、または VEA クライアントの GUI を使
います。
VEA を使ったボリュームの作成方法については、VEA のオンラインヘルプを参照してく
ださい。
vxassist コマンドによって、ISP ボリュームを作成できます。
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アプリケーションボリュームを作成するには、システムに適切なライセンスが必要です。た
とえば、インスタントスナップショット機能を使うには、Veritas Volume Manager のフルラ
イセンスと、Veritas FlashSnap™ または FastResync のライセンスが必要です。また、
ディスクアレイのベンダーが、自社製ハードウェアの特定の機能に対して特別なライセン
スを必要とするケイパビリティを提供する場合があります。

CLI の概要
ディスクグループ内にストレージプールをすでに設定している場合は、vxassist コマン
ドを使って ISP ボリュームを作成および管理できます。ISP は、このコマンドの引数として
指定されたパラメータ値、ルール、ケイパビリティ、テンプレートによる定義および制約に
基づいて、ストレージリソースの割り当てを最適化します。ケイパビリティは最も抽象的な
高水準のボリューム指定手段であり、ルールは最も直接的な低水準の指定手段です。こ
れにより、必要条件に適合するボリュームを自由に作成することができます。
vxassist コマンドの一般的な形式は次のとおりです。
# vxassist [options] keywordvolume [additional_arguments] ¥
[storage_specification] [attribute=value ...]

keyword は、指定したボリュームに対して vxassist で実行する操作を指定します。スト
レージの指定（storage_specification）により、特定のストレージを操作の対象とするか
どうかを定義できます。この引数はディスクメディア名とその他のストレージ属性をカンマ
で区切ったリストで構成され、たとえば Controller:controller_name は、特定のコン
トローラ上のすべてのディスクを指します。操作の対象から除外するストレージには、接頭
辞 ! を付加します。最後に属性（attribute）とその値（value）を指定すると、操作にさらに
制約を課すことができます。
それぞれ 1 回の vxassist 呼び出しで、ディスクグループ内に設定されている 1 つのス
トレージプールのみを操作対象にします。デフォルトのディスクグループは、defaultdg
でエイリアスが設定されているディスクグループです。-g diskgroup オプションを使っ
て、別のディスクグループを指定することもできます。
vxassist コマンドの使用法について詳しくは vxassist（1M） マニュアルページを参照

してください。
vxassist コマンドを使った ISP 操作には同等の vxvoladm コマンドがあり、vxassist

の代わりに vxvoladm を使うことによって指定できます。コマンドのその他の引数はいず
れも同じです。

ISP ボリュームのデフォルト値の設定
ISP ボリュームのデフォルト値は、ファイル /etc/default/allocator、または -d オプ
ションの引数として指定した別のファイルで指定できます。コマンドラインで別の値を指定
しない限り、このファイルに記述したデフォルト値が使われます。デフォルトファイルでもコ
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マンドラインでも値を指定せずに vxassist を実行した場合は、組み込みのデフォルト値
が使われます。
/etc/default/allocator_readme ファイルには、出荷時、最初にインストールされた

デフォルトファイルのコピーが含まれています。
インストールされた /etc/default/allocator ファイル内の属性設定は、デフォルトで
はコメントアウトされています。必要に応じてエントリのコメントを外し、値を編集することが
できます。属性値を編集する際は、後で参照できるように、まず編集前のもとのファイルの
バックアップコピーを作成しておきます。
次に示す、/etc/default/allocator ファイル内の default_rules のエントリは、デ
フォルトではコメントアウトされています。
# default_rules=desired confineto "ProductId"

このルールを有効にすると ISP のデフォルトの動作が変更され、ボリュームに使われる
ディスクが、同一のプロダクト ID を持つディスクのみに制限されます。また、同一のプロ
ダクト ID を持つディスクが使えない場合にホットリロケーションやボリュームの変換を実行
しないようにすることもできます。
vxassist コマンドの 1 回の呼び出しで、-o オプションにカンマで区切った引数を指定

することによって、/etc/default/allocator ファイルで定義された属性、または
vxassist に組み込まれた属性のデフォルト値を変更することができます。

最大ボリュームサイズの指定
ボリュームを作成する前に、使用可能なストレージが十分に存在するかどうかを確認する
場合があります。
次のコマンドを使うと、ディスクグループのデータストレージプール内に特定のケイパビリ
ティを備えたボリュームを作成する場合の最大サイズを確認することができます。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] [-b] maxsize ¥
[storage_specification] [attribute=value ...]
-b オプションを指定すると、このコマンドはバックグラウンドで実行されます。このオプショ

ンを指定しなかった場合は、最大ボリュームサイズの計算が完了するまで他の処理が待
ち状態になります。
割り当てに利用可能なストレージは、ストレージプールの AutoGrow ポリシーの設定に基
づきます。このポリシーの値が、pool ではなく diskgroup に設定されている場合、ディ
スクグループ内で適したディスクはすべて、この計算に使われます。特定のプールのスト
レージのみを対象として指定するには、-P オプションを使います。
たとえば、次のコマンドを実行すると、使用可能なすべての空きストレージに基づき、3 つ
のミラーを持つミラーボリュームを作成する場合の最大サイズが計算されます。

61

62

第 3 章 アプリケーションボリュームの作成
ボリュームの作成

# vxassist -g mydg -P mypool maxsize layout=mirror nmir=3

次に示すのは、DataMirroring ケイパビリティを指定する場合と同等のコマンドです。
# vxassist -g mydg -P mypool maxsize ¥
capability='DataMirroring(nmirs=3)'

次の例は、指定したベンダータイプのアレイにより構成されたミラーを使った場合の最大
ボリュームサイズを調べる方法を示しています。
# vxassist -g peakdg -P peakpool maxsize ¥
volume_template=PrefabricatedDataMirroring ¥
rules='confineto "VendorName"="ACME"'

作成可能な VxVM ボリュームの最大サイズは 256 TB です。

ボリュームの作成
指定サイズのボリュームを作成するには、vxassist に make キーワードを指定します。
そのコマンドを次に示します。
# vxassist [options] make volume length ¥
[storage_specification] [attribute=value ...]

このコマンドには、ケイパビリティ、テンプレートおよびルールの組み合わせを指定するこ
とができます。
ボリュームの作成に関連したそれぞれの定義を次に示します。
■

ルールは、ストレージの選択および割り当ての基準を詳細に指定します。

■

テンプレートは、ケイパビリティを定義するのに有意なルールの集合です。

■

ケイパビリティは、ボリュームの機能を大まかに指定します。

作成するボリュームのプロパティは、パラメータやその他の属性を指定することによってさ
らに特定できます。
ルール、ケイパビリティおよびテンプレートは、次のように組み合わせることができます。
■

ルールとケイパビリティを組み合わせて指定した場合、ISP は、ケイパビリティに定義
されているルールと vxassist の引数として指定したルールの両方に適合するボ
リュームを作成します。

■

ルールとテンプレートを組み合わせて指定した場合、ISP は、テンプレートのルール
と vxassist の引数として指定したルールの両方に適合するボリュームを作成しま
す。

■

ケイパビリティとテンプレートを組み合わせて指定した場合、ISP は、指定したテンプ
レートの中から必要なケイパビリティに適合するテンプレートを選択します。
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■

ルール、ケイパビリティおよびテンプレートを指定した場合、ISP は、引数として指定
したルール、およびケイパビリティとテンプレートに定義されているルールに則して処
理を実行します。

p.143 の 「ケイパビリティ、テンプレート、ルールについて」 を参照してください。
各自の環境で実行するアプリケーションに必要な冗長性、耐障害性または処理効率のケ
イパビリティを設定したユーザーテンプレートを指定してボリュームを作成することもでき
ます。
p.137 の 「ユーザーテンプレートの作成について」 を参照してください。
また、VxVM のリリース 5.0 では、vxassist コマンドを使って ISP ボリュームを作成でき
ます。vxassist で指定属性を使ってボリュームを作成することに精通している場合、ま
たは vxassist を呼び出すレガシースクリプトが多数ある場合は、この方法で ISP ボリュー
ムを作成するほうが便利なことがあります。
p.63 の 「vxassist の指定属性を使ってボリュームを作成する方法」 を参照してください。

vxassist の指定属性を使ってボリュームを作成する方法
VxVM のリリース 5.0 では、vxassist コマンドを使って、（インテントに意味のない）非
ISP ボリュームに加え、（インテントが保持される） ISP ボリュームを作成できます。vxassist
コマンドでは vxvoladm コマンドと同じテンプレート、ケイパビリティ、ルールの指定がで
き、vxassist の一連のストレージ指定属性は同等の ISP ルールに自動的に変換されま
す。
p.211 の 「vxassist と ISP ルールについて」 を参照してください。
-o intent オプションを指定すると、vxassist によって ISP ボリュームが作成され、ディ

スクグループ内にストレージプールがまだない場合はストレージプールも設定されます。
ディスクグループ内にストレージプールがすでに存在する場合は、-o nointent オプ
ションを指定しない限り、vxassist コマンドによって ISP ボリュームの作成が試行されま
す。
次の項に、このような vxassist コマンドの使用例を示します。続くセクションでは、ケイ
パビリティ、テンプレート、ルールを使って、従来の vxassist 指定属性の適用範囲を超
えた必要条件を満たす ISP ボリュームを作成する方法について説明します。

ミラーボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、2 つのミラー（デフォルト）を持つ 1 GB のボリュームが作成さ
れます。
# vxassist -g mydg -o intent make mir2vol 1g layout=mirror ¥
nmir=2 init=active
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init=active 属性が指定されているため、空のプレックスの同期は実行されず、ボリュー

ムがただちに使用可能になります。-o intent オプションを使って、ISP ボリュームが必
須であることを指定し、ディスクグループ内にストレージプールがない場合はストレージ
プールを作成しています。
次のコマンドを実行すると、3 つのミラーを持つ 1 GB のボリュームが作成されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make mir3vol 1g layout=mirror ¥
nmir=3 init=active

この例では、使うストレージプールの名前を指定するために -P オプションを使っているた
め、-o intent オプションが暗黙に指定されます。

別のエンクロージャにミラーを持つミラーボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、2 つのミラーを持つ 2 GB のミラーボリュームが作成され、そ
れぞれのミラーは別のエンクロージャに配置されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g layout=mirror ¥
nmir=2 mirror=enclosure

このようなボリュームは、1 つのエンクロージャに障害が発生しても可用性が維持されるた
め、信頼性が高くなります。

ストライプボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、10 個のカラムを持つ 2 GB のストライプボリュームが作成され
ます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g layout=stripe ¥
ncols=10

別のコントローラにミラーを持つミラー化ストライプボリュームの作
成
次のコマンドを実行すると、8 つのカラムを持つ 2 GB のミラー化ストライプボリュームが作
成され、それぞれのミラーは別のコントローラに配置されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g ¥
layout=mirror-stripe ncols=8 mirror=controller

RAID 5 ログを持つ RAID 5 ボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、8 つのデータカラムを持つ 2 GB の RAID 5 ボリュームと、2
つの冗長コピーを持つ RAID 5 ログが作成されます。
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# vxassist -g mydg -P mypool make r5vol 2g layout=raid5 ¥
ncols=8 nraid5logs=2

ケイパビリティを指定してボリュームを作成する方法
ケイパビリティはボリュームの機能の大まかな記述であり、DataMirroring、Striping、
PrefabricatedRaid5 などがあります。ISP は、必要なケイパビリティの実現に適したテ
ンプレートを自動的に選択します。ユーザーによる指定は最小限で済むため、この方法
は vxassist を使った最も抽象的なボリューム作成手段といえます。ケイパビリティは、
定義されている可変パラメータの値を指定することによって、ある程度までカスタマイズで
きます。
数多くの既定のケイパビリティがサポートされています。
p.193 の 「ケイパビリティ」 を参照してください。

ミラーボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、2 つのミラー（デフォルト）を持つ 1 GB のボリュームが作成さ
れます。
# vxassist -g mydg -P mypool make mir2vol 1g ¥
capability='DataMirroring' init=active
init=active 属性が指定されているため、空のプレックスの同期は実行されず、ボリュー

ムがただちに使用可能になります。
次のコマンドを実行すると、3 つのミラーを持つ 1 GB のボリュームが作成されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make mir3vol 1g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=3)' init=active

別のエンクロージャにミラーを持つミラーボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、2 つのミラーを持つ 2 GB のミラーボリュームが作成され、そ
れぞれのミラーは別のエンクロージャに配置されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g ¥
capability='DataMirroring,MirrorsOnSeparateComponents'

このようなボリュームは、1 つのエンクロージャに障害が発生しても可用性が維持されるた
め、信頼性が高くなります。
このケイパビリティをマルチパス化と組み合わせると、エンクロージャへのパスの 1 つに障
害が発生しても可用性を維持できるようになります。コマンドの例を次に示します。
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# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g ¥
capability='DataMirroring,MirrorsOnSeparateComponents,¥
MultipathingThroughMultiplePaths'

ストライプボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、10 個のカラムを持つ 2 GB のストライプボリュームが作成され
ます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g ¥
capability='Striping(ncols=10)'

別のコントローラにミラーを持つミラー化ストライプボリュームの作
成
次のコマンドを実行すると、8 つのカラムを持つ 2 GB のミラー化ストライプボリュームが作
成され、それぞれのミラーは別のコントローラに配置されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g ¥
capability='DataMirrorStripe(ncols=8),¥
MirrorsOnSeparateComponents(component="Controller")'

アレイにより構成されたミラーに基づくストライプ化ミラーボリュー
ムの作成
次のコマンドを実行すると、8 つのカラムを持つ 10 GB のストライプ化ミラーボリュームが
作成され、アレイにより構成されたミラーが各カラムに使われます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strpvol 2g ¥
capability='Striping(ncols=8),PrefabricatedDataMirroring'

RAID 5 ログを持つ RAID 5 ボリュームの作成
次のコマンドを実行すると、8 つのデータカラムを持つ 2 GB の RAID 5 ボリュームと、2
つの冗長コピーを持つ RAID 5 ログが作成されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make r5vol 2g ¥
capability='Raid5Capability(ncols=8),¥
Raid5LogMirroring(nlogs=2)'

ケイパビリティとルールを指定してボリュームを作成する方法
ボリュームの作成時には、ケイパビリティだけでなく、ストレージの選択とレイアウトに関す
るルールも指定できます。これにより、特定のボリュームに使えるストレージと使えないスト
レージを明示的に選択することができます。この方法は、ボリュームの作成に使うストレー
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ジを、特定のアレイのハードウェアで実装される一定の処理効率と信頼性を備えたスト
レージに限定する場合などに使います。
様々なタイプのルールや使い方を利用できます。
p.151 の 「ルール」 を参照してください。

アレイにより構成されたストレージ上に RAID 5 ボリュームを作成
する方法
次のコマンドを実行すると、指定したベンダーのアレイにより構成された RAID 5 ディスク
上に 10 GB のボリュームが作成されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make perfr5vol 10g ¥
capability='PrefabricatedRaid5' ¥
rules='confineto "VendorName"="ACME"'

異なる場所にあるエンクロージャ上にミラーボリュームを作成する
方法
次のコマンドを実行すると、それぞれ異なる場所にあるエンクロージャ上にミラーボリュー
ムを作成し、1 つのエンクロージャに障害が発生しても可用性が維持されるようにすること
ができます。
# vxassist -g mydg -P mypool make mirvol 10g ¥
capability='DataMirroring' ¥
rules='separateby "Room","Enclosure"'

複数のエンクロージャにまたがるミラーボリュームを作成すると、単一点障害（SPOF: Single
Point Of Failure）が回避され、信頼性が高くなります。
vxdisk settag コマンドを使って、各ディスクにユーザー定義属性 Room のタグを割り

当てる例を次に示します。
# vxdisk -g mydg settag Room=room1 mydg01 mydg02 mydg03 mydg04
# vxdisk -g mydg settag Room=room2 mydg05 mydg06 mydg07 mydg08

特定のディスクを除外してストライプボリュームを作成する方法
次のコマンドを実行すると、Room1 に配置されているストレージおよびエンクロージャ Enc1
内の特定のディスクを除いたストレージ上に、ストライプボリュームが作成されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strvol 1g ¥
capability='Striping(ncols=4)' ¥
rules='exclude allof("Room"="Room1","DeviceName"="Enc1_1",¥
"DeviceName"="Enc1_2")'
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テンプレートを指定してボリュームを作成する方法
ケイパビリティの代わりにテンプレートを指定してボリュームを作成することもできます。
次の例は、テンプレートを使ってミラーボリュームを作成する方法を示しています。
# vxassist -g mydg -P mypool make mirvol 1g ¥
volume_template=DataMirroring

ボリュームの作成時にテンプレートを指定する場合は、指定するテンプレートが自律的
で、かつコマンドラインで指定されていないテンプレートには依存しないことを確認する必
要があります。このことは、テンプレートをそのテンプレート自体で指定する場合や、ケイ
パビリティとルールが混在している状態でテンプレートも組み合わせて指定する場合な
ど、あらゆる場合に確認する必要があります。
テンプレートは、次の方法で他のテンプレートを参照できます。
■

他のテンプレートを拡張する。

■

他のテンプレートを適用する。

■

他のテンプレートによって提供されるケイパビリティを要求または継承する。

これらの条件が 1 つでも当てはまる場合、指定されたテンプレートを使えずボリュームの
作成が失敗することがあります。
テンプレートの詳細を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate [-g diskgroup] print template_name
extends、inherits、requires、apply の各フィールドの定義を調べ、指定したテンプ

レートが依存する他のテンプレートを確認します。
p.146 の 「ボリュームテンプレート」 を参照してください。
たとえば、次のコマンドはテンプレートの依存関係が原因で失敗します。
# vxassist -g mydg -P mypool make myvol 1g ¥
volume_template=PrefabricatedRaid5
VxVM vxassist ERROR V-61-49872-28 Template PrefabricatedRaid5 is
not valid for the operation. Either the template itself is
invalid or one or more of the related templates/capabilities are
not in the scope.

次に示す vxtemplate print コマンドを実行し、PrefabricatedRaid5 ボリュームテン
プレートの定義を確認します。
# vxtemplate -g mydg print PrefabricatedRaid5
volume_template PrefabricatedRaid5 {
provides PrefabricatedRaid5
rules {
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apply ArrayProductId
confineto "Parity" ="1"
}
};

この一覧の apply ルールは、PrefabricatedRaid5 テンプレートが ArrayProductId
テンプレートに依存していることを示しています。
ArrayProductId テンプレートが他のいずれのテンプレートにも依存していない場合は、
vxassist make コマンドを変更し、PrefabricatedRaid5 に加えて ArrayProductId

も一覧表示します。
# vxassist -g mydg -P mypool make myvol 1g ¥
volume_template=PrefabricatedRaid5,ArrayProductId

テンプレートとルールを指定してボリュームを作成する方法
次のコマンドでは、テンプレートを使い、指定の場所にある 1 つのエンクロージャからの
みストレージが割り当てられるようにルールを指定して、ストライプボリュームを作成してい
ます。
# vxassist -g mydg -P mypool make strvol 1g ¥
volume_template='Striping' ¥
rules='confineto eachof("Enclosure","Room"="Room2")'

ボリュームテンプレートを使ってボリュームを作成する場合およびケイパビリティを指定し
なかった場合、ボリュームテンプレートの中で使われるすべての変数の値は、ケイパビリ
ティで定義されたデフォルト値になります。このような変数の値がデフォルト値でない場
合、エラーが返されます。

テンプレートとケイパビリティを指定してボリュームを作成する方法
ボリュームの作成時にケイパビリティに加えてテンプレートも指定した場合、ISP は指定さ
れたテンプレートの中からテンプレートを選択します。
次の例は、ケイパビリティとテンプレートの両方を指定する方法を示しています。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] make volume length ¥
capability='capability[,capability...]' ¥
volume_template=template[,template...]

ケイパビリティとテンプレートに加えてルールを指定した場合、そのルールは、ISP がケイ
パビリティ必要条件を満たすテンプレートを選択した後で適用されます。
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ユーザーテンプレートを指定してボリュームを作成する方法
ユーザーテンプレートを設定すると、各種のアプリケーション用のボリュームを簡単に作
成できるようになります。たとえば、データベーステーブルを格納するために作成するす
べてのボリュームで信頼性および処理効率のケイパビリティを共通化し、さらにボリューム
の割り当て元をある一連のストレージに限定するユーザーテンプレートなどが考えられま
す。
次の例は、ユーザーテンプレートを使ってデータベーステーブル用のボリュームを作成
する方法を示しています。
# vxassist -g dbdg -P dgpool make Customers 15g ¥
user_template=DBTable

タグが関連付けられたボリュームの作成
ボリュームタグは、Storage Foundation ソフトウェアの DST（Dynamic Storage Tiering）
機能を実装するために使われます。
DST について詳しくは『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。
関連するタグと省略可能なタグ値が付けられたボリュームを作成するには、次の例のよう
に tag 属性を指定します。
# vxassist -g dbdg -P dgpool make products 1g ¥
user_template=DBTable tag=db_table=Products

これによって、名前が db_table で値が Products のタグを持つボリュームが作成されま
す。

同じ接頭辞を持つ複数のボリュームの作成
同じ名前接頭辞を持つ複数のボリュームを作成するには、次の例のように nvol パラメー
タに数値の引数を指定します。
# vxassist -g mydg -P mypool make mirvol 15g ¥
layout=mirror nmir=2 nvol=3

これによって、mirvol1、mirvol2、mirvol3 という名前の 3 つのミラーボリュームが作成
されます。同じ名前接頭辞と数値接尾辞を持つボリュームがすでに存在する場合、新し
いボリュームの番号は、検出された中で最も大きい番号に 1 を足した数字から始まりま
す。たとえば、mirvol1 と mirvol2 という名前のボリュームがすでに存在する場合、新し
いボリュームの名前は mirvol3、mirvol4、mirvol5 になります。
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複数のボリュームをボリュームグループとして作成する
方法
ボリュームを個別に作成すると、使用可能なストレージを使い切ってしまった時点で割り
当てが失敗する可能性があります。vxassist コマンドに -M オプションを指定すると、使
用可能なストレージリソースを最も効率よく利用しながら複数のボリュームを作成すること
ができます。ISP は、自動的に最良の方法を選択してストレージをボリュームに割り当て
ます。この方法で作成された複数ボリュームのセットをボリュームグループといいます。
定義ファイルに 1 つ以上のボリュームグループを定義し、vxassist にこのファイルを読
み取らせてボリュームを作成すると、簡単で便利です。そのコマンドを次に示します。
# vxassist -M make < filename

p.207 の 「ボリュームグループ定義の構文について」 を参照してください。
volumegroup エントリを含む定義の例を次に示します。
volumegroup {
diskgroup "mydg"
rules {
separateby "Enclosure"
exclude "Enclosure"="ENC1"
}
volume "mirvol1" 10g {
capability 'DataMirroring(nmirs=2)'
}
volume "mirvol2" 10g {
capability 'DataMirroring(nmirs=2)'
}
volume "mirvol3" 10g {
capability 'DataMirroring(nmirs=2)'
}
};

この定義では、各データミラーを ENC1 を除く複数のエンクロージャに分けて配置した、
ディスクグループ mydg 内の 3 つの 10 GB のミラーボリュームを指定しています。
次の定義例では、Room1 のストレージ上にあるアレイにより構成されたストライプボリュー
ムと、ディスクグループ testdg 内の複数のコントローラにわたってミラー化されたボリュー
ムを指定しています。さらに、このボリュームグループのルールでは、ボリュームを別のエ
ンクロージャ上に作成し、ストレージの割り当て元を特定のベンダーのディスクに限定す
るよう指定しています。
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volumegroup {
diskgroup "testdg"
rules {
separateby "Enclosure"
confineto "VendorName"="ACME"
}
volume "strpvol" 10g {
rules {
confineto "Room=Room1"
}
capability 'PrefabricatedStriping'
}
volume "mirdvol" 1g {
rules {
separateby "Controller"
}
capability 'DataMirroring(nmirs=2)'
}
};

同じ名前接頭辞を持つ複数のボリュームを作成するには、次の例のように volume セク
ションの nvol パラメータに数値の引数を指定します。
volumegroup {
diskgroup "mydg"
rules {
separateby "Enclosure"
exclude "Enclosure"="ENC1"
}
volume "mirvol" 10g {
nvol 3
capability 'DataMirroring(nmirs=2)'
}
};

これによって、mirvol1、mirvol2、mirvol3 という名前の 3 つのボリュームが作成され
ます。同じ名前接頭辞と数値接尾辞を持つボリュームがすでに存在する場合、新しいボ
リュームの番号は、検出された中で最も大きい番号に 1 を足した数字から始まります。
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スナップショットと DRL で使うボリュームの作成
アプリケーションボリュームで DRL（Dirty Region Logging）機能またはインスタントスナッ
プショット機能を使うには、バージョン 20 の DCO（Data Change Object）および DCO ボ
リュームを関連付けておく必要があります。
インスタントスナップショット機能に対応したボリュームを作成するには、
InstantSnapshottable ケイパビリティまたはテンプレートを次のように指定する必要が
あります（ただし、このケイパビリティが別のケイパビリティまたはテンプレートによって間接
的に指定されている場合は除きます）。そのコマンドを次に示します。
# vxassist -g mydg -P mypool make mir3vol 1g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=3),InstantSnapshottable' ¥
init=active

デフォルトでは、DCO および単一のプレックスを持つ DCO ボリュームを個々のボリューム
に関連付けることによってインスタントスナップショット機能が有効にされます。DCO ボ
リュームの冗長性を高めるには、DCOLogMirroring ケイパビリティを指定します。そのコ
マンドを次に示します。
# vxassist -g mydg -P mypool make mir3vol 1g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=3),InstantSnapshottable,¥
DCOLogMirroring(nlogs=3)' init=active

この例では、データボリュームと同じレベルの冗長性が DCO ボリュームに付加されます。
InstantSnapshottable ケイパビリティによって追加される DCO および DCO ボリュー

ムは、システムクラッシュ後のミラーボリュームのリカバリを高速化する DRL（Dirty Region
Logging）機能も搭載しています。DRL を有効にするには、通常の DRL の場合は属性
drl=on、データベース REDO ログを格納するボリュームで使うシーケンシャル DRL の場
合は drl=sequential を指定します。デフォルトでは、DRL は無効になっています
（drl=off）。
たとえば、次のコマンドを実行すると、作成対象のボリューム mir3vol の DRL が有効に
されます。
# vxassist -g mydg -P mypool make mir3vol 1g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=3),InstantSnapshottable' ¥
drl=on init=active

従来の DRL ログは、DCO ボリュームを使うのではなく、ログコピーごとに専用のプレック
スを使って実装され、ミラーボリュームのレイアウトのみでサポートされています。
p.86 の 「ボリュームへのログの追加」 を参照してください。
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4
アプリケーションボリューム
の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプリケーションボリュームの管理について

■

オンライン状態にあるボリュームのサイズ変更

■

ボリュームのタグの設定

■

DRL およびスナップショット操作の対象となるボリュームの準備

■

ボリュームの退避

■

ボリュームの削除

■

ボリュームのオンライン再レイアウトの実行

■

オンライン状態にあるボリュームのケイパビリティの変換

■

ボリュームへのミラーの追加

■

ボリュームからのミラーの削除

■

ボリュームへのカラムの追加

■

ボリュームからのカラムの削除

■

ボリュームのストライプユニットサイズの変更

■

ボリュームへのログの追加

■

ボリュームからのログの削除

■

ISP タスクの監視と制御
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■

ボリュームの変換の取り消し

■

指定したケイパビリティまたはテンプレートを使うボリュームの検索

■

ボリュームのインテントの確認

■

ボリュームに関連付けられているルールの表示

■

非 ISP ボリュームから ISP ボリュームへの移行

■

ISP ボリュームから非 ISP ボリュームへの移行

アプリケーションボリュームの管理について
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）を使って作成したボリュームの管理タ
スクを実行できます。ボリュームをオフラインにせずにサイズやケイパビリティを変更する
タスクなどがこれに該当します。
これらの操作では、vxassist コマンドと vxvoladm コマンドを使います。
vxassist（1M） と vxvoladm（1M）のマニュアルページを参照してください。
vxassist コマンドを使ったすべての ISP 操作には同等の vxvoladm コマンドがあり、
vxassist の代わりに vxvoladm を使うことによって指定できます。コマンドのその他の引

数はいずれも同じです。vxvoladm コマンドの migrate、printintent、printrules、
reversemigrate、reversemigrateall の各操作は vxassist コマンドではサポート
されていません。
ボリュームに関する情報の表示、タスクの監視と制御、vxresize コマンドを使ったボリュー
ムと基盤となるファイルシステムのサイズ変更の方法について詳しくは『Veritas Volume
Manager 管理者ガイド』の「ボリュームの管理」の項を参照してください。

オンライン状態にあるボリュームのサイズ変更
ボリュームのサイズ拡張または縮小は、ボリュームをオンラインにしたまま実行できる操作
です。
ボリュームのサイズ変更に使える vxassist 操作は次のとおりです。
growto

ボリュームのサイズを指定サイズに拡張します。

growby

ボリュームのサイズを指定した分量だけ拡張します。

shrinkto

ボリュームのサイズを指定サイズに縮小します。

shrinkby

ボリュームのサイズを指定した分量だけ縮小します。
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サイズの引数は、セクタ、KB、MB、GB の各単位または割合（%）で指定できます。単位を
指定するには、該当する接尾辞（s、m、k、g、t、p、e）をサイズの値に付加します。単位を
指定しない場合は、セクタが使われます。
サイズ変更するボリュームにリンクミラーボリュームが割り当てられている場合は、これらの
ミラーボリュームも同じ操作でサイズ変更されます。ただし、切り離されたフルサイズスナッ
プショットはサイズ変更されず、新しいスナップショットを作成する必要があります。領域最
適化インスタントスナップショットは、親ボリュームのフルサイズバージョンではないため影
響を受けません。
p.95 の 「インスタントスナップショットの管理について」 を参照してください。
警告: vxassist を使ってボリュームのサイズを変更する場合、ボリューム上に配置され
ているファイルシステムより小さいサイズに縮小することはできません。最初にファイルシ
ステムを縮小しないと、リカバリ不能なデータ損失が発生する危険があります。VxFS ファ
イルシステムが構成されている場合は、ファイルシステムを先に縮小してから、ボリューム
を縮小します。他のファイルシステムでは、後でファイルシステムを再作成し、データをリ
ストアできるように、データのバックアップが必要になる場合があります。ご使用の環境で
vxresize コマンドがサポートされている場合は、同コマンドでボリュームとファイルシステ
ムの両方のサイズを変更することもできます。詳しくは vxresize（1M） マニュアルページ
を参照してください。
vxassist コマンドを使って fsgen タイプまたは raid5 タイプを持つアプリケーションボ

リュームのサイズを変更する場合は、-f（force）オプションを指定する必要があります。ま
た、ボリュームを拡張するとルールに準拠しなくなる場合にも -f オプションを指定する必
要があります。

ボリュームの最大サイズの確認
次のコマンドを使うと、使用可能なストレージに基づいてボリュームをどの程度拡張できる
かを確認することができます。
# vxassist [-g diskgroup] maxgrow volume [attributes...]

ストレージ指定属性を使って、計算に入れるストレージを制限することもできます。
たとえば、ボリューム vol02 のサイズ変更に使うストレージをすべての JBOD ストレージに
限定するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg maxgrow vol02 ¥
use_storage='allof("Enclosure"="Disk")'

ボリュームのサイズを指定サイズに拡張
次のコマンドを実行すると、ボリュームを指定サイズに拡張することができます。
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# vxassist [-g diskgroup] [-f] growto volume length ¥
[attributes...]

ストレージ指定属性を使って、ボリュームの拡張に使うストレージを制限することもできま
す。
たとえば、コントローラ c1 以外に構成されているストレージを使ってボリューム vol1 を
10 GB に拡張するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg growto vol1 10g ¥
use_storage='noneof("Controller"="c1")'

新しく指定したサイズがボリュームの現在のサイズより小さい場合、この操作は失敗しま
す。

ボリュームのサイズを指定した分量だけ拡張
次のコマンドを実行すると、指定した分量だけボリュームを拡張することができます。
# vxassist [-g diskgroup] [-f] growby volume length ¥
[attributes...]

たとえば、連続したストレージを使ってボリューム vol1 を 1 GB 拡張するには、次のコマ
ンドを実行します。
# vxassist -g mydg growby vol1 1g layout=contig
layout=config と設定すると、連続したディスク領域だけがプレックスまたはカラムに割

り当てられます。ボリュームを拡張する場合、デフォルトでは可能な限りボリューム内の既
存のサブディスクがまず拡張され、次に新規サブディスクの追加および関連付けが行わ
れます。このデフォルトの動作は、layout=noconfig と属性を設定した場合の動作と同
じです。

ボリュームのサイズを指定サイズに縮小
次のコマンドを実行すると、ボリュームのサイズを縮小することができます。
# vxassist [-g diskgroup] [-f] shrinkto volume length ¥
[attributes...]

たとえば、ボリューム vol1 を 5 GB に縮小するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg shrinkto vol1 5g

新しく指定したサイズがボリュームの現在のサイズより大きい場合、この操作は失敗しま
す。
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ボリュームのサイズを指定した分量だけ縮小
次のコマンドを実行すると、ボリュームのサイズを指定した分量だけ縮小することができま
す。
# vxassist [-g diskgroup] [-f] shrinkby volume length ¥
[attributes...]

たとえば、ボリューム vol01 を 500 MB 縮小するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg shrinkby vol1 500m

複数のボリュームの拡張と縮小
vxassist コマンドに -M オプションを指定すると、同じ操作で複数のボリュームのサイズ

を変更することができます。
サイズ変更の対象となるボリュームをファイルに定義し、次の例に示すように vxassist
にこのファイルを読み取らせてボリュームのサイズを変更すると簡単で便利です。
# vxassist -M growby < filename

各入力行には、サイズ変更の対象となるディスクグループ、ボリュームおよびサイズのパ
ラメータを次の形式で定義します。
diskgroup dgname volume volume_namelength

スクリプトの場合は、次の例に示すように入力内容を「ヒアドキュメント」形式で埋め込むと
便利です。
vxassist -M shrinkto <<!!
diskgroup mydg volume vol01 10g
diskgroup mydg volume vol02 12g
!!

ボリュームのタグの設定
ボリュームタグは、Storage Foundation ソフトウェアの DST（Dynamic Storage Tiering）
機能を実装するために使われます。この機能について詳しくは『Veritas File System 管
理者ガイド』を参照してください。
次の形式の vxassist コマンドを使って、ボリュームに対する名前付きのタグと省略可能
なタグ値の設定、タグの置換、ボリュームからのタグの削除ができます。
# vxassist [-g diskgroup] settag volumetagname[=tagvalue]
# vxassist [-g diskgroup] replacetag volumeoldtagnewtag
# vxassist [-g diskgroup] removetag volumetagname
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ボリュームに関連付けされたすべてのタグの一覧を表示するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist [-g diskgroup] listtag volume

指定したタグ名を持つボリュームの一覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] list tag=tagnamevolume

タグ名とタグ値は、大文字と小文字が区別される 256 文字までの文字列です。タグ名は、
ASCII 文字セットの英字（A から Z と a から z）、数字（0 から 9）、ハイフン（-）、下線文字
（_）、ピリオド（.）で構成できます。タグ名は英字または下線文字で始める必要があります。
タグ値は、ASCII 文字セットの中の 10 進値で 32 から 127 の 任意の文字で構成できま
す。
タグ値に空白が含まれる場合は、次のコマンドのように、シェルから保護するために引用
符で囲みます。
# vxassist -g mydg settag myvol "dbvol=table space 1"

ドットで区切ったタグの階層は、list 操作で認識されます。たとえば、tag=a.b の一覧
表示には、a.b で始まるタグ名を持つすべてのボリュームが含まれます。
タグ名 site、udid、vdid は予約済みなので、これらは使わないでください。将来の製品
機能と競合する可能性を避けるために、asl、be、isp、nbu、sf、symc、vx でタグ名を始
めないことを推奨します。

DRL およびスナップショット操作の対象となるボリューム
の準備
アプリケーションボリュームでダーティリージョンログ（DRL）およびインスタントスナップショッ
ト操作を実行するには、データ変更オブジェクト（DCO）および DCO ボリュームを関連付
けておく必要があります。
この項では、バージョン番号 110 以上のディスクグループ内に作成したアプリケーション
ボリュームに、バージョン 20 の DCO および DCO ボリュームを追加する手順を説明しま
す。バージョン番号 110 以上のディスクグループ内に新規ボリュームを作成する場合は、
DCO と DCO ボリュームの同時作成と DRL の有効化を指定できます。
p.73 の 「スナップショットと DRL で使うボリュームの作成」 を参照してください。
p.86 の 「ボリュームへのログの追加」 を参照してください。
DRL と FastResync 機能を使うには、追加ライセンスが必要な場合があります。
バージョン 20 の DCO および DCO ボリュームを既存のボリュームに追加するには、次の
コマンドを使います。
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# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] addlog volume ¥
[nlog=number] logtype=dco [regionsize=size] ¥
[drl=yes|no|sequential]
nlog 属性には、DCO ボリュームに作成する DCO プレックスの数を指定します。ボリュー

ム内のデータプレックスと同じ数の DCO プレックスを設定することをお勧めします。たとえ
ば、3 つのデータプレックスを持つボリュームの場合は、nlog=3 と指定します。
regionsize 属性の値は、追跡の対象となるボリューム内の領域のサイズを表します。変

更マップにビットを設定すると、領域への書き込みが追跡されます。デフォルト値は 64k
（64 KB）です。値を小さくすると変更マップに必要なディスク領域が増えますが、細分化
すればするほど再同期が速くなります。
ボリュームで DRL ログを有効にするには、drl=yes と指定します。シーケンシャル DRL
が必要な場合は、drl=sequential と指定します。
vxassist -形式のストレージ属性を指定して、DCO ボリュームのプレックスを配置できる

ディスクまたは配置できないディスクを定義することもできます。

ボリュームからの DRL およびスナップショットのサポートの削除
ボリュームから DCO に基づく DRL およびインスタントスナップショットのサポートを削除す
るには、次のコマンドを使って、ボリュームに関連付けられている DCO および DCO ボ
リュームを削除します。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] removeall log ¥
volume logtype=dco

このコマンドは、ボリュームがスナップショット階層の一部である場合は失敗します。

ボリュームの退避
ディスクを削除または無効にする必要がある場合は、まずディスクからデータを退避して
移動しなければなりません。同様に、ボリュームの全体または一部が他の目的に必要な
ディスク上に設定されている場合、またはそのボリュームに適さないディスク上に構成され
ている場合は、それらのディスクを退避することができます。
ボリュームが設定されている特定のディスクを退避するには、次のいずれかのコマンドを
使って該当するディスクを指定します。
# vxassist [-g diskgroup] [-b] evacuate disk volume ¥
!dmname ... [use_storage=rule[,...]] [attributes...]
# vxassist [-g diskgroup] [-b] evacuate disk volume ¥
evac_storage=rule[,...] [use_storage=rule[,...]] ¥
[attributes...]
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退避するディスクのディスクメディア名は、!dmname の形式で指定します。dmname はディ
スクメディア名です。あるいは、ストレージ指定属性 evac_storage を使って、現在使わ
れているストレージの退避に関するルールを独自に指定することもできます。-b オプショ
ンを指定すると、退避処理はバックグラウンドタスクとして実行されます。ISP は、ストレー
ジプールの自動拡張ポリシー（autogrow）に従って適切なストレージを割り当てます。ス
トレージ指定属性 use_storage を使って、新しいストレージの割り当てに関するルール
を独自に指定することも可能です。
たとえば、ボリューム vol01 が設定されているディスク mydg01 と mydg02 の内容を、ディ
スク mydg03 と mydg04 に退避するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg evacuate disk vol01 !mydg01 !mydg02 ¥
use_storage='allof("DM"="mydg03","DM"="mydg04")'

退避できるのはディスクだけではありません。サブディスク、カラム、ログ、ミラー、またはボ
リューム全体を退避するように指定することもできます。この場合、退避するストレージは
evac_storage 属性で指定できます。
次の例では、コントローラ c1 上にディスクのあるボリュームのすべてのカラムが退避され
ます。
# vxassist -g mydg evacuate column vol01 ¥
evac_storage='"Controller"="c1"'

次の例では、コントローラ c2 上のカラム 0 または 1 を構成するすべてのディスクが退避
されます。
# vxassist -g mydg evacuate column vol01 column=0,1 ¥
evac_storage='"Controller"="c1"'

次のコマンドでは、カラム 0 と 1 をいずれもコントローラ c2 上のディスクに退避するように
指定しています。
# vxassist -g mydg evacuate column vol01 column=0,1 ¥
use_storage='"Controller"="c2"'

次の例では、コントローラ c1 に接続されているサブディスクのボリュームデータが、その
他のコントローラ上のディスクに退避されます。
# vxassist -g mydg evacuate subdisk vol01 ¥
evac_storage='allof("Controller"="c1")' ¥
use_storage='noneof("Controller"="c1")'

指定したボリュームが現在有効である場合、有効なプレックスとそのコンポーネントのデー
タは、ボリュームの可用性と冗長性を保ったまま移動されます。切断したプレックスや無
効であるプレックス内のサブディスク、切断したログサブディスクまたは RAID 5 サブディ
スクのデータは、修復されずに移動されます。
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指定したボリュームが現在有効でない場合、無効なプレックスまたはオフラインのプレック
スは修復されずに移動されます。有効でないボリュームに、移動が必要なサブディスクが
他にも存在する場合、退避処理は失敗します。

ボリュームの削除
ボリュームが不要になった場合は、次のコマンドを使ってそのボリュームを削除し、ストレー
ジを再利用可能な状態にすることができます。
# vxassist [-g diskgroup] remove volume volume

たとえば、ボリューム vol1 を削除するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg remove volume vol1

ボリュームのオンライン再レイアウトの実行
従来のボリュームに対して vxassist relayout コマンドを使う場合、ISP では以前と同
じ方法によるアプリケーションボリュームのオンライン再レイアウトをサポートしません。ボ
リュームのインテントの保持に必要な場合、またはミラー、カラム、ログの数の変更といっ
た操作のサポートに必要な場合には、ISP は内部的に再レイアウトを実行することができ
ます。ただし、この操作によって必要なデータ冗長性や処理効率のケイパビリティが変更
され、ボリュームのインテントが破棄されることがある点に注意が必要です。
オンライン再レイアウト操作に最も近い ISP の操作は、ケイパビリティの変換です。この操
作はボリュームのケイパビリティを系統的に変更するもので、ボリュームのサイズは保持さ
れますが、インテントは保持されません。
p.83 の 「オンライン状態にあるボリュームのケイパビリティの変換」 を参照してください。
ボリュームのミラー、カラム、ログを追加または削除すること、変換や再レイアウトの操作を
停止して取り消すこと、ボリュームのインテントが保持されているかどうかを確認することも
できます。

オンライン状態にあるボリュームのケイパビリティの変換
既存のボリュームの機能をオンラインで変更するには、vxassist transform コマンド
を使います。そのコマンド定義を次に示します。
# vxassist [-g diskgroup] [-b] transform volume [attributes...]
-b オプションを指定すると、変換処理はバックグラウンドで実行されます。

たとえば、ボリューム vol02 のケイパビリティを DataMirroring に変更して 4 つのミラー
を構成するには、次のコマンドを実行します。
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# vxassist -g mydg -b transform vol02 ¥
capability='DataMirroring (nmirs=4)'

次の例は、InstantSnapShottable ケイパビリティと DCOLogMirroring ケイパビリティを
追加して、ミラーボリュームでインスタントスナップショットを使えるようにする方法を示して
います。
# vxassist -g mydg -b transform mir3vol ¥
capability='DataMirroring(nmirs=3),InstantSnapShottable,¥
DCOLogMirroring(nlogs=3)'

ボリュームへのミラーの追加
既存のボリュームにミラーを追加するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-b] mirror volume ¥
[nmirrors=number] [attributes...]

デフォルトでは、追加されるミラーは 1 つです。nmirrors 属性を使うと、追加するミラー
の数を指定できます。-b オプションを指定した場合、新しいミラーの同期はバックグラウ
ンドで実行されます。ストレージ属性を使って、ミラーに使うストレージを指定することもで
きます。
たとえば、ディスク mydg01 を使ってボリューム mirvol1 にミラーを追加するには、次のコ
マンドを実行します。
# vxassist -g mydg -b mirror mirvol1 ¥
use_storage='"DM"="mydg01"'

ボリュームからのミラーの削除
ボリュームからミラーを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-f] remove mirror volume ¥
[nmirrors=number] [attributes...]

デフォルトでは、削除されるミラーは 1 つです。nmirrors 属性を使うと、削除するミラー
の数を指定できます。ストレージ属性を使って、削除するストレージを指定することもでき
ます。
たとえば、次のコマンドでは、ディスク mydg01 のミラーがボリューム mirvol1 から削除さ
れます。
# vxassist -g mydg remove mirror mirvol1 ¥
remove_storage='"DM"="mydg01"'
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vxassist コマンドを使ってミラーを削除する際、この操作を実行するとルールに準拠し

なくなる場合は、-f（force）オプションを指定する必要があります。ルールには、たとえば、
ボリュームに必要な特定の最小ミラー数などが示されています。

ボリュームへのカラムの追加
ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュームにカラムを追加するには、次のコマンドを使
います。
# vxassist [-g diskgroup] [-b] add column volume ncols=number ¥
[tmplen=length] [attributes...]
ncols 属性には、追加するカラムの数を指定します。ストレージ属性を使って、カラムに

使うストレージを指定することもできます。-b オプションを指定すると、カラムの追加はバッ
クグラウンドで実行されます。
この操作では、2 つ以上のディスクを必要とする一時的な 2 面ミラーボリュームが作成さ
れます。そのため、一時使用ボリュームのサイズの 2 倍のディスク領域が必要になります。
一時使用ボリュームのサイズは変更するボリュームのサイズによって決まりますが、必要
に応じて tmplen 属性で指定することもできます。
たとえば、ディスク enc1_5 を使ってボリューム strpvol1 にカラムを追加するには、次の
コマンドを実行します。
# vxassist -g mydg -b add column strpvol1 ncols=1 ¥
use_storage='"DeviceName"="enc1_5"'
ext2 または ext3 ファイルシステムが ISP ボリューム上に設定されている場合、最初に

ボリュームをマウント解除しない限り、カラムをボリュームに追加するときに vxassist コマ
ンドに layout=grow を指定しないでください。これらの種類のファイルシステムは、先に
ボリュームをマウント解除しないと拡張できません。この制限は resiserfs または VxFS
ファイルシステムには適用されません。これらのファイルシステムは、ボリュームをマウント
したままで拡張できます。詳しくは vxresize（1M） マニュアルページを参照してください。

ボリュームからのカラムの削除
ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュームからカラムを削除するには、次のコマンドを
使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-b] [-f] remove column volume ¥
[ncols=number] [tmplen=length]
ncols 属性では、削除するカラムの数を指定します。-b オプションを指定すると、カラム

の削除はバックグラウンドで実行されます。
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この操作では、2 つ以上のディスクを必要とする一時的な 2 面ミラーボリュームが作成さ
れます。そのため、一時使用ボリュームのサイズの 2 倍のディスク領域が必要になります。
一時使用ボリュームのサイズは変更するボリュームのサイズによって決まりますが、必要
に応じて tmplen 属性で指定することもできます。
たとえば、ボリューム strpvol1 からカラムを削除するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg -b remove column strpvol1 ncols=1
vxassist コマンドを使ってカラムを削除する際、この操作を実行するとルールに準拠し

なくなる場合は、-f（force）オプションを指定する必要があります。ルールには、たとえば、
ボリュームに必要な特定の最小カラム数などが示されています。
ext2、ext3、reiserfs のいずれかのファイルシステムが ISP ボリューム上に設定されて

いる場合、最初にボリュームをマウント解除しない限り、カラムをボリュームから削除すると
きに vxassist コマンドに layout=shrink を指定しないでください。これらの種類のファ
イルシステムは、最初にボリュームをマウント解除しないと縮小できません。この制限は
VxFS ファイルシステムには適用されません。VxFS ファイルシステムは、ボリュームをマウ
ントしたままで縮小できます。詳しくは vxresize（1M） マニュアルページを参照してくださ
い。

ボリュームのストライプユニットサイズの変更
ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュームのストライプユニットサイズを変更するには、
次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-b] setstwidth volume ¥
stripeunit=size [tmplen=length] [attributes...]
-b オプションを指定すると、ストライプ幅の変更はバックグラウンドで実行されます。

この操作では、2 つ以上のディスクを必要とする一時的な 2 面ミラーボリュームが作成さ
れます。そのため、一時使用ボリュームのサイズの 2 倍のディスク領域が必要になります。
一時使用ボリュームのサイズは変更するボリュームのサイズによって決まりますが、必要
に応じて tmplen 属性で指定することもできます。
たとえば、ボリューム vol1 のストライプユニットサイズを 32 KB に変更するには、次のコ
マンドを実行します。
# vxassist -g mydg -b setstwidth vol1 stripeunit=32k

ボリュームへのログの追加
ボリュームにログを追加するには、次のコマンドを使います。
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# vxassist [-g diskgroup] [-b] addlog volume logtype=type ¥
[nlogs=number] [loglen=length] [attributes...]

サポートされているログタイプは、dcm、dco、drl、raid5 です。
データ変更オブジェクト（DCO）と DCO プレックスをボリュームに追加すると、そのボリュー
ムでインスタントスナップショットおよびダーティリージョンログ（DRL）を使えるようになりま
す。
従来の DRL は、logtype=dco の代わりに logtype=drl を指定して追加できます。そ
のようなログは、DCO ボリュームを使うのではなく、ログコピーごとに専用のプレックスを
使って実装され、ミラーボリュームのレイアウトのみでサポートされています。
データ変更マップ（DCM）ログは、Veritas Volume Replicator（VVR）レプリケーションボ
リュームで使われます。このタイプのログは通常、VVR 管理コマンドによって自動的に追
加されます。
RAID-5 ログは、ソフトウェア RAID-5 ボリュームに対してのみサポートされています。
デフォルトでは、1 つのログ、または 1 つのプレックスを持つ DCO が追加されます。nlogs
属性を使うと、追加するログまたは DCO プレックスの数を指定できます。loglen 属性を
使って、RAID 5 ログまたは DCO ボリュームのサイズを指定することもできます。このよう
なログや DCO ボリュームがすでにボリュームに含まれている場合には、この属性は無視
されます。DCO ボリュームの場合は、必要なマップ用の領域を確保するためにサイズが
切り上げられることがあります。RAID 5 ログの場合は、ストライプ幅全体の 3 倍がサイズ
の下限になり、指定した値はストライプ幅全体のサイズの整数倍に切り上げられます。
ストレージ属性を使って、ログに使うストレージを指定することも可能です。
たとえば、ディスク enc1_7 を使ってボリューム mirvol1 に DCO プレックスを追加するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg -b addlog mirvol1 logtype=dco ¥
use_storage='"DeviceName"="enc1_7"'

ボリュームからのログの削除
ボリュームからログを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-f] remove log volume ¥
[nlogs=number] logtype=type [attributes...]

サポートされているログタイプは dco と raid5 です。デフォルトでは、1 つの RAID 5 ロ
グ、または DCO ボリュームの 1 つのプレックスが削除されます。nlogs 属性を使うと、削
除するログまたは DCO プレックスの数を指定できます。ストレージ属性を使って、削除す
るストレージを指定することもできます。
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次の例では、ディスク mydg11 の DCO プレックスがボリューム mirvol1 から削除されま
す。
# vxassist -g mydg remove log mirvol1 logtype=dco¥
remove_storage='"DM"="mydg11"'

ボリュームから特定のタイプのすべてのログを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] removeall log volume logtype=type
vxassist コマンドを使ってログを削除する際、この操作を実行するとルールに準拠しな

くなる場合は、-f（force）オプションを指定する必要があります。ルールには、たとえば、
ボリュームに必要な特定の最小ログ数などが示されています。ボリューム上で設定された
DRL が使用中の DCO を削除する場合にも、-f オプションを指定する必要があります。
データ変更マップ（DCM）ログは通常、VVR 管理コマンドによって必要に応じて自動的
に削除されます。

ISP タスクの監視と制御
ISP は、オブジェクト（サブディスク、プレックスおよびボリューム）の管理を実行します。オ
ブジェクトを作成すると、VxVM でそのオブジェクトに対する I/O を実行できるようになり
ます。
vxtask コマンドの実行後にボリュームの同期が完了したというメッセージが表示された場

合でも、ISP ボリュームのオンライン変換が完了したとは限りません。クリーンアップ操作
を実行するために、さらに若干の時間が必要です。
たとえば、2 面ミラーボリュームをバックグラウンドで作成する場合は、ISP によって割り当
てタスクが作成されます。ボリュームへのストレージの割り当てが完了すると、ISP はその
ストレージ上にボリュームをレイアウトしてボリュームを起動します。この時点で I/O の制
御は VxVM に移り、プレックスの同期によるボリュームの初期化が開始されます。この同
期の進行状況を表示するには、vxtask monitor コマンドを使います。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』の「ボリュームの管理」の項にある「タスクの監
視と制御」の項を参照してください。
vxtask（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの変換の取り消し
vxassist transform コマンドで開始したボリュームの変換が進行中の場合、次に示す
vxassist transformreverse コマンドを実行すると、変換を停止して取り消すことがで

きます。
# vxassist [-g diskgroup] transformreverse volume

第 4 章 アプリケーションボリュームの管理
指定したケイパビリティまたはテンプレートを使うボリュームの検索

このコマンドは、ミラー化ストライプボリュームに対する次の操作の取り消しにも使えます。
■

ミラー化ストライプボリュームのカラムの追加（vxassist add column）

■

ミラー化ストライプボリュームのカラムの削除（vxassist remove column）

■

ミラー化ストライプボリュームのストライプ幅の変更（vxassist setstwidth）

ミラーを追加または削除した場合、ISP の内部では relayout 操作または transform
操作は行われません。ボリュームにミラーを追加すると、VxVM により、既存のプレックス
に基づく新しいプレックスの同期が開始されます。この追加操作は、新しく追加されたプ
レックスを削除することによって取り消すことができます。ミラーの削除を取り消す場合は、
新しいプレックスを追加し、そのプレックスがボリュームと同期するまで待つことになりま
す。
ストライプボリューム、ストライプ化ミラーボリューム、RAID 5 ボリュームでの再レイアウトの
停止と取り消し、カラムの追加、カラムの削除、setstwidth の操作をするには、次の手順
を実行します。
ボリューム変換タスクを取り消すには

1

次のコマンドを入力して、取り消しの対象となる操作のタスクタグを確認します。
# vxtask list

2

vxtask コマンドで次のようにタスクタグを指定して、操作を停止します。
# vxtask abort task_tag

3

vxrelayout コマンドを使ってボリュームをもとのレイアウトに戻します。
# vxrelayout [-g diskgroup] reverse volume

指定したケイパビリティまたはテンプレートを使うボリュー
ムの検索
特定のケイパビリティまたはテンプレートを使って作成されたボリュームの一覧を表示す
るには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] list ¥
[capability=c1[,c2...]] [template=t1[,t2...]]

たとえば、ディスクグループ mydg 内で DataMirroring ケイパビリティを実装するすべて
のボリュームの一覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg list capability=DataMirroring
TY NAME
DG
POOL
LENGTH LAYOUT
NMIR

NCOL
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stripe-mirror 2
mirror
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-

ボリュームのサイズは、標準の単位（KB の場合は k、MB の場合は m、GB の場合は g な
ど）の最も近い整数に切り捨てられます。

ボリュームのインテントの確認
ディスクグループ内のアプリケーションボリュームが、その作成に使われたテンプレート
ルール、ユーザー定義ルール、ボリュームグループルールおよびストレージプールルー
ルに準拠しているかどうかを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g diskgroup verify

すべてのディスクグループの各アプリケーションボリュームのインテントを確認するには、
次の形式のコマンドを使います。
# vxassist -a verify

ボリュームに関連付けられているルールの表示
次のコマンドを使って、ボリュームの作成時に指定されたケイパビリティ、ボリュームテンプ
レート、ルールを表示できます。
# vxassist [-g diskgroup] printintent volume ...

ボリュームの作成に使われたルールの完全なセットを表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxassist [-g diskgroup] printrules volume ...

ルールに desired のマークが付いている場合は、ルールに従っていたかどうかが出力
に示されます。
vxassist printintent コマンドでは、ボリュームの作成時に指定されたケイパビリティ、

ボリュームテンプレート、ルールが表示されます。vxassist printrules コマンドでは、
指定されたケイパビリティ、ボリュームテンプレート、ルールを処理することによって取得さ
れた最終的なルールセットが表示されます。この最終的なルールセットは、ボリュームの
作成時にストレージを割り当てるために使われるものです。
既存のボリュームに vxassist printrules コマンドを実行し、その出力を使って新し
いボリュームを作成すると、既存のボリュームと正確に同じ方法でストレージが割り当てら
れます。vxassist printintent コマンドからの出力を使って新しいボリュームを作成
する場合は、ケイパビリティとテンプレートからルールセットが再生成されます。このため、
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結果が異なることがありますが、その場合でもケイパビリティとテンプレートによって提供さ
れるボリュームのインテントは保持されます。

非 ISP ボリュームから ISP ボリュームへの移行
作成済みの非 ISP ボリュームを ISP で管理できるボリュームに移行するには、次の形式
の vxassist コマンドを使えます。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] [-I rules] ¥
migrate volume ...

移行するボリュームは CDS と互換性があり、アラインメント値が 8 K に設定されている必
要があります。
ディスクグループから移行するボリュームは、コマンドラインで指定したり、-M オプションを
指定した場合には、標準入力から読み取られる定義ファイルに指定することができます。
コマンド定義の例を次に示します。
# vxassist [-g diskgroup] -M migrate

この定義には、次の構文が含まれています。
diskgroup "dgname"
volume "volumename1" {
pool "pool_name1"
rules { volume1_rules }
};
volume "volumename2" {
pool "pool_name2"
rules { volume2_rules }
};
.
.
.

ISP が移行対象のボリュームに適用するデフォルトのインテントは、別々のディスクにプ
レックス、ログおよびカラムを割り当てることです。コマンドラインで -I オプションを使うか、
定義ファイル内のエントリによって追加のルールを指定できます。mirror、stripe または
log ルールを追加することはできません。ボリュームの移行後、vxassist または vxvoladm
コマンドを使って直接作成されたボリュームに関するインテントは、ISP によって保持され
ます。
コマンドラインで指定したルールは、指定したすべてのボリュームに適用されます。定義
ファイルを使って、各ボリュームに異なるルールを適用できます。
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コマンドラインで指定したボリュームも、同じストレージプールに関連付けられます。-P オ
プションを使ってストレージプールを指定しない場合、ボリュームはディスクグループの
データストレージプールに配置されます。定義ファイルを使って、移行したボリュームを異
なるストレージプールに配置できます。
次の例は、定義ファイルを使って、2 つのボリュームをデータストレージプールとクローン
ストレージプールにそれぞれ移行する方法を示しています。
vxassist -M migrate <<!!
diskgroup "mydg"
volume "myvol" {
pool "mydatapool"
};
volume "snap_myvol" {
pool "myclonepool"
};
!!

移行操作には次の制限があることに注意してください。
■

VVR RVG（Replicated Volume Group）のすべてのボリュームを一緒に移行する必
要があります。

■

ひとまとまりのディスクを共有するすべての非 ISP ボリュームは、1 回の操作で移行す
る必要があります。

■

コマンドラインや定義ファイルの一覧にないボリュームで、ディスクを共有することはで
きません。

■

ディスクが同じストレージプールに配置されていない限り、ボリュームはこれらのディス
クを共有できません。

■

VxVM の制御下にあるルートディスク上のボリュームなど、usetype 属性が root のボ
リュームは移行できません。

■

移行対象のボリュームを含むディスクグループのバージョン番号は、120 以上である
必要があります。

ISP ボリュームから非 ISP ボリュームへの移行
vxassist reversemigrate 操作によって、ISP ボリュームを非 ISP ボリュームに変換

できます。変換後のボリュームでは、ISP ボリュームであったときに関連付けされていたす
べてのインテントが永久に失われ、関連付けされたストレージの設定を管理するために
vxassist コマンドは使えなくなります。
ISP ボリュームを非 ISP ボリュームに移行するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] reversemigrate volume ...
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コマンドラインに指定するボリュームは、コマンドラインに指定されていないボリュームと
ディスクを共有していない必要があります。
ディスクグループ内のすべての ISP ボリュームを非 ISP ボリュームに移行するには、次の
形式のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] reversemigrateall
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5
インスタントスナップショット
の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

インスタントスナップショットの管理について

■

ボリュームスナップショットの制限事項

■

フルサイズインスタントスナップショット用のストレージプールの準備

■

フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショットに使う
ボリュームの作成

■

共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショットの準備

■

インスタントスナップショットの作成

インスタントスナップショットの管理について
Veritas Volume Manager (VxVM) には、特定時点のボリュームのイメージを作成する
機能があります。この特定時点でのボリュームのイメージを、ボリュームスナップショットと
呼びます。
インスタントボリュームスナップショットを使うと、ユーザーの作業中断を最小限に抑えて、
ボリュームのバックアップコピーをオンラインで作成できます。作成したバックアップコピー
を使って、ディスク障害、ソフトウェア障害または人為的なミスが原因で失われたデータを
復元したり、レポートの生成、アプリケーションの開発またはテストを行うための複製ボリュー
ムを作成することができます。
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）で作成されたアプリケーションボリュー
ムで使えるように、次のタイプのインスタントボリュームスナップショットがサポートされてい
ます。
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■

フルサイズインスタントスナップショットの場合は、スナップショットボリュームとして使う
空のボリュームを用意する必要があります。このボリュームのサイズは、スナップショッ
トを作成するボリュームと同じである必要があります。スナップショットボリュームは、
データプールまたはクローンプールのいずれかに作成できます。

■

リンクブレークオフスナップショットボリュームは、フルサイズインスタントスナップショッ
トと異なり、データボリュームとは異なるディスクグループに設定できます。データボ
リュームに使うストレージとは異なる特性を持つストレージにスナップショットを作成で
きるため、オフホスト処理アプリケーションに特に便利です。

■

領域最適化インスタントスナップショットの場合は、フルサイズインスタントスナップショッ
トよりも少ない領域で済みますが、もとのボリュームから関連付けの解除や、別のディ
スクグループへの移動はできません。領域最適化スナップショットでは、ストレージプー
ルまたはキャッシュを使います。これらは、1 つ以上の別の領域最適化スナップショッ
トで共有可能です。領域最適化スナップショットを作成する場合は、キャッシュと領域
最適化スナップショットボリュームをあらかじめ設定しておく必要があります。

p.105 の 「インスタントスナップショットの作成」 を参照してください。
ボリュームスナップショットを使ってオフホストのオンラインバックアップを実装する方法に
ついては、『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage Provisioning ソリュー
ションガイド』を参照してください。
インスタントボリュームスナップショットの機能について詳しくは『Veritas Volume Manager
管理者ガイド』の「Veritas Volume Manager について」の項を参照してください。
インスタントスナップショットコマンドが失敗した場合のリカバリ方法について詳しくは
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』の「インスタントスナップショッ
ト操作が失敗した場合のリカバリ方法」の項を参照してください。
大多数の VxVM コマンドは、実行にあたりスーパーユーザー権限または同等の権限が
必要です。

ボリュームスナップショットの制限事項
ボリュームスナップショットは、特定時点でボリューム内に存在していたデータを表します。
したがって、ボリューム上のファイルシステムのキャッシュデータや、ファイルシステム内の
ファイルを開いているアプリケーション（データベースなど）のキャッシュデータは、VxVM
では認識されません。fsgen usetype 属性のボリュームに対し、Veritas File System
（VxFS）が構成されている場合、ファイルシステムメタデータのインテントログによりバック
アップ対象のファイルシステムの内部整合性が保証されます。その他の種類のファイル
システムの場合、ファイルシステムのインテントログ機能によっては、メモリ内のデータとス
ナップショットイメージ内のデータの間に不整合が発生する可能性があります。
データベースでは、適切な機構を追加的に使って、ボリュームスナップショットの作成時
に表領域データの一貫性を確保する必要があります。最近のデータベースソフトウェアの
多くは、ファイルシステム の I/O を一時的に停止する機能を備えています。また、ファイ
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ルシステム内の通常のファイルは、様々なアプリケーションで開かれることがありますが、
そのファイルデータの完全な整合性を確保するには、アプリケーションを停止し、ファイル
システムを一時的にマウント解除する以外に方法はありません。通常、整合性の確保が
重要になるのは、スナップショットの作成時に使われていなかったファイルデータのみで
す。
従来のサードミラーブレークオフボリュームスナップショットは、ISP で作成されたアプリ
ケーションボリュームで実行することはできません。

フルサイズインスタントスナップショット用のストレージ
プールの準備
すでにディスクグループにデータストレージプールを設定した場合は、同じ手順を使っ
て、同じディスクグループに 1 つ以上のクローンストレージプールを作成できます。デー
タストレージプール用に設定したものとは異なる種類のディスクやテンプレートをクローン
ストレージプールと一緒に使うことができます。
たとえば、次のコマンドを使うと、ストレージプール定義のディスクグループ ttdgにデー
タおよびクローンストレージプールを設定できます。
# vxpool -g ttdg create ttdtpool ¥
pooldefinition=prefab_mirrored_volumes
# vxpool -g ttdg create ttclpool ¥
pooldefinition=mirrored_volumes

データストレージプール ttdtpool は、ハードウェアのアレイにより構成されたミラーディ
スク上でのボリュームの作成をサポートするテンプレートで設定されます。クローンストレー
ジプール ttclpool 用にインストールされているテンプレートは、ソフトウェアを使って作
成されるミラーボリュームをサポートします。ストレージプールを設定すると、そのプール
に初期化済みディスクを追加できます。
p.52 の 「ストレージプールへのディスクの追加」 を参照してください。
ディスクグループ内にデータストレージプールおよびクローンストレージプールを設定す
るための、ストレージプールセットがいくつか用意されています。
これらの定義セットの 1 つを使ってデータストレージプールおよびクローンストレージプー
ルを設定するには、次のコマンドを使います。
# vxpool [-g diskgroup] organize storage_pool_set

たとえば、ミラーボリュームをサポートするデータストレージプールと、ディスクグループ
mydg 内のストライプスナップショットをサポートするクローンストレージプールを設定する
には、次のコマンドを使います。
# vxpool -g mydg organize mirrored_data_striped_clones
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このコマンドを実行すると、ストレージプールにデフォルト名が割り当てられます。このデ
フォルト名は、定義名に基づきます。必要に応じて、これらのストレージプールの名前を
変更できます。
p.203 の 「ストレージプールセット」 を参照してください。
p.56 の 「ストレージプール名の変更」 を参照してください。

フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレー
クオフスナップショットに使うボリュームの作成
もとのボリュームのフルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナッ
プショットを作成する場合は、必要なケイパビリティを備え、かつサイズと領域サイズがもと
のボリュームと一致する空のボリュームを使って作成できます。
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フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショットに使う空
のボリュームを作成するには、次の手順を実行します。

1

もとのボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、スナップショットボリュームに必
要なサイズを検索します。
# LEN='vxprint [-g diskgroup] -F%len volume'

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

2

次の vxassist コマンドを使って、必要なサイズと冗長性を備えたボリューム snapvol
を作成します。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] make snapvol ¥
$LEN [storage_specification ...] [attribute ...] ¥
type=snapshot [regionsize=size] init=active
regionsize 属性には、内容の変更を追跡するボリュームの、各領域の最小サイズ

を指定します。領域サイズは 16 KB 以上の 2 の累乗の値にする必要があります。値
を小さくすると変更マップに必要なディスク領域が増えますが、細分化すればするほ
ど再同期が速くなります。デフォルトの領域サイズは 64 k（64 KB）です。
領域最適化スナップショットの領域サイズがキャッシュの領域サイズとは異なる場合、
領域サイズが同じ場合に比べシステムの処理効率が低下する可能性があります。
init=active 属性を指定すると、ボリュームがただちに使用可能になります。

次の例は、クローンストレージプール ttclpool に 10 GB のミラーボリューム
ttsnpvol を作成する方法を示しています。
# vxassist -g ttdg -P ttclpool make ttsnpvol 10g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=2)' type=snapshot ¥
init=active

共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップ
ショットの準備
キャッシュボリュームを共有する領域最適化インスタントスナップショットを作成する場合、
その領域サイズには、キャッシュボリュームに指定した領域サイズ以上の値を指定する必
要があります。ボリュームの領域サイズがキャッシュの領域サイズよりも小さい場合、共有
キャッシュを使う領域最適化スナップショットの作成は失敗します。
領域最適化スナップショットの領域サイズがキャッシュの領域サイズとは異なる場合、領
域サイズが同じ場合に比べシステムの処理効率が低下する可能性があります。
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ディスクグループ内のボリュームについて複数の領域最適化インスタントスナップショット
を作成する必要がある場合は、スナップショットごとに独立したキャッシュボリュームを作
成するよりも、1 つの共有キャッシュボリュームをディスクグループ内に作成したほうが便
利です。

キャッシュボリュームの作成と領域最適化ボリュームの準備
共有キャッシュボリュームを作成し、領域最適化スナップショットを準備するには、次の手
順を実行します。
共有キャッシュボリュームを作成し、領域最適化スナップショットを準備するには、次の
手順を実行します。

1

キャッシュボリュームに適用する特性を決定します。
■

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

■

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

■

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

2

キャッシュボリュームを作成するには、次の vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] make cachevol ¥
size [storage_specification ...] [attribute ...] ¥
[regionsize size] type=cachevolume
regionsize 属性には、内容の変更を追跡するボリュームの、各領域の最小サイズ

を指定します。領域サイズは 16 KB 以上の 2 の累乗の値にする必要があります。値
を小さくすると変更マップに必要なディスク領域が増えますが、細分化すればするほ
ど再同期が速くなります。デフォルトの領域サイズは 64 K（64 KB）です。
次の例は、ディスクグループ mydg 内のクローンストレージプール myclpool に、1
GB のキャッシュボリューム cachevol を作成し、そのキャッシュボリュームをミラー化
する方法を示しています。
# vxassist -g mydg -P myclpool make mycache 1g ¥
rules="mirror 2" type=cachevolume

3

キャッシュボリュームを使う領域最適化スナップショットを準備するには、次のコマン
ドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] [-P storage_pool] make sovol ¥
srcvol_len [storage_specification ...] [attribute ...] ¥
type=snapshot cachevolume=cachevol init=active

引数 srcvol_len には、スナップショットを準備する対象となるソースボリュームのサ
イズを指定します。この値によりスナップショットの論理サイズが定義されます。実際
にスナップショットで必要になるストレージの量はこの値よりも小さく、キャッシュボ
リュームのサイズによって限定されます。
たとえば、次のコマンドを実行すると、キャッシュボリューム mycache を使う領域最適
化スナップショットボリュームが作成されます。
# vxassist -g mydg -P myclpool make mysovol 10g ¥
type=snapshot cachevolume=mycache

引数 10g はスナップショット mysovol を準備する対象のソースボリュームのサイズで
す。
作成したボリュームは、領域最適化インスタントスナップショットの作成に使えます。
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キャッシュボリュームの作成と領域最適化ボリュームの準備を 1 回の操
作で実行
あるいは、次のコマンドを使うと、キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショッ
トボリュームの準備を 1 回の操作で行うこともできます。
# vxassist -M make <<!!
volumegroup {
diskgroup "diskgroup"
volume "cachevol" cache_size {
type cachevolume
[storage_specification]
[regionsize size]
}
volume "sovol1" vol1_size {
init active
cachevolume "cachevol"
}
volume "sovol2" vol2_size {
init active
cachevolume "cachevol"
}
.
.
.
};
!!

このコマンドは複雑なため、スクリプトとして実行することをお勧めします。
この項で示した例をこのコマンドで実行する場合、次のような形式になります。
# vxassist -M make <<!!
volumegroup {
diskgroup 'mydg'
volume 'mycache' 1g {
type cachevolume
capability 'DataMirroring(nmirs=2)'
}
volume 'mysovol' 10g {
init active
cachevolume 'cachevol'
}
};
!!
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autogrow 属性のチューニング
autogrow 機能が有効な場合、VxVM キャッシュデーモン（vxcached）を実行した際の
vxcached によるキャッシュ管理の動作は highwatermark、autogrowby、maxautogrow

の各属性によって決まります。
キャッシュ使用率が高水準値に達した場合の動作は、次のとおりです。
■ highwatermark（デフォルト値は 90 %）の場合、vxcached は autogrowby の値（デ

フォルト値はキャッシュボリュームサイズの 20 % のブロック数）の分だけキャッシュボ
リュームのサイズを拡張します。ただし、新たに必要となるキャッシュサイズが
maxautogrow の値（デフォルト値はキャッシュボリュームサイズの 2 倍のブロック数）
を超える場合は拡張されません。
■

新たに必要となるキャッシュサイズが maxautogrow の値を超えると、vxcached は
キャッシュ内の最も古いスナップショットを削除します。経過日数の同じスナップショッ
トが複数存在する場合は、サイズが最大のものが削除されます。

autogrow 機能が無効になっている場合の動作は、次のとおりです。
■

キャッシュ使用率が高水準値に達すると、vxcached はキャッシュ内の最も古いスナッ
プショットを削除します。経過日数の同じスナップショットが複数存在する場合は、サ
イズが最大のものが削除されます。スナップショットが 1 つしかない場合は、そのスナッ
プショットが切断されて無効に設定されます。

vxcached デーモンでは、現在起動していないスナップショットや、キャッシュ内の最後

（唯一）のスナップショットは削除されません。
キャッシュ領域が完全に消費されると、スナップショットは切断されて無効に設定されま
す。この場合、切断されたスナップショットはリカバリ不能であり、削除する必要がありま
す。autogrow 機能をキャッシュで有効にすると、この問題の発生を回避できます。ただ
し、キャッシュが数 MB 程度で非常に小さい場合には、システムによる自動拡張が間に
合わず、キャッシュが完全に消費されてしまう可能性があります。
その場合は、キャッシュのサイズを手動で拡張するか、次の例に示すように vxcache set
コマンドを使って highwatermark の値を小さくしてください。
# vxcache -g mydg set highwatermark=60 cobjmydg

p.104 の 「キャッシュの拡張と縮小」 を参照してください。
キャッシュ拡張後のサイズの上限は maxautogrow 属性で制限できます。このサイズを見
積もるには、スナップショットの更新によってそれぞれのソースボリュームの内容がどの程
度変化するかを考慮した上で、緊急に備えて予備の領域を持たせるようにします。
キャッシュに対応する他の autogrow 属性の値は、必要に応じて vxcache set コマン
ドで変更できます。詳しくは vxcdsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。
キャッシュは十分な大きさに設定し、autogrow 属性を必要に応じて正しく設定するように
してください。
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キャッシュの拡張と縮小
vxcache コマンドを使うと、キャッシュオブジェクトに関連付けられているキャッシュボリュー

ムのサイズを拡張できます。
キャッシュを拡張するためのコマンドの形式は、次のとおりです。
# vxcache [-g diskgroup] growcacheto cache_objectsize

たとえば、キャッシュ mycache に関連付けられているキャッシュボリュームのサイズを 2
GB に拡張するには、次のコマンドを使います。
# vxcache -g mydg growcacheto mycache 2g

指定した分量だけキャッシュを拡張するには、次のコマンド形式を使います。
# vxcache [-g diskgroup] growcacheby cache_objectsize

たとえば、キャッシュ mycache のサイズを 1 GB だけ拡張するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxcache -g mydg growcacheby mycache 1g

同様に、shrinkcacheby および shrinkcacheto の操作によってキャッシュのサイズを
縮小できます。詳しくは vxcache（1M） マニュアルページを参照してください。

キャッシュの削除
キャッシュオブジェクトとそのキャッシュボリューム、さらに領域最適化スナップショットもす
べて含めてキャッシュを完全に削除できます。
キャッシュオブジェクトとそのキャッシュボリューム、さらに領域最適化スナップショットも
すべて含めてキャッシュを完全に削除するには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを使って、キャッシュオブジェクト上に設定されている最上位のスナップ
ショットボリュームの名前を確認します。
# vxprint -g diskgroup -vne ¥
"v_plex.pl_subdisk.sd_dm_name ~ /cache_object/"

ここで、cache_object はキャッシュオブジェクトの名前です。

2

最上位のスナップショットとそれに依存するスナップショットをすべて削除します。
その操作は、次の 1 つのコマンドで実行できます。
# vxedit -g diskgroup -r rm snapvol ...

ここで、snapvol は最上位のスナップショットボリュームの名前です。

第 5 章 インスタントスナップショットの管理
インスタントスナップショットの作成

3

次のコマンドでキャッシュオブジェクトを停止します。
# vxcache -g diskgroup stop cache_object

4

次のコマンドでキャッシュオブジェクトとそのキャッシュボリュームを削除します。
# vxedit -g diskgroup -r rm cache_object

インスタントスナップショットの作成
ディスクグループのデータプールに含まれている ISP アプリケーションボリュームのインス
タントスナップショットは、同じディスクグループに関連付けられているクローンプールに
作成することをお勧めします。スナップショットのスナップショットは、必ずしも親と同じク
ローンプールに存在しなければならないわけではありません。
インスタントスナップショットに対する vxsnap 操作（addmir、dis、make、prepare、
reattach、refresh、restore、rmmir、split、syncpause、syncresume、syncstart、
syncstop、syncwait、unprepare）では、ボリュームの代わりにボリュームセットを使うこ

とができます。
ボリュームセットのスナップショットは、それ自体がボリュームセットである必要があります。
ボリュームセットのフルサイズインスタントスナップショットは、事前に準備したボリューム
セットを使って作成できます。切り離す既存のプレックスを nmirrors 属性または plex
属性を使って指定することはできません。ボリュームセットの作成について詳しくは『Veritas
Volume Manager 管理者ガイド』の「ボリュームセットの作成と管理」の項を参照してくだ
さい。
VxVM では、vxsnap コマンドを使って、ボリュームのインスタントスナップショットを作成
できます。
フルサイズインスタントスナップショットのプレックスには、もとのボリュームと同じ量の領域
が必要です。ボリュームの領域最適化インスタントスナップショットを作成する場合には、
スナップショットの存在期間中に変更された親ボリュームのもとの内容を記録する領域だ
けあれば十分です。
ボリュームのバックアップをコマンドラインやスクリプトから実行する際の方法として、vxsnap
コマンドを使うことをお勧めします。vxsnap prepare および vxsnap make の各タスクに
より、ユーザーの作業中断を最小に抑えてボリュームのオンラインバックアップを実行で
きます。
vxsnap prepare の手順を実行すると、DCO および DCO ボリュームが作成され、さらに

ボリュームに関連付けられます。また、ボリューム上で永続 FastResync が有効にされま
す。
vxsnap make の手順を実行すると、バックアップの作成にすぐに使えるインスタントスナッ

プショットが作成されます。スナップショットが作成されると、もとのボリュームのデータの読
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み取り要求は、もとのボリュームの更新されていない領域、またはスナップショットによって
記録された更新済み領域のもとの内容のコピーから読み取りを行うことで処理されます。
もとのボリュームからのフルサイズインスタントスナップショットの同期は、デフォルトで有効
になっています。vxsnap make に syncing=no 属性を指定すると同期が無効になるた
め、インスタントスナップショットの内容が、スナップショットが作成された時点におけるもと
のボリュームの内容と完全に同期していない可能性があります。インスタントスナップショッ
トボリュームを、別のディスクグループに移動してオフホスト処理のために別のマシンにエ
クスポートする場合や独立したボリュームに変更する場合は、スナップショットボリューム
が完全に同期化されているか確認する必要があります。
vxsnap refresh コマンドを使うと、フルサイズスナップショット、領域最適化スナップショッ

ト、リンクブレークオフスナップショットをいつでもすぐに更新できます。完全に同期化され
たフルサイズスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショットが必要な場合は、
新しい再同期処理が完了するまで待機する必要があります。
vxsnap コマンドでボリュームのスナップショットを作成して管理するには、まずインスタン

トスナップショットとブレークオフスナップショットを準備するための手順を実行する必要が
あります。
p.106 の 「インスタントスナップショットとブレークオフスナップショットを作成するための準
備」 を参照してください。
その後、以下のいずれかの項で取り上げられている手順を実行します。
■

「領域最適化インスタントスナップショットの作成と管理」

■

「フルサイズインスタントスナップショットの作成と管理」

■

「リンクブレークオフスナップショットボリュームの作成と管理」

インスタントスナップショットとブレークオフスナップショットを作成するた
めの準備
インスタントスナップショットまたはブレークオフスナップショットを作成するためにボリュー
ムを準備します。
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インスタントスナップショットまたはブレークオフスナップショットを作成するためにボリュー
ムを準備するには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを実行して、インスタントスナップショットと永続 FastResync を使うため
に必要なバージョン 20 のデータ変更オブジェクト（DCO）および DCO ボリュームが
ボリュームに関連付けられているかどうかを確認し、さらに FastResync がボリューム
で有効かどうかを確認します。
# vxprint -g volumedg -F%instant volume
# vxprint -g volumedg -F%fastresync volume

2 つのコマンドがどちらも on を返した場合、そのボリュームはインスタントスナップ
ショット操作で使えるので、手順 3 に進んでください。
それ以外の場合は、手順 2 に進みます。

2

インスタントスナップショット用のボリュームを準備するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [regionsize=size] ¥
[ndcomirs=number] [alloc=storage_attributes]

たとえば、ディスクグループ mydg にボリューム myvol を準備するには、次のコマン
ドを使います。
# vxsnap -g mydg prepare myvol regionsize=128k ndcomirs=2 ¥
alloc=mydg10,mydg11

この例では、DCO オブジェクトと、ディスク mydg10 と mydg11 に 2 つのプレックスを
持ち冗長性を備えた DCO ボリュームを作成し、それらを myvol に関連付けていま
す。領域サイズもデフォルトの 64 KB から 128 KB に拡張されます。領域サイズは
16 KB 以上の 2 の累乗の値にする必要があります。値を小さくすると変更マップに
必要なディスク領域が増えますが、細分化すればするほど再同期が速くなります。
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3

ボリュームの領域最適化インスタントスナップショットを作成する場合は、最初にボ
リュームと同じディスクグループに共有キャッシュボリュームを設定する必要がありま
す。共有キャッシュボリュームのキャッシュオブジェクトは vxcache コマンドを使って
管理できます。
フルサイズインスタントスナップショット、リンクブレークオフスナップショット、領域最
適化インスタントスナップショットでは、スナップショットボリュームとして使うボリューム
も作成する必要があります。このボリュームの領域サイズは、スナップショットを作成
するボリュームと同じにする必要があります。また、フルサイズインスタントスナップ
ショットとして使うために作成するボリュームのサイズは、スナップショットを作成する
ボリュームのサイズと同じにする必要があります。
p.99 の 「共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショットの準備」 を
参照してください。
p.98 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップ
ショットに使うボリュームの作成」 を参照してください。
スナップショットが格納されているクローンプールを個別のディスクグループに分割
する場合（オフホスト処理を実行する場合など）、クローンプールには、（キャッシュボ
リュームを必要としない）完全に同期されたフルサイズインスタントスナップショットの
みが格納される必要があります。キャッシュボリュームまたは領域最適化インスタント
スナップショットが格納されているクローンプールは分割できません。

領域最適化インスタントスナップショットの作成と管理
領域最適化インスタントスナップショットは、コピーオンライト機構によってボリュームの処
理効率が低下することがあるため、書き込みが集中するボリューム（データベースの REDO
ログなど）には適していません。
ボリュームとスナップショットを個別のディスクグループに分割する場合（オフホスト処理を
実行する場合など）、（キャッシュオブジェクトを必要としない）完全に同期されたリンクブ
レークオフスナップショットを使う必要があります。領域最適化インスタントスナップショット
はこの目的には使えません。
ボリュームに指定された領域サイズがキャッシュに設定された領域サイズよりも小さい場
合、共有キャッシュを使う領域最適化スナップショットの作成は失敗します。
領域最適化スナップショットの領域サイズがキャッシュの領域サイズとは異なる場合、領
域サイズが同じ場合に比べシステムの処理効率が低下する可能性があります。
キャッシュオブジェクトを共有する領域最適化インスタントスナップショットでは、指定され
た領域サイズがキャッシュオブジェクトに指定された領域サイズよりも大きいか、それと等
しい必要があります。
p.99 の 「共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショットの準備」 を参照
してください。
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スナップショットの属性は、vxsnap make コマンドに一組にまとめて指定します。このコマ
ンドでは、作成したスナップショットごとに組を指定して、複数の組を指定することができま
す。組の各要素は、スラッシュ文字（/）で区切ります。複数の組はスペースで区切ります。
領域最適化インスタントスナップショットを作成および管理するには、次の手順を実行し
ます。

1

共有キャッシュオブジェクトを作成し、そのキャッシュを使うスナップショットを準備し
ます。
p.99 の 「共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショットの準備」 を
参照してください。

2

領域最適化インスタントスナップショット snapvol を作成するには、次の形式の
vxsnap make コマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=vol/snapvol=snapvol

たとえば、ディスクグループ mydg のボリューム myvol の領域最適化インスタントス
ナップショットと、事前に準備したスナップショット snap3myvol を作成するには、次
のコマンドを入力します。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/snapvol=snap3myvol

3

fsck（またはボリューム上で実行中のアプリケーションに適切なユーティリティ）を使っ

て、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。
たとえば、次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

4

スナップショットのデータのバックアップが必要な場合は、適切なユーティリティやオ
ペレーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたは
他のバックアップメディアにコピーします。

5

この時点で、領域最適化インスタントスナップショットの処理方法として、次の方法を
選択できます。
■

スナップショットの内容を更新します。この方法を使うと、もとのボリュームの新し
いポイントインタイムイメージを作成し、別のバックアップに使うことができます。ス
ナップショットで同期化がすでに進行中の場合は、この操作によって、スナップ
ショットの大部分の再同期化が必要になることがあります。
p.116 の 「インスタントスナップショットの更新」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームからもとのボリュームの内容を復元します。領域最適化
インスタントスナップショットは、この操作によって変更されることはありません。
p.118 の 「インスタントスナップショットからのボリュームの復元」 を参照してくださ
い。
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フルサイズインスタントスナップショットの作成と管理
フルサイズインスタントスナップショットは、コピーオンライト機構によってボリュームの処理
効率が低下することがあるため、書き込みが集中するボリューム（データベースの REDO
ログなど）には適していません。
ボリュームとスナップショットを個別のディスクグループに分割する場合（オフホスト処理を
実行する場合など）、完全に同期されたリンクブレークオフスナップショットを使う必要があ
ります。フルサイズインスタントスナップショットは、この目的で ISP ボリュームに使うことは
できません。
フルサイズインスタントスナップショットでは、スナップショットボリュームとして使うボリュー
ムを準備する必要があります。これは、スナップショットを作成するボリュームと同じサイズ
で、領域サイズも同じである必要があります。
p.98 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。
スナップショットの属性は、vxsnap make コマンドに一組にまとめて指定します。このコマ
ンドでは、作成したスナップショットごとに組を指定して、複数の組を指定することができま
す。組の各要素は、スラッシュ文字（/）で区切ります。複数の組はスペースで区切ります。
フルサイズインスタントスナップショットを作成および管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

スナップショットボリュームとして使う既存のボリューム snapvol を準備します。
p.98 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップ
ショットに使うボリュームの作成」 を参照してください。

2

フルサイズインスタントトスナップショット snapvol を作成するには、次の形式の
vxsnap make コマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=volume/snapvol=snapvol¥
[/syncing=off]

バックグラウンドでの親ボリュームからのスナップショットの同期は、デフォルトで有効
になっています（syncing=on 属性を指定した場合と同じです）。スナップショットを
別のディスクグループに移動しない場合や、独立したボリュームに変更しない場合
は、syncing=off 属性を指定して同期を無効にします。これにより、システムにお
ける不要なオーバーヘッドをなくすことができます。
たとえば、事前に準備したボリューム snap1myvol を、ボリューム myvol のスナップ
ショットとしてディスクグループ mydg で使うには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/snapvol=snap1myvol

スナップショットを独立したボリュームに変更する場合は、スナップショットのコンテン
ツが親ボリュームのコンテンツと同期されるまで待機する必要があります。
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3

次のコマンドに示すように、vxsnap syncwait コマンドを使うと、スナップショットボ
リュームの同期の完了を待機できます。
# vxsnap [-g diskgroup] syncwait snapvol

たとえば、スナップショットボリューム snap2myvol での同期の完了を待機する場合
は、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg syncwait snap2myvol

このコマンドは、スナップショットボリュームの同期が完了すると終了します（リターン
コードは 0）。スナップショットボリュームは別のディスクグループに移動されるか、独
立したボリュームになります。
必要に応じて、次のコマンドを使って、ボリュームの同期が完了したかどうかを確認
できます。
# vxprint [-g diskgroup] -F%incomplete snapvol

このコマンドは、ボリューム snapvol の同期が完了している場合は off の値を返し、
完了していない場合は on の値を返します。
p.122 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。

4

fsck（またはボリューム上で実行中のアプリケーションに適切なユーティリティ）を使っ

て、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。
たとえば、次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

5

スナップショットのデータのバックアップが必要な場合は、適切なユーティリティやオ
ペレーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたは
他のバックアップメディアにコピーします。

インスタントスナップショットの管理
インスタントスナップショットの処理方法として、次の方法を選択できます。
■

スナップショットの内容を更新します。この方法を使うと、もとのボリュームの新しいポイ
ントインタイムイメージを作成し、別のバックアップに使うことができます。スナップショッ
トで同期化がすでに進行中の場合は、この操作によって、スナップショットの大部分
の再同期化が必要になることがあります。
p.116 の 「インスタントスナップショットの更新」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームからもとのボリュームの内容を復元します。フルサイズインス
タントスナップショットボリュームでこの操作を実行する場合は、結果の動作として、も
とのボリュームにスナップショットボリュームのプレックスを戻さない、サブセットのみ戻
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す、すべてを戻すのいずれかを選択できます。領域最適化インスタントスナップショッ
トは、この操作によって変更されることはありません。
p.118 の 「インスタントスナップショットからのボリュームの復元」 を参照してください。
■

スナップショットボリュームともとのボリュームの関連付けを完全に解除します。この方
法は、テストやレポート生成など、他の用途にコピーを使う場合に便利です。必要に
応じて、関連付けを解除したボリュームを削除することができます。
p.119 の 「インスタントスナップショットの関連付けの解除」 を参照してください。

■

スナップショットがスナップショット階層の一部である場合は、この階層と親ボリューム
の関連付けを解除することができます。
p.120 の 「インスタントスナップショット階層の分割」 を参照してください。

リンクブレークオフスナップショットボリュームの作成と管理
リンクブレークオフスナップショットは、『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage
Provisioning ソリューションガイド』で説明されているように、ISP ボリュームのオフホスト
処理を実行するために使うことのできる唯一のボリュームスナップショット形式です。また、
データベースの REDO ログなど、書き込みが集中するボリュームに使うのに最適な種類
のスナップショットでもあります。
リンクブレークオフスナップショットでは、スナップショットボリュームとして使うボリュームを
準備する必要があります。これは、スナップショットを作成するボリュームと同じサイズで、
領域サイズも同じである必要があります。
p.98 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。
スナップショットの属性は、vxsnap make コマンドに一組にまとめて指定します。このコマ
ンドでは、作成したスナップショットごとに組を指定して、複数の組を指定することができま
す。組の各要素は、スラッシュ文字（/）で区切ります。複数の組はスペースで区切ります。
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リンクブレークオフスナップショットボリュームを作成および管理するには、次の手順を実
行します。

1

次のコマンドを使って、事前に準備したスナップショットボリューム snapvol をデー
タボリュームにリンクします。
# vxsnap [-g diskgroup] [-b] addmir volume mirvol=snapvol ¥
[mirdg=snapdg]

省略可能な mirdg 属性を使って、スナップショットボリュームの現在のディスクグルー
プ snapdg を指定できます。-b オプションを使うと、同期処理をバックグラウンドで実
行できます。-b オプションを指定しない場合は、リンクが ACTIVE になるまでコマン
ドが戻りません。
たとえば、ディスクグループ mysnapdg 内に事前に準備した prepsnap をディスクグ
ループ mydg 内のボリューム vol1 にリンクするには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g mydg -b addmir vol1 mirvol=prepsnap ¥
mirdg=mysnapdg

2

-b オプションを指定した後は、その次のコマンドで vxsnap snapwait を使ってス

ナップショットプレックスまたはリンクスナップショットボリュームの同期の完了を待機
できます。そのコマンドを次に示します。
# vxsnap -g mydg snapwait vol1 mirvol=prepsnap ¥
mirdg=mysnapvoldg

3

リンクブレークオフスナップショットを作成するには、次の形式の vxsnap make コマ
ンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=volume/snapvol=snapvol¥
[/snapdg=snapdiskgroup]

スナップショットボリュームのディスクグループがデータボリュームのディスクグループ
と異なる場合は、snapdg 属性を使ってスナップショットボリュームのディスクグルー
プを指定する必要があります。
たとえば、事前に準備したボリューム prepsnap を、ディスクグループ mydg 内のボ
リューム vol1 のスナップショットとして使うには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make ¥
source=vol1/snapvol=prepsnap/snapdg=mysnapdg

113

114

第 5 章 インスタントスナップショットの管理
インスタントスナップショットの作成

4

fsck（またはボリューム上で実行中のアプリケーションに適切なユーティリティ）を使っ

て、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。
たとえば、VxFS ファイルシステムで次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

5

スナップショットのデータのバックアップが必要な場合は、適切なユーティリティやオ
ペレーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたは
他のバックアップメディアにコピーします。

6

この時点で、リンクブレークオフスナップショットの処理方法として、次の方法を選択
できます。
■

スナップショットの内容を更新します。この方法を使うと、もとのボリュームの新し
いポイントインタイムイメージを作成し、別のバックアップに使うことができます。ス
ナップショットで同期化がすでに進行中の場合は、この操作によって、スナップ
ショットの大部分の再同期化が必要になることがあります。
p.116 の 「インスタントスナップショットの更新」 を参照してください。
リンクボリュームとスナップショットが異なるディスクグループ内にある場合は、こ
の操作は実行できません。

■

スナップショットボリュームともとのボリュームを再リンクします。
p.117 の 「リンクブレークオフスナップショットボリュームの再接続」 を参照してくだ
さい。

■

スナップショットボリュームともとのボリュームの関連付けを完全に解除します。こ
の方法は、テストやレポート生成など、他の用途にコピーを使う場合に便利です。
必要に応じて、関連付けを解除したボリュームを削除することができます。
p.119 の 「インスタントスナップショットの関連付けの解除」 を参照してください。

■

スナップショットがスナップショット階層の一部である場合は、この階層と親ボリュー
ムの関連付けを解除することができます。
p.120 の 「インスタントスナップショット階層の分割」 を参照してください。

複数のインスタントスナップショットの作成
ここで示す例を実行するには、すべてのスナップショットボリュームとすべてのキャッシュ
ボリュームを前もって準備しておく必要があります。
p.98 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。
p.99 の 「共有キャッシュボリュームの作成と領域最適化スナップショットの準備」 を参照
してください。
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複数ボリュームのスナップショットの同時作成を容易にするために、vxsnap make コマン
ドには複数のスナップショットおよびボリューム名を引数として指定できるようになっていま
す。
たとえば、それぞれ同様の冗長性を備えた 3 つのインスタントスナップショットを作成する
には、次のコマンド形式を使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=vol1/snapvol=snapvol1 ¥
source=vol2/snapvol=snapvol2 ¥
source=vol3/snapvol=snapvol3

指定するソースボリューム（vol1、vol2 など）は、同じボリュームでも異なるボリュームでも
かまいません。
次に示すように、vxsnap make コマンドを使うと、タイプが異なるスナップショットを作成で
きます。
# vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=vol1/snapvol=snapvol1 ¥
source=vol2/snapvol=snapvol2

この例で、snapvol1 はフルサイズスナップショット、snapvol2 は領域最適化スナップ
ショットです。

リンクブレークオフスナップショットボリュームの削除
ボリュームからリンクブレークオフスナップショットボリュームを削除するには、次のコマン
ドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] rmmir volume|volume_set mirvol=snapvol ¥
[mirdg=snapdiskgroup]
mirvol と省略可能な mirdg 属性で、スナップショットボリューム snapvol とそのディスク

グループ snapdiskgroup を指定します。
たとえば、リンクスナップショットボリューム prepsnap をボリューム vol1 から削除するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g mydg rmmir vol1 mirvol=prepsnap mirdg=mysnapdg

カスケードスナップショット階層へのスナップショットの追加
スナップショットを作成し、それをもとのボリュームと既存のスナップショットボリュームで形
成されているスナップショット階層内に配置するには、既存のスナップショットボリューム名
を vxsnap make コマンドの infrontof 属性の値として指定します。
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次の例は、ボリューム dbvol の領域最適化スナップショット thurs_bu を以前のスナップ
ショット wed_bu の前に配置する方法を示しています。
# vxsnap -g dbdg make source=dbvol/snapvol=thurs_bu/¥
infrontof=wed_bu/cache=dbdgcache

同様に、次に作成されるスナップショット fri_bu も、thurs_bu の前に配置されます。そ
のコマンドを次に示します。
# vxsnap -g dbdg make source=dbvol/snapvol=fri_bu/¥
infrontof=thurs_bu/cache=dbdgcache

カスケードスナップショットのアプリケーションについて詳しくは『Veritas Volume Manager
管理者ガイド』を参照してください。

インスタントスナップショットの更新
インスタントスナップショットを更新すると、そのスナップショットは親ボリュームのポイントイ
ンタイムコピーに置き換えられます。
1 つ以上のスナップショットを更新し、すぐに使えるようにするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxsnap [-g diskgroup] refresh snapvol [source=vol] ¥
[[snapvol2 source=vol2]...] [sync=yes|no]

ソースボリュームが指定されていない場合は、スナップショットの直属の親が使われます。
フルサイズインスタントスナップショットの再同期は、デフォルトで開始されます。再同期を
無効にするには syncing=no 属性を指定します。この属性は、領域最適化スナップショッ
トではサポートされていません。
更新処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。たとえば、
ボリューム上に設定されているファイルシステムはあらかじめマウント解除する必要があり
ます。
ボリュームは、サイズに互換性がある場合は無関係なボリュームからでも更新できます。
次のコマンドに示すように、vxsnap syncwait コマンドを使うと、スナップショットボリュー
ムの同期の完了を待機できます。
# vxsnap [-g diskgroup] syncwait snapvol

p.122 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。

インスタントスナップショットのプレックスの接続
この操作の名前は reattach（再接続）ですが、ISP スナップショットボリュームのプレック
スがこの操作の前に親ボリュームに属しているわけではありません。そのため、スナップ
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ショットボリュームの再接続の説明では、スナップショットプレックスの再接続ではなく、ス
ナップショットプレックスの接続という表現を使います。
この操作は、領域最適化インスタントスナップショットではサポートされていません。
p.117 の 「リンクブレークオフスナップショットボリュームの再接続」 を参照してください。
次のコマンドを使うと、インスタントスナップショットの一部または全体を、指定したソースボ
リューム、またはスナップショット階層内のそのスナップショットボリュームの上位にあるソー
スボリュームに接続することができます。
# vxsnap [-g diskgroup] reattach snapvol source=vol ¥
[nmirror=number]

デフォルトでは、すべてのプレックスが接続され、その結果スナップショットが削除されま
す。必要に応じて、接続するプレックスの数を nmirror 属性の値として指定できます。
再接続処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。たとえ
ば、スナップショットボリューム上に設定されているファイルシステムはあらかじめマウント
解除する必要があります。
接続できるのは、ISP を使って設定されたスナップショットボリュームのプレックスのみで
す。
スナップショットボリュームとソースボリュームが異なるストレージプールに配置されている
場合は、スナップショットボリュームを構成するディスクがソースボリュームのストレージプー
ルに移動します。ただし、スナップショットボリュームのストレージプールに存在する別の
オブジェクトもそのディスク上に設定されている場合は、reattach コマンドは失敗します。
たとえば、スナップショットボリューム snapmyvol の 1 つのプレックスをボリューム myvol
に接続するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg reattach snapmyvol source=myvol nmirror=1

リンクブレークオフスナップショットボリュームの再接続
他の種類のスナップショットとは異なり、リンクブレークオフスナップショットボリュームの再
接続操作では、スナップショットボリュームのプレックスが親ボリュームに戻りません。スナッ
プショットボリュームを親ボリュームのミラーにするリンク関係が再確立され、これによって
スナップショットデータを再同期できます。ただし、両方のボリュームが同じディスクグルー
プ内にある場合、スナップショットボリュームは親ボリュームに取り込まれるだけです。
リンクブレークオフスナップショットボリュームを再接続するには、次の形式の vxsnap
reattach コマンドを使います。
# vxsnap [-g snapdiskgroup] reattach snapvolume|snapvolume_set ¥
source=volume|volume_set [sourcedg=diskgroup]
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スナップショットボリュームのディスクグループ snapdiskgroup がデータボリュームのディ
スクグループと異なる場合は、sourcedg 属性を使ってデータボリュームのディスクグルー
プを指定する必要があります。
再接続処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。たとえ
ば、スナップショットボリューム上に設定されているファイルシステムはあらかじめマウント
解除する必要があります。
ボリュームは、サイズと領域サイズに互換性がある場合は無関係なボリュームにも再接続
できます。
たとえば、ディスクグループ snapdg 内のスナップショットボリューム prepsnap をディスク
グループ mydg 内のボリューム myvol に再接続するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g snapdg reattach prepsnap source=myvol sourcedg=mydg

スナップショットボリュームは、再同期が完了した後に ACTIVE 状態になります。
次に示すように、vxsnap snapwait コマンド（vxsnap syncwait コマンドではありませ
ん）を使うと、再接続したボリュームの再同期の完了を待機できます。
# vxsnap -g snapdg snapwait myvol mirvol=prepsnap

インスタントスナップショットからのボリュームの復元
場合によっては、バックアップから、スナップショットボリュームから変更されたボリューム
の内容を復元する必要があります。
ボリュームを復元するためのコマンドは、次のとおりです。
# vxsnap [-g diskgroup] restore [nmirrors=number] vol ¥
[source=snapvol] [destroy=yes|no]

フルサイズインスタントスナップショットの場合は、そのプレックスの一部またはすべてを、
親ボリュームに再接続するか、またはスナップショット階層内のそのスナップショットボリュー
ムの上位にある指定したソースボリュームに再接続できます。destroy=yes を指定する
と、スナップショットのすべてのプレックスが再接続され、スナップショットボリュームが削除
されます。
領域最適化インスタントスナップショットの場合は、キャッシュデータを使って、指定したボ
リュームの内容が復元されます。この操作では、スナップショット自体は変更されません。
復元するボリュームとスナップショットボリュームが別のアプリケーションで開かれている場
合は、この操作を正常に実行することはできません。たとえば、いずれかのボリューム上
に設定されているファイルシステムはあらかじめマウント解除する必要があります。
ボリュームは、無関係なボリュームからは復元できません。

第 5 章 インスタントスナップショットの管理
インスタントスナップショットの作成

destroy 属性および nmirror 属性は、領域最適化インスタントスナップショットではサ

ポートされていません。
次の例は、領域最適化スナップショット snap3myvol からボリューム myvol を復元する方
法を示しています。
# vxsnap -g mydg restore myvol source=snap3myvol

インスタントスナップショットの関連付けの解除
次のコマンドを実行すると、スナップショットボリューム snapvol とその親ボリュームの関
連付けが解除され、スナップショットを独立したボリュームとして使えるようになります。
# vxsnap [-f] [-g diskgroup] dis snapvol

スナップショット snapvol の下位に同期していないスナップショットを含むスナップショッ
ト階層が存在する場合、この操作は失敗します。その場合、依存している下位のスナップ
ショットを、snapvol と完全に同期する必要があります。依存するスナップショットがなくな
ると、snapvol の関連付けを解除できます。スナップショット階層は snapvol の親ボリュー
ムに取り込まれます。
スナップショットボリュームとその階層内のスナップショットを使用可能な状態にするには、
これらが完全に同期している必要があります。
p.122 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。
また、階層内の依存関係にあるスナップショットが完全に同期されていない場合は、その
スナップショットの関連付けを解除することはできません。不完全なスナップショットの関
連付けを解除した場合、このスナップショットは使えなくなるため、削除する必要がありま
す。
p.119 の 「インスタントスナップショットの削除」 を参照してください。
次のコマンドを実行すると、スナップショット snap2myvol とその親ボリュームの関連付け
が解除されます。
# vxsnap -g mydg dis snap2myvol

この操作をボリュームセット、またはボリュームセットのコンポーネントボリュームに適用す
ると、システムクラッシュやハードウェア障害が発生した場合に、スナップショット内に不整
合が生じる可能性があります。この操作をボリュームセットに適用する場合は、-f（force）
オプションを指定する必要があります。

インスタントスナップショットの削除
フルサイズインスタントスナップショットの関連付けを解除すると、次の例に示すように
vxassist コマンドを使ってこのインスタントスナップショットを完全に削除できます。
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# vxassist -g mydg remove volume snap2myvol

このコマンドでは、領域最適化インスタントスナップショットをそのキャッシュから削除する
こともできます。
p.104 の 「キャッシュの削除」 を参照してください。

インスタントスナップショット階層の分割
インスタントスナップショット階層を分割することによって、スナップショットボリュームが含
まれているスナップショット階層とその親ボリュームとの関連付けが解除され、スナップ
ショット階層を親ボリュームから独立して使えるようにすることができます。
この操作は、領域最適化インスタントスナップショットではサポートされていません。
次のコマンドを実行すると、スナップショットボリューム snapvol 以下のスナップショット階
層とその親ボリュームとの関連付けが解除され、スナップショット階層を親ボリュームから
独立して使えるようになります。
# vxsnap [-f] [-g diskgroup] split snapvol

このコマンドを正常に実行するためには、関連付けを解除するスナップショット階層内の
最上位スナップショットボリュームが完全に同期している必要があります。その階層内の
下位にあるスナップショットは、完全に再同期化されていなくてもかまいません。
p.122 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。
次のコマンドを実行すると、snap2myvol の下位にある階層とその親ボリュームの関連付
けが解除されます。
# vxsnap -g mydg split snap2myvol

この操作をボリュームセット、またはボリュームセットのコンポーネントボリュームに適用す
ると、システムクラッシュやハードウェア障害が発生した場合に、スナップショット内に不整
合が生じる可能性があります。この操作をボリュームセットに適用する場合は、-f（force）
オプションを指定する必要があります。

インスタントスナップ情報の表示
vxsnap print コマンドを使うと、ボリュームに関連付けられているスナップショットの情報

を表示できます。
# vxsnap [-g diskgroup] print [vol]

このコマンドを実行すると、スナップショットまたはボリュームの同期の進行状況が割合で
表示されます。ボリュームを指定しなかった場合は、ディスクグループ内のすべてのボ
リュームのスナップショットに関する情報が表示されます。
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次の例のボリューム vol1 にはフルサイズのスナップショット snapvol1 が格納されていま
すが、このスナップショットの内容はボリューム vol1 とは同期されていません。
# vxsnap -g mydg print
NAME
SNAPOBJECT
TYPE
vol1

-volume
snapvol1_snp1 volume
snapvol1 vol1_snp1
volume

PARENT SNAPSHOT
--vol1

-snapvol1
--

%DIRTY %VALID
-1.30
1.30

100
-1.30

snapvol1 の %DIRTY の値は、このボリュームと vol1 の内容の差異が 1.30 % であること

を示しています。snapvol1 は vol1 と同期していないため、%VALID の値と %DIRTY の値
は同じになります。スナップショットの一部が同期している場合は、%VALID の値は %DIRTY
の値と 100 % の間の値になります。スナップショットが完全に同期している場合は、%VALID
の値は 100 % になります。このスナップショットは、独立したスナップショットにしたり、別
のディスクグループに移動することができます。
ボリュームとボリュームセットのスナップショットに関する追加情報は、vxsnap print コマ
ンドで -n オプションを使って入手できます。そのコマンドを次に示します。
# vxsnap [-g diskgroup] -n [-l] [-v] [-x] print [vol]

代わりに、vxsnap -n print コマンドのエイリアスである vxsnap list コマンドを使うこ
ともできます。そのコマンドを次に示します。
# vxsnap [-g diskgroup] [-l] [-v] [-x] list [vol]

次の出力は、ディスクグループ dg にこのコマンドを使ったときの例です。
# vxsnap -g dg -vx
NAME
DG OBJTYPE
vol
dg1 vol
svol1 dg2 vol
svol2 dg1 vol
svol3 dg2 vol
svol21 dg1 vol
vol-02 dg1 plex
mvol
dg2 vol
vset1 dg1 vset
v1
dg1 compvol
v2
dg1 compvol
svset1 dg1 vset
sv1
dg1 compvol
sv2
dg1 compvol
vol-03 dg1 plex
mvol2 dg2 vol

list
SNAPTYPE
fullinst
mirbrk
volbrk
spaceopt
snapmir
mirvol
mirbrk
mirbrk
mirbrk
detmir
detvol

PARENT
vol
vol
vol
svol2
vol
vol
vset
v1
v2
vol
vol

PARENTDG
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1

SNAPDATE
2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1
-

CHANGE_DATA SYNCED_DATA
10G (100%)
20M (0.2%) 60M (0.6%)
120M (1.2%) 10G (100%)
105M (1.1%) 10G (100%)
52M (0.5%) 52M (0.5%)
56M (0.6%)
58M (0.6%)
2G (100%)
1G (100%)
1G (100%)
12:29 1G (50%)
2G (100%)
12:29 512M (50%) 1G (100%)
12:29 512M (50%) 1G (100%)
20M (0.2%) 20M (0.2%) 12:29
12:29
12:29
12:29
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これは、ボリューム vol が 3 つのフルサイズスナップショット svol1、svol2、svol3 を持
ち、これらの種類がフルサイズインスタント（fullinst）、ミラーブレークオフ（mirbrk）、リ
ンクブレークオフ（volbrk）であることを示します。また、1 つのスナップショットプレックス
（snapmir） vol-02 と、1 つのリンクミラーボリューム（mirvol） mvol も持っています。ス
ナップショット svol2 自体は、領域最適化インスタントスナップショット（spaceopt） svol21
を持ちます。また、ボリュームセット vset1 があり、そのコンポーネントボリュームは v1 と
v2 です。このボリュームセットは、ミラーブレークオフスナップショット svset1 を持ち、そ
のコンポーネントボリュームは sv1 と sv2 です。最後の 2 つのエントリは、切断されたプ
レックス vol-03 と切断されたミラーボリューム mvol2 を示し、これらは親ボリュームとして
vol を持ちます。これらのスナップショットオブジェクトは、I/O エラーによって、またはプ
レックスの場合は vxplex det コマンドを実行することによって、切断された可能性があ
ります。
CHANGE_DATA 列は、スナップショットとその親ボリューム間の現在の内容の差異を概算で

示します。これは、内容を再び一致させるために再同期する必要のあるデータ量に相当
します。
SYNCED_DATA 列は、スナップショットが作成された以後の同期の進行状況を概算で示し

ます。
-l オプションを使うと、表形式の代わりに、より長い形式の出力リストを入手できます。
-x オプションを使うと、ボリュームセットのコンポーネントボリュームを含むように出力が拡

張されます。
vxsnap print コマンドと vxsnap list コマンドの使い方について詳しくは vxsnap
（1M） のマニュアルページを参照してください。

インスタントスナップショットの同期の制御
インスタントスナップショットの同期を制御できます。
領域最適化インスタントスナップショットでは、スナップショットの内容ともとのボリュームと
の同期は実行できません。
このセクションで説明するコマンドは、リンクブレークオフスナップショットの同期を制御す
るためには使えません。
同期処理は、インスタントスナップショットでの vxsnap refresh および restore 操作に
対してデフォルトで有効になっています。それ以外の場合は、vxsnap コマンドに sync=yes
属性を指定しないと、同期は行われません。
表 5-1 に、同期を手動で制御するためのコマンドを示します。
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表 5-1

同期を制御するためのコマンド

コマンド

説明

vxsnap [-gdiskgroup] syncpause vol ボリュームの同期を一時停止します。
vxsnap [-g diskgroup] syncresume
vol

ボリュームの同期を再開します。

vxsnap [-b] [-gdiskgroup] syncstartvol ボリュームの同期を開始します。-b オプションを使う
と、この操作がバックグラウンドで実行されます。
vxsnap [-g diskgroup] syncstop vol

ボリュームの同期を停止します。

vxsnap [-g diskgroup] syncwait vol

ボリュームの同期が完了すると終了します。vol が不
正な場合（領域最適化スナップショットであった場合な
ど）または vol の同期が行われていない場合は、エ
ラーが返されます。

新しくリンクされたブレークオフスナップショットボリュームまたはボリュームセットが ACTIVE
になるのを待機するため、または再接続されたスナップショットボリュームが再同期後に
SNAPDONE 状態に達するのを待機するために、vxsnap snapwait コマンドが提供さ
れています。
p.112 の 「リンクブレークオフスナップショットボリュームの作成と管理」 を参照してくださ
い。
p.117 の 「リンクブレークオフスナップショットボリュームの再接続」 を参照してください。

スナップショットの同期処理の処理効率の向上
-o オプションには、make、refresh、restore、syncstart の各操作の使用時に同期処

理の処理効率を最適化できるように、次のオプションの引数が用意されています。
iosize=size

ボリュームの領域を同期する際に使う、各 I/O 要求のサイズを指定します。
大きいサイズを指定するほど同期処理は速くなりますが、ボリュームにアクセ
スする他のプロセスの処理効率への影響が大きくなります。処理効率の高
いアレイおよびコントローラハードウェアに対しては、size の値をデフォル
トの 1m（1 MB）以上の値にすることをお勧めします。指定した値は、ボリュー
ムの領域サイズの倍数に丸められます。

slow=iodelay

iosize の値で指定された領域を連続して同期するときの各同期処理間の
遅延時間（ミリ秒）を指定します。この引数を使うと、同期によるシステム処理
効率への影響を調整することができます。iodelay のデフォルト値は、0 ミリ
秒（遅延なし）です。この値を大きくすると同期処理の速度が低下し、ボリュー
ムにアクセスする可能性がある他のプロセスとの I/O 帯域幅の競合が減少
します。
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オプションは、次の例のように組み合わせることができます。
# vxsnap -g mydg -o iosize=2m,slow=100 make ¥
source=myvol/snapvol=snap2myvol/syncing=on
# vxsnap -g mydg -o iosize=10m,slow=250 syncstart snap2myvol

これらのオプションによって影響を受けるのは、フルサイズインスタントスナップショットの
同期処理のみです。領域最適化スナップショットではサポートされていません。

6
ボリュームテンプレートと他
の設定エレメントの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ボリュームテンプレートと設定について

■

ISP データベースへの設定エレメントのインストール

■

ストレージプールとディスクグループへの設定エレメントのインストール

■

設定エレメントの一覧表示と出力

■

テンプレートの非活性化と再活性化

■

ケイパビリティ名の変更

■

テンプレート名の変更

■

指定したケイパビリティのテンプレートの検索

■

テンプレートの依存関係の一覧表示

■

ケイパビリティの依存関係の一覧表示

■

テンプレートセットの一覧表示

■

テンプレートセットに含まれるテンプレートの一覧表示

■

指定したテンプレートを含むテンプレートセットの検索

■

ストレージプール定義に含まれるテンプレートの一覧表示

■

テンプレート、ケイパビリティ、テンプレートセットの削除
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ボリュームテンプレートと設定について
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）の機能を利用すると、一連のルールま
たはケイパビリティに基づいてボリュームを作成することができます。ボリュームテンプレー
ト（略称: テンプレート）は、ケイパビリティを実現するルールを集めたものです。ISP は、ボ
リュームの作成時にテンプレートを参照し、必要なケイパビリティに基づいて一連の適切
なテンプレートを選択して使います。
ISP が一連のケイパビリティ必要条件に適合するテンプレートを選択する際には、特定の
ルールが適用されます。
p.146 の 「ボリュームテンプレート」 を参照してください。
これらの手順では、vxtemplate コマンドを使います。このコマンドについて詳しくは
vxtemplate（1M） マニュアルページを参照してください。

ISP データベースへの設定エレメントのインストール
ストレージプール、ストレージプールセット、テンプレートセット、テンプレートおよびケイパ
ビリティの定義を、設定エレメントといいます。標準の設定エレメントは、ISP パッケージと
同時にインストールされる設定データベースに含まれています。
これらの標準の設定エレメントは幅広い用途に対応しているため、ほとんどのアプリケー
ションではこれで十分です。他の設定エレメントを使えるようにするには、ISP 設定データ
ベースにインストールする必要があります。
ファイル内で定義されているエレメントを別途インストールするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxtemplate -C -d element_defs_file install

次のコマンドのように明示的に名前を指定することにより、ファイルから選択したエレメント
のみをインストールすることができます。
# vxtemplate -r -C -d my_templates install template=Reliability
-r（recursive）オプションを指定しているため、Reliability テンプレートによって参照

されるすべてのケイパビリティおよびテンプレートもインストールされます。
p.185 の 「ISP の設定エレメントについて」 を参照してください。
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ストレージプールとディスクグループへの設定エレメント
のインストール
ストレージプールの作成時にテンプレートセット、ストレージプール定義またはストレージ
プールセットの定義を指定すると、必要なテンプレートやケイパビリティがストレージプー
ルとそのディスクグループに自動的に関連付けられます。
p.49 の 「ストレージプールの作成」 を参照してください。
ストレージプールの selfsufficient ポリシーは、設定エレメントを必要に応じて ISP 設
定データベースから自動的にインストールできるかどうかを管理します。このポリシーが
host に設定されている場合、プールでは、ISP 設定データベース、ディスクグループお
よびプール自体からエレメントをインストールできます。diskgroup に設定されている場
合は、ISP 設定データベースではなくディスクグループから別途エレメントをインストール
できます。ポリシーの値が pool の場合は、使えるエレメントはプールにインストールされ
ているエレメントのみです。必要に応じて、vxtemplate コマンドを使って、テンプレート、
ケイパビリティおよびテンプレートセットを ISP 設定データベースからディスクグループや
プールにインストールできます。
テンプレートセットを使うと、1 回の操作で複数のケイパビリティとテンプレートをインストー
ルできて便利です。
次の例は、すべてのケイパビリティとテンプレートを、テンプレートセット DataMirroring
からストレージプール mypool とそのディスクグループ mydg にインストールする方法を示
しています。
# vxtemplate -g mydg -P mypool install
template_set=DataMirroring

次の（非常に長い）コマンドを使っても同じ結果が得られます。
# vxtemplate -r -g mydg -P mypool install ¥
template=DataMirroring,ArrayProductId,¥
ConfineLogsToSimilarStorage,¥
ConfineMirrorsToSimilarStorage,DCOLogMirroring,¥
InstantSnapshottable,LogsOnSeparateComponents,¥
MirrorsOnSeparateComponents

設定エレメントの一覧表示と出力
次のコマンドを使うと、指定したディスクグループやストレージプールに関連付けられてい
るテンプレートとケイパビリティを一覧表示することができます。
# vxtemplate [-g diskgroup] [-P pool] list
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このコマンドで表示される結果の例を次に示します。
TY
vt
vt
vt
vt
cp
cp
cp

NAME
Mirroring
MirroringStriping
Raid5Template
Striping
ParityReliable
PerformanceByStriping
Reliability

STATE AUTOINSTALL
Active
0
Active
0
Active
0
Active
0
-

タイプ vt はボリュームテンプレート、cp はケイパビリティの定義を表します。
これらのテンプレートとケイパビリティの詳細を出力するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate [-g diskgroup] [-P pool] print

次のようにコマンドの引数として特定のエレメントを指定すると、そのエレメントのみの詳細
を出力できます。
# vxtemplate [-g diskgroup] [-P pool] print ¥
[template=t1[,t2...]] [capability=c1[,c2...]] ¥
[template_set=ts1[,ts2...]] [storage_pool_set=ps1[,ps2...]] ¥
[pool_definition=pd1[,pd2...]]

たとえば、ディスクグループ mydg 内のストレージプール mypool に関連付けられている、
ボリュームテンプレート Mirroring と Striping の定義を出力するには、次のコマンドを
使います。
# vxtemplate -g mydg -P mypool print template=Mirroring,Striping

次のコマンドを実行すると、システムの ISP 設定データベースで使えるすべてのテンプ
レートとケイパビリティが一覧表示されます。
# vxtemplate -C list

このコマンドで表示される結果の例を次に示します。
TY
vt
vt
vt
vt
cp
cp
cp
cp

NAME
DataMirroring
Raid5Volume
Reliability
Striping
DataMirroring
DataRedundancy
Raid5LogMirroring
Raid5Capability

STATE
-

AUTOINSTALL
-
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cp
cp
ts
pd
ps
...

Reliability
Striping
Raid5Templates
raid5_volumes
mirrored_data_striped_clones

-

-

タイプ ts はテンプレートセット、pd はストレージプール、ps はストレージプールセットの
定義をそれぞれ表します。
設定データベース内のエレメントの詳細を出力するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate -C print [template=t1[,t2...]] ¥
[capability=c1[,c2...]] [template_set=ts1[,ts2...]] ¥
[storage_pool_set=ps1[,ps2...]] ¥
[pool_definition=pd1[,pd2...]]

ストレージプールやディスクグループの場合は、次のようにコマンドの引数として特定の
エレメントを指定すると、そのエレメントのみの詳細を出力できます。
# vxtemplate -C print template_set=DataMirroring,Raid5Templates

また、vxtemplate の listcapability、listtemplate、listtemplateset、
listpooldefinition、listpoolset の各キーワードを使うと、指定したディスクグルー
プやストレージプールに関連付けられているケイパビリティまたはテンプレートの一方の
みをそれぞれ表示できます。同様に、printcapability、printtemplate、
printtemplateset、printpooldefinition、printpoolset の各キーワードを使う
と、エレメントの定義の詳細を出力できます。詳しくは vxtemplate（1M） マニュアルペー
ジを参照してください。

テンプレートの非活性化と再活性化
特に指定しない限り、テンプレートはストレージプールと関連付けられた時点で有効とな
ります。
次の vxtemplate deactivate コマンドを実行すると、1 つ以上のテンプレートを関連
付け先のストレージプールで無効にすることができます。
# vxtemplate [-g diskgroup] [-P pool] deactivate ¥
template=t1[,t2...]

テンプレートが現在使用中の場合、ISP はエラーメッセージを表示します。
次の vxtemplate activate コマンドを使うと、テンプレートを再度有効にすることがで
きます。
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# vxtemplate [-g diskgroup] [-P pool] activate ¥
template=t1[,t2...]

ケイパビリティ名の変更
ケイパビリティの名前を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate [-C | -g diskgroup] renamecapability ¥
oldnamenewname

ケイパビリティ名の変更は、特定のディスクグループ用にケイパビリティの属性を修正す
る場合などに必要になります。

テンプレート名の変更
テンプレートの名前を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate [-C | -g diskgroup] renametemplate ¥
oldnamenewname

テンプレート名の変更は、特定のディスクグループ用にテンプレートを修正する場合など
に必要になります。

指定したケイパビリティのテンプレートの検索
特定のケイパビリティを実装するテンプレート定義の一覧を表示するには、次のコマンド
を使います。
# vxtemplate [-C | -g diskgroup] list ¥
[capability=c1[,c2...]]

たとえば、ISP 設定データベース内で DataMirroring ケイパビリティを実装するすべて
のテンプレートの一覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate -C list capability=DataMirroring
TY NAME
vt DataMirroring
vt MultipathingThroughMirroring

ケイパビリティを指定しない場合は、ISP 設定データベースまたは指定したディスクグルー
プに定義されているすべてのテンプレートの一覧が表示されます。
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テンプレートの依存関係の一覧表示
ボリュームテンプレート定義では、他のボリュームテンプレート定義を拡張または適用で
きます。
指定した 1 つ以上のテンプレートに依存するテンプレートの一覧を表示するには、次の
コマンドを使います。
# vxtemplate [-C | -g diskgroup] -w listtemplate ¥
template1 [template2 ...]

指定した 1 つ以上のテンプレートが依存するすべてのテンプレートの一覧を表示するに
は、次のコマンドを使います。
# vxtemplate [-C | -g diskgroup] -r listtemplate ¥
template1 [template2 ...]
-C オプションを指定すると、ISP 設定データベース内の依存関係が表示されます。-g オ

プションを使うと、指定したディスクグループに現在インストールされているテンプレートの
依存関係のみが表示されます。
-w（whole）と -r（recursive）の両方のオプションを指定すると、継承によってリンクされる

すべてのテンプレートの一覧を表示できます。
図 6-1 に、テンプレートの依存関係の階層例を示します。
矢印は継承の方向を示します。
テンプレートの依存関係の例

図 6-1
T0

T1

T2

T3

T4

次のコマンド例に、この階層について返される出力を示します。
# vxtemplate -g mydg -w listtemplate T0
T0
# vxtemplate -g mydg -w listtemplate T2
T0
T1
T2
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# vxtemplate -g mydg -w listtemplate T3
T0
T1
T2
T3
# vxtemplate -g mydg -r listtemplate T1
T2
T3
T4
# vxtemplate -g mydg -w -r listtemplate T2
T0
T1
T2
T3
T4

テンプレートは、「完全（whole）」になる必要があるので、常にそれ自体に依存するものと
して表示されます。
次の例では、ISP 設定データベース内で PrefabricatedRaid5 テンプレートが依存す
るテンプレートが返されます。
# vxtemplate -C -r listtemplate PrefabricatedRaid5
TY NAME
STATE
AUTOINSTALL
vt ArrayPrductId
-

ケイパビリティの依存関係の一覧表示
ケイパビリティ定義では、他のケイパビリティ定義を拡張または適用できます。
指定した 1 つ以上のケイパビリティに依存するケイパビリティの一覧を表示するには、次
のコマンドを使います。
# vxtemplate [-C | -g diskgroup] -w listcapability ¥
capability1 [capability2 ...]

指定した 1 つ以上のケイパビリティが依存するすべてのケイパビリティの一覧を表示する
には、次のコマンドを使います。
# vxtemplate [-C | -g diskgroup] -r listcapability ¥
capability1 [capability2 ...]
-C オプションを指定すると、ISP 設定データベース内の依存関係が表示されます。-g オ

プションを使うと、指定したディスクグループに現在インストールされているケイパビリティ
の依存関係のみが表示されます。
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-w（whole）と -r（recursive）の両方のオプションを指定すると、継承によってリンクされる

すべてのケイパビリティの一覧を表示できます。
図 6-2 に、ケイパビリティの依存関係の階層例を示します。
矢印は継承の方向を示します。
ケイパビリティの依存関係の例

図 6-2
C0

C1

C2

C3

次のコマンド例に、この階層について返される出力を示します。
# vxtemplate
C0
# vxtemplate
C0
C1
# vxtemplate
C0
C1
C2
# vxtemplate
C2
C3
# vxtemplate
C0
C1
C2
C3

-g mydg -w listcapability C0
-g mydg -w capability listcapability C1

-g mydg -w capability listcapability C2

-g mydg -r capability listcapability C1

-g mydg -w -r listcapability C1

ケイパビリティは、「完全（whole）」になる必要があるので、常にそれ自体に依存するもの
として表示されます。
次の例では、ISP 設定データベース内で DataRedundancy ケイパビリティに依存するケ
イパビリティが返されます。
# vxtemplate -C -w listcapability PrefabricatedRaid5
TY NAME
STATE
AUTOINSTALL
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cp
cp
cp
cp
cp

DataMirroring
DataMirrorStripe
DataRedundancy
DataStripeMirror
Raid5Capability

-

-

テンプレートセットの一覧表示
ISP 設定データベース内にある、特定のテンプレート定義を含むテンプレートセットの一
覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate -C listtemplateset [template=t1[,t2...]]

たとえば、テンプレート DataMirroring を含むすべてのテンプレートセットの一覧を表
示するには、次のコマンドを実行します。
# vxtemplate -C listtemplateset template=DataMirroring
TY NAME
ts DataMirroring
ts DataMirroringPrefabricatedRaid5
ts DataMirroringPrefabricatedStriping

テンプレートを指定しない場合は、ISP 設定データベースに定義されているすべてのテ
ンプレートセットの一覧が表示されます。

テンプレートセットに含まれるテンプレートの一覧表示
ISP 設定データベース内の特定のテンプレートセットに含まれるテンプレートの一覧を表
示するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate -C listtemplate [template_set=ts1[,ts2...]]

たとえば、ConcatVolumes テンプレートセットに含まれるすべてのテンプレートの一覧を
表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxtemplate -C listtemplate template_set=ConcatVolumes
TY NAME
STATE
AUTOINSTALL
vt ArrayProductID
vt ConcatVolumes
vt ConfineLogsToSimilarSTorage
vt DCOLogMirroring
vt DCOLogStriping
vt InstantSnapshottable
vt LogsOnSeparateComponents
-
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テンプレートセットを指定しない場合は、ISP 設定データベース内のすべてのテンプレー
トセットに含まれるテンプレートの一覧が表示されます。

指定したテンプレートを含むテンプレートセットの検索
ISP 設定データベース内にある、特定のテンプレート定義を含むテンプレートセット定義
の一覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate -C listtemplateset [template=t1[,t2...]]

たとえば、テンプレート DataMirroring を含むすべてのテンプレートセットの一覧を表
示するには、次のコマンドを実行します。
# vxtemplate -C listtemplateset template=DataMirroring
TY NAME
ts DataMirroring
ts DataMirroringPrefabricatedRaid5
ts DataMirroringPrefabricatedStriping

テンプレートを指定しない場合は、ISP 設定データベースに定義されているすべてのテ
ンプレートセットの一覧が表示されます。

ストレージプール定義に含まれるテンプレートの一覧表
示
ISP 設定データベース内の特定のストレージプール定義に含まれるテンプレートの一覧
を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxtemplate -C listtemplate [pooldefn=pd1[,pd2...]]

たとえば、striped_volumes ストレージプール定義に含まれるすべてのテンプレートの
一覧を表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxtemplate -C listtemplate pooldefn=striped_volumes
TY NAME
STATE
AUTOINSTALL
vt ArrayProductID
vt ColumnsOnSeparateComponents
vt ConfineColumnToSimilarStorage
vt ConfineToSimilarStorage
vt ConfineToSpecificStorage
vt DCOLogStriping
vt ExcludeSpecificStorage
vt InstantSnapshottable
-
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vt MultipathingThroughMultiplePaths
vt Striping

-

-

ストレージプール定義を指定しない場合は、ISP 設定データベース内のすべてのストレー
ジプール定義に含まれるテンプレートの一覧が表示されます。

テンプレート、ケイパビリティ、テンプレートセットの削除
ディスクグループやストレージプール、あるいは ISP 設定データベースから、テンプレー
ト、ケイパビリティまたはテンプレートセットを削除するには、vxtemplate uninstall コ
マンドを使います。
たとえば、次のコマンドを実行すると、DataMirroring というテンプレートとケイパビリティ
の定義が、ディスクグループ mydg のストレージプール mypool から削除されます。
# vxtemplate -g mydg -P mypool uninstall ¥
DataMirroring capability=DataMirroring

同様に、次のコマンドを実行すると、このテンプレートとケイパビリティが ISP 設定データ
ベースから削除されます。
# vxtemplate -C uninstall DataMirroring ¥
capability=DataMirroring

テンプレートが任意の ISP ボリュームと関連付けられている場合、先にその ISP ボリュー
ムを削除しないと、そのテンプレートとストレージプールの関連付けを解除したり、ディス
クグループからそのテンプレートをアンインストールすることはできません。
ISP ボリュームに関連付けられているテンプレートを表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxassist -g diskgroup printintent volume ...

7
ユーザーテンプレートの作
成および変更
この章では以下の項目について説明しています。
■

ユーザーテンプレートの作成について

■

ユーザーテンプレートの形式

■

ユーザーテンプレートの作成

■

ユーザーテンプレートを使ったアプリケーションボリュームの作成

■

現在定義されているユーザーテンプレートの一覧表示

■

ユーザーテンプレートの定義の出力

■

ユーザーテンプレートの削除

ユーザーテンプレートの作成について
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）を使って、指定した一連のケイパビリ
ティを備えるアプリケーションボリュームを作成する場合、通常は、これらのケイパビリティ
の一部を変更するパラメータの値を入力することができます。たとえば、ボリュームに必要
な冗長性、耐障害性、処理効率のレベルを選択できます。ボリュームの構成をユーザー
テンプレートとして保存しておくことにより、同じタイプの ISP ボリューム（ケイパビリティ、
パラメータ、ルールが同一のボリューム）を再作成することができます。vxassist コマン
ドでアプリケーションボリュームを作成する際に、ケイパビリティ名の代わりにユーザーテ
ンプレート名を指定できます。
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ユーザーテンプレートの形式
ユーザーテンプレートは、ケイパビリティとルールの一覧で構成されます。各ケイパビリティ
には、ケイパビリティのデフォルトパラメータ値を定義するパラメータと値のペアの一覧が
関連付けられています。
標準的なユーザーテンプレートの指定形式を次に示します。
user_template usertmplt_tname {
description "string"
descriptionid id
capability capability1 {
attribute_name:type = default_value
...
}
capability capability2 {
attribute_name = default_value
...
}
...
rules {
[tag "volume_tag"]
rule1rule2
...
}
};

この定義には、次に示す重要な言語要素が含まれています。
usertmplt_name

ユーザーテンプレートの名前を定義します。たとえば、
MyReliableReplication や MySWSnapshot などです。

description

ユーザーテンプレートの説明を英語で記述します。

descriptionid

説明（description）の各言語による翻訳が記述されているメッセージカ
タログを参照する際に使う、そのカタログ内の該当する説明のインデッ
クス番号を示します。

capability

ユーザーテンプレートから作成されたボリュームが備えるケイパビリティ
を示します。

attribute_name

パラメータの名前と値を定義します。
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rules

ストレージの選択やレイアウトに関するルールを記述した節の始まりを
示します。このルールによって、ユーザーテンプレートに指定されてい
るケイパビリティが実装されます。
p.151 の 「ルール」 を参照してください。

tag

ボリュームの省略可能なデフォルトタグを示します。
p.177 の 「ユーザーテンプレート」 を参照してください。

たとえば、複製元と複製先を指定する 2 つの可変パラメータを持つ
HardwareReplication という名前のケイパビリティは、次のように定義します。
capability HardwareReplication {
var source:string
var destination:string
};

ミラーボリュームの作成によって信頼性を確保する Reliable という名前のケイパビリティ
は、次のように定義します。
capability Reliable {
var NMIRS:int
};

次のテンプレート DB_Table と DB_Index の例に示すように、ユーザーテンプレートには
ルールも指定できます。この例のユーザーテンプレートを使うと、データベーステーブル
やインデックスに対応するアプリケーションボリュームを作成できます。
user_template DB_Table {
description "Makes mirrored volume for a database table"
capability DataMirroring {
NMIRS = 2
}
rules {
confineto "VendorName"="EMC"
}
};
user_template DB_Index {
description "Makes high performance volume for a database index"
capability Striping {
NCOLS = 8
}
rules {
confineto "VendorName"="EMC"
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}
};

ユーザーテンプレート DB_Table を使うと、2 つのプレックスを持つミラーボリュームを作
成できますが、使うディスクは EMC ディスクに限定されます。
同様に、ユーザーテンプレート DB_Index を使うと、8 つのカラムを持つストライプボリュー
ムを作成できますが、使うディスクは同じく EMC ディスクに限定されます。

ユーザーテンプレートの作成
ユーザーテンプレートを作成するには、コマンドラインから直接定義するか、または設定
ファイル内で定義します。コマンドラインからユーザーテンプレートを直接定義する方法
が適しているのは、非常に単純なユーザーテンプレートの場合のみです。通常は、設定
ファイル内で定義することをお勧めします。
コマンドラインから直接ユーザーテンプレートを作成するには、次に示す vxusertemplate
create コマンドを使います。
# vxusertemplate create usertemplate_name ¥
[description="string"] ¥
[rules=rule1 [rule2 ]...] ¥
[capability=capability1[(var1=value1[,var2=value2]...)]¥
[,capability2[(var1=value1[,var2=value2]...)]]...]

たとえば、次のコマンドを実行すると、Reliable と HighPerformance の 2 つのケイパ
ビリティを持つ RP_DB_Table という名前のユーザーテンプレートが作成されます。
# vxusertemplate create RP_DB_Table ¥
description="Makes reliable high performance volume ¥
for database table"
rules=confineto "VendorName"="EMC" ¥
capability='DataMirroring(NMIRS=2),Striping(NCOLS=8)'

このコマンドでは、ISP によって管理されている usertemplates というグローバルファイ
ルにユーザーテンプレートが追加されます。
次に示すように、同等のユーザーテンプレートを格納する設定ファイルを作成することも
できます。
user_template DB_Table {
description "Makes mirrored volume for database table"
capability DataMirroring {
NMIRS = 2
}
rules {
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confineto "VendorName"="EMC"
}
};
user_template DB_Index {
description "Makes high performance volume for database index"
capability Striping {
NCOLS = 8
}
rules {
confineto "VendorName"="EMC"
}
};

続いて、次に示すように vxusertemplate create コマンドに -d オプションを指定して
実行すると、設定ファイル内のユーザーテンプレートを usertemplates というグローバ
ルファイルに追加できます。
# vxusertemplate -d config_file create

ユーザーテンプレートを使ったアプリケーションボリュー
ムの作成
ユーザーテンプレートを使ってアプリケーションボリュームを作成するには、ケイパビリティ
名の代わりにユーザーテンプレート名を指定して vxassist make コマンドを実行しま
す。
たとえば、ユーザーテンプレート RP_DB_Table を使って 10 GB のアプリケーションボ
リュームをストレージプール mypool に作成する場合は、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg -P mypool make myDBvol 10g ¥
user_template='RP_DB_Table'

ボリュームテンプレートの場合とは異なり、ユーザーテンプレートのパラメータ値をコマン
ドラインで指定することはできません。

現在定義されているユーザーテンプレートの一覧表示
グローバルファイル usertemplates に現在定義されているすべてのユーザーテンプ
レートを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxusertemplate list
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ユーザーテンプレートの定義の出力
グローバルファイル usertemplates に現在定義されている 1 つ以上のユーザーテンプ
レートの詳細を出力するには、次のコマンドを使います。
# vxusertemplate print usertemplate1 [usertemplate2 ...]

ユーザーテンプレートの削除
グローバルファイル usertemplates からユーザーテンプレートの定義を削除するには、
次のコマンドを使います。
# vxusertemplate delete usertemplate

8
ケイパビリティ、テンプレート
およびルールの使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

ケイパビリティ、テンプレート、ルールについて

■

ケイパビリティ

■

ボリュームテンプレート

■

ルール

■

ストレージ選択ルール

■

ストレージ選択ルールの演算子

■

ストレージレイアウトルール

■

複合ルール

■

属性エイリアス

■

コマンドラインでの簡略化したルール構文

ケイパビリティ、テンプレート、ルールについて
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）では、ある一連の特性を持つアプリケー
ションボリュームを使用可能なストレージに基づいてどのように設定するかを表現するた
めに、構造化された柔軟なルールに基づく、宣言型言語を定義しています。この言語を
使うと、ボリューム全体だけでなく、ミラー、カラム、ログ、スナップショットといったボリュー
ムの個々の要素にストレージを割り当てる際のルールを指定することができます。
p.167 の 「ISP 言語について」 を参照してください。

144

第 8 章 ケイパビリティ、テンプレートおよびルールの使用
ケイパビリティ

p.185 の 「ISP の設定エレメントについて」 を参照してください。

ケイパビリティ
ケイパビリティという用語は、ISP 言語ではボリュームが備える機能を指します。各テンプ
レートには 1 つ以上のケイパビリティが関連付けられており、ISP はストレージをボリュー
ムに割り当てる際、これに基づいて用途に適したテンプレートを選択します。ケイパビリ
ティは、ISP では単にタグとして解釈されます。
標準的なケイパビリティ定義の形式を以下に示します。
capability cap_name {
extends capname1,capname2, ...
description text
descriptionid id
display_name name
display_name_id catalogid, index
var varname1:type {
defaultvalue value
description description
descriptionid catalogid, index
}
var varname2:type {
defaultvalue value
description text
descriptionid catalogid, index
}
...
};

この定義には、次に示す重要な言語要素が含まれています。
cap_name

ケイパビリティの性質を示す名前を設定します。たとえば、Reliable、
Performant、Snapshot、EMCSnapshot などです。

extends

このケイパビリティが、指定した他のケイパビリティから派生していることを示
します。
p.145 の 「ケイパビリティの継承」 を参照してください。

description

ケイパビリティまたはその可変パラメータに対する説明を英語で記述します。

descriptionid

説明（description）の各言語による翻訳が記述されているメッセージカタロ
グを参照する際に使う、そのカタログ内の該当する説明のインデックス番号
を示します。
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display_name

VEA に表示されるケイパビリティの英語名を定義します。

display_name_id

表示名（display_name）の各言語による翻訳が記述されているメッセージカ
タログを参照する際に使う、そのカタログ内の該当する表示名のインデックス
番号を示します。

var

パラメータとして指定できる変数とその値をケイパビリティに定義します。この
変数をテンプレートのルール部分で使うと、そのテンプレートで必要なケイ
パビリティを実現することができます。使える変数の型は、int または string
です。

defaultvalue

ケイパビリティのパラメータ値が指定されなかった場合のデフォルト値を定義
します。
p.144 の 「ケイパビリティ」 を参照してください。

次に、ケイパビリティ定義の例を示します。
capability DataMirroring {
display_name "Data Mirroring"
display_name_id "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42-080020feef8b}", 3
description "Volume has multiple copies of data."
descriptionid "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42-080020feef8b}", 4
extends DataRedundancy
var nmirs:int {
display_name "Number of data copies"
display_name_id "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42080020feef8b}", 5
description "Specify the number of copies of data."
descriptionid "{b84f1c64-1dd1-11b2-8b42-080020feef8b}",
6
defaultvalue 2
}
};

ケイパビリティの継承
ケイパビリティの定義に extends キーワードを指定すると、1 つ以上の基底ケイパビリティ
のプロパティの一部をそのケイパビリティに継承することができます。このような派生ケイ
パビリティと基底ケイパビリティの間には、一定の関係が成立します。
継承機構に関するルールは次のとおりです。
■

派生ケイパビリティは、基底ケイパビリティの持つすべての変数を継承します。

■

派生ケイパビリティでは、基底ケイパビリティの変数と同じ変数名は定義できません。
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■

あるケイパビリティを複数の基底ケイパビリティから派生させる場合は、変数名がすべ
ての基底ケイパビリティ間で重複していないことを確認する必要があります。

次に示すケイパビリティ定義の例は、DataMirrorStripe ケイパビリティを、より一般的
な DataMirroring ケイパビリティと Striping ケイパビリティから派生させる様子を示し
ています。
capability DataMirrorStripe {
extends DataMirroring, Striping
};
DataMirrorStripe は、拡張対象の 2 つのケイパビリティから変数 nmirs と ncols も継

承します。

ボリュームテンプレート
ボリュームテンプレート（略称: テンプレート）は、ボリュームのケイパビリティを実現する有
意のルールの集合です。実現されるケイパビリティは、そのテンプレートのルールや参照
されている他のケイパビリティによって決まります。ISP は、用途に適したテンプレートをボ
リュームのケイパビリティ必要条件に基づいて選択し、テンプレート内のルールを使って
ストレージを割り当てます。
標準的なテンプレートの指定形式を次に示します。
volume_template template_name {
extends template1, template2, ...
inherits capability5, capability6, ...
provides capability1, capability2, ...
requires capability3, capability4, ...
description text
descriptionid id
rules {
[tag "volume_tag"]
rule1rule2
...
}
};

この定義には、次に示す重要な言語要素が含まれています。
template_name

このテンプレートで作成できるボリュームの性質を示す名前を指定しま
す。たとえば、DataMirroring、Raid5Volume、
InstantSnapshottable などです。
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extends

指定したテンプレートのケイパビリティ、ルールおよび変数をすべてこの
テンプレートに継承することを示します。
p.147 の 「extends」 を参照してください。

inherits

指定したケイパビリティを、必要に応じてこのテンプレートに継承できる
ことを示します。
p.148 の 「inherits」 を参照してください。

provides

テンプレートから作成されたボリュームが備えるケイパビリティを示しま
す。
p.149 の 「provides」 を参照してください。

requires

指定したケイパビリティを実現するために他のテンプレートのルールを、
必要に応じてこのテンプレートに取り込めることを示します。
p.150 の 「requires」 を参照してください。

description

テンプレートの説明を英語で記述します。

descriptionid

説明（description）の各言語による翻訳が記述されているメッセージカ
タログを参照する際に使う、そのカタログ内の該当する説明のインデッ
クス番号を示します。

rules

ストレージの選択やレイアウトに関するルールを記述した節の始まりを
示します。このルールによって、テンプレートに指定されているケイパビ
リティが実装されます。このルールによって、テンプレートに指定されて
いるケイパビリティが実装されます。
p.151 の 「ルール」 を参照してください。
p.160 の 「複合ルール」 を参照してください。
ボリュームの省略可能なデフォルトタグを示します。

tag

次の項で、各キーワードの詳細を説明します。
■

「extends」

■

「inherits」

■

「provides」

■

「requires」

p.171 の 「ボリュームテンプレートオブジェクト」 を参照してください。

extends
テンプレートのプロパティの一部は、次の例に示すように 1 つ以上の基底テンプレートを
拡張することによって派生させることができます。
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volume_template DerivedTemplate {
extends BaseTemplate
rules {
...
}
};

テンプレート BaseTemplate を拡張することにより、テンプレート DerivedTemplate で
は次のことが可能になります。
■ BaseTemplate

が提供するすべてのケイパビリティを提供します。

p.149 の 「provides」 を参照してください。
■ BaseTemplate

が要求するすべてのケイパビリティを要求します。

p.150 の 「requires」 を参照してください。
■ BaseTemplate

が継承するすべてのケイパビリティを継承します。

p.148 の 「inherits」 を参照してください。
■ BaseTemplate

のすべてのルールを取り込んで適用します。

■ BaseTemplate

が提供するすべてのケイパビリティの変数を使えます。

BaseTemplate と DerivedTemplate で、同じ変数名を持つ別個のケイパビリティを使う

ことはできません。
派生テンプレートとその基底テンプレートとの間には、「is a」の関係が成立します。派生
テンプレートは、それぞれの基底テンプレートの代わりに使えます。
ReliablePerformant をテンプレート MyReliablePerformant に拡張する場合の
extends キーワードの適用例を次に示します。
volume_template MyReliablePerformant {
extends ReliablePerformant
rules {
...
}
};

inherits
あるケイパビリティを継承可能と記述されているテンプレートでは、必要に応じてそのケイ
パビリティが提供されます。ケイパビリティの継承は、ケイパビリティの要求と提供の組み
合わせに相当します。
p.150 の 「requires」 を参照してください。
p.149 の 「provides」 を参照してください。
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inherits キーワードの適用例を次に示します。
volume_template ReliableSnapshot {
inherits Reliable
provides Snapshot
rules {
...
}
};
inherits キーワードを指定しない場合は、次のテンプレート定義を使います。
volume_template ReliableSnapshot {
requires Reliable
provides Reliable, Snapshot
rules {
...
}
};

provides
テンプレートのルールまたは requires キーワードで定義される 1 つ以上のケイパビリティ
を提供します。
p.150 の 「requires」 を参照してください。
指定したケイパビリティに対して定義されている変数は、テンプレートのルールで任意に
使えます。
provides キーワードの適用例を次に示します。ReliableT というテンプレートで Reliable

というケイパビリティを実現し、そのケイパビリティの NMIRS 変数を使ってミラーの数を設
定する場合は、次のように定義します。
volume_template ReliableT {
provides Reliable
rules {
mirror NMIRS {
...
}
}
};
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requires
テンプレートで 1 つ以上のケイパビリティを要求すると、そのケイパビリティを提供するす
べてのテンプレートから該当するルールを取り込むことができます。
requires キーワードには、provides キーワードの意味はありません。requires キー

ワードが指定したケイパビリティを提供する場合、そのケイパビリティは必ず provides 句
または inherits 句で明示的に指定する必要があります。
「provides」を参照してください。
「inherits」を参照してください。
requires キーワードの適用例を次に示します。MySnapshot というテンプレートで

SnapShot ケイパビリティを提供し、Reliable ケイパビリティを要求する（ただし、ケイパビ
リティは提供されない）場合は、次のように定義します。
volume_template MySnapshot {
requires Reliable
provides Snapshot
rules {
...
}
};

このテンプレートは Reliable ケイパビリティを提供するテンプレートから、それらのテン
プレートのルールを自身のルールと組み合わせます。
このテンプレートが Reliable ケイパビリティを提供する必要もある場合は、次に示すよう
に inherits キーワードを使います。
volume_template MyReliableSnapshot {
inherits Reliable
provides Snapshot
rules {
...
}
};

このテンプレートは、自身のルールによって Snapshot ケイパビリティを実現し、さらに他
のテンプレートのルールを使って Reliable ケイパビリティを実現します。
requires キーワードを指定すると、必要なケイパビリティを提供する任意のテンプレート

が ISP によって選択されるため、ISP でストレージを割り当てる際の柔軟性を高めること
ができます。この動作を動的継承といいます。

第 8 章 ケイパビリティ、テンプレートおよびルールの使用
ルール

必要なケイパビリティを持つテンプレートを選択する場合、ISP は該当するケイパビリティ
のみを提供するテンプレートを優先します。この動作により、無関係なケイパビリティがボ
リュームに付加されるのを防ぐことができます。
必要なケイパビリティを持つテンプレートを検索する場合、ISP は該当するケイパビリティ
を継承または提供するテンプレートのみを選択します。
必要なケイパビリティを持つテンプレートを検索する場合、ISP は必要なケイパビリティを
提供するすべてのテンプレートを再帰的に選択します。

ルール
ルールは、ストレージを割り当てるための基準、ストレージ上に VxVM オブジェクトをレイ
アウトするための基準、およびこれらのオブジェクト間の関係を指定します。ルールは、ス
トレージの選択方法を定義するストレージ選択ルール、またはストレージの使用方法を定
義するストレージレイアウトルールのいずれかに分類できます。
必要に応じて、ルールの前にキーワード desired を指定することができます。この修飾
子を指定した場合、該当するルールは可能な限り ISP の処理に適用されますが、割り当
ての失敗の原因になる場合は破棄されます。desired キーワードの後にあるオプション
の整数により、ルールの優先順位の値が指定されます。この番号を指定する場合は、1
以上にする必要があります。ルールに優先順位の値を指定しない場合は、1 と見なされ
ます。優先順位の値が小さいルールは、優先順位の値が大きいルールよりも優先的に保
持されます。優先順位が同じルールは一緒に破棄されます。
次の例では、ストレージ割り当て要求を満たすのに十分なストレージがない場合、stripe
ルールを削除できます。
mirror 2 {
desired 10 confineto "enclosure"
desired 15 stripe 15
}

ストレージ選択ルール
次の項では、ストレージ選択ルールについて説明します。
■

「affinity」

■

「confineto」

■

「exclude」

■

「multipath」

■

「select」

■

「separateby」
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■

「strong separateby」

ルールの解釈実行の範囲をアプリケーションボリュームのコンポーネント（プレックス、カラ
ム、ログなど）に限定できます。
p.160 の 「複合ルール」 を参照してください。
ストレージ選択ルール confineto、exclude、select に対して複数の引数を使う場合
は、演算子を使って組み合わせることができます。演算子を指定しなかった場合は、その
ルールのデフォルトの演算子が適用されます。
p.157 の 「ストレージ選択ルールの演算子」 を参照してください。
ストレージ選択ルール confineto、exclude、select では、比較演算子 =、!=、<、<=、
>、>= を使えます。ただし、<、<=、>、>= の各演算子に対するオペランド引数は、64 ビッ
ト以下で表すことができる、符号付き整数または符号なし整数にする必要があります。オ
ペランドを文字列や実数、または 64 ビットを超える整数にすると、比較結果が正しくなら
ないことがあります。

affinity
affinity ルールは、VxVM オブジェクト間の類似性を表します。このルールは、オブ

ジェクトの属性値を可能な限り共通化する場合に使います。
affinity ルールには、ルールの演算子は適用されません。
affinity ルールの適用例を次に示します。可能な限り少数のエンクロージャからスト

レージを割り当てる場合は、次のように指定します。
desired affinity "Enclosure"

confineto
confineto ルールを使うと、ボリュームやミラーなどの VxVM オブジェクトの設定に使う

LUN を一部に制限することができます。制限の適用対象となる VxVM オブジェクトは、
ルールの範囲によって決まります。confineto ルールを最上位で使う場合、通常はボ
リュームが適用対象になります。
複合ルールを使って、ミラー、カラムまたはログに使う LUN を一部に制限できます。
p.160 の 「複合ルール」 を参照してください。
confineto を含む式では、allof、anyof、eachof、noneof、oneof の各演算子を使っ

て複数の引数を組み合わせることができます。特に指定しない限り、eachof 演算子が適
用されます。
p.157 の 「ストレージ選択ルールの演算子」 を参照してください。
confineto ルールの式の引数は、通常、値の有無に関係なく指定できる 1 つ以上の

LUN 属性から構成されます。自動検出された LUN 属性またはユーザー定義の LUN 属
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性のいずれも指定できます。引用符で囲まれていない値は、VxVM オブジェクトの作成
時に値が指定される変数の名前と解釈されます。
confineto ルールの適用例を次に示します。
■

ユーザー定義属性の Room の値が一致するストレージを使う場合は、次のように指定
します。
confineto "Room"

■

特に指定しない限り、confineto ルールには eachof 演算子が適用されます。
次の 2 つのルールは、ストレージの割り当て元を EMC 製の LUN または Room 属性
の値が等しい LUN のいずれかに限定するものであり、どちらも同じ意味になります。
confineto "Room", "VendorName"="EMC"
confineto eachof("Room", "VendorName"="EMC")

■ Room 属性の値が Room1 に設定されている EMC 製の LUN のみを使う場合は、次の

ように指定します。
confineto eachof("VendorName"="EMC", "Room"="Room1")
■ VendorName

属性が変数 VENDOR_NAME の値に設定され、かつ、Room 属性が変数

ROOM_NAME の値に設定されているストレージのみを使う場合は、次のように指定しま

す。
confineto eachof("VendorName"=VENDOR_NAME, "Room"=ROOM_NAME)
VENDOR_NAME および ROOM_NAME は、ケイパビリティで定義される変数です。これら

の値は、VxVM オブジェクトの作成時にケイパビリティの値を入力すると決定されま
す。
および EMC2 の一方または両方のエンクロージャの LUN を 1 つ以上使ってボ
リュームを作成することとし、それ以外の LUN を使わない場合は、次のように指定し
ます。

■ EMC1

confineto anyof("Enclosure"="EMC1", "Enclosure"="EMC2")
anyof 演算子を使った場合、使うストレージはオペランドの指定順序に従って選択さ

れます。この例では、ISP はまずエンクロージャ EMC1 から LUN を選択しようとし、こ
れが不可能な場合はエンクロージャ EMC2 から LUN を選択します。これも不可能な
場合、ISP は EMC1 と EMC2 の両方から LUN を選択します。
■

使う LUN の製造元を EMC または日立のどちらか一方に限定する場合は、次のよう
に指定します。
confineto oneof("VendorName"="EMC", "VendorName"="Hitachi")
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oneof 演算子を使った場合、使うストレージはオペランドの指定順序に従って選択さ

れます。この例では、ISP はまず EMC 製の LUN を選択しようとし、これが不可能な
場合は日立製の LUN を選択します。
■ Room1 からは日立製以外の LUN を選択し、Room2 からは EMC 製以外の LUN を選

択する場合は、次のように指定します。
ストレージの割り当て元を Room1 または Room2 に制限します。
confineto
oneof(eachof("Room"="Room1",noneof("VendorName"="Hitachi")), ¥
eachof("Room"="Room2",noneof("VendorName"="EMC")))

この例では、ISP はまず Room1 の LUN を選択しようとし、これが不可能な場合は
Room2 の LUN を選択します。
に配置されている LUN または EMC 製の LUN を使わない場合は、次のよう
に指定します。

■ Room1

confineto noneof("VendorName"="EMC", "Room"="Room1")
noneof 演算子は、オペランドの論理和に対して機能します。
■ Room1

と Room2 の LUN からストレージを割り当てる場合は、次のように指定します。

confineto allof("Room"="Room1", "Room"="Room2")

演算子の指定を省略した場合は、eachof 演算子が指定されたものと見なされます。
■

ストレージを割り当てる際に EMC 製の LUN と他のベンダー製の LUN が混在しない
ようにする場合は、次のように指定します。
confineto oneof("VendorName"="EMC", noneof("VendorName"="EMC"))

■

Columns 属性値が 1 より大きく、かつ Parity 属性値が 0 の LUN からのみストレー
ジを割り当てる場合は、次のように指定します。
confineto eachof("Columns">"1", "Parity"="0"))

exclude
exclude ルールを使うと、一連の LUN を VxVM オブジェクトへの割り当ての対象から除

外することができます。
exclude を含む式の場合、複数の引数の組み合わせに使える演算子は allof または
eachof のみです。特に指定しない限り、allof 演算子が適用されます。

p.157 の 「ストレージ選択ルールの演算子」 を参照してください。
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exclude ルールの適用例を次に示します。
■

次の 2 つのルールは、EMC 製のディスクと日立製のディスクからストレージを割り当
てないように指定するものであり、どちらも同じ意味になります。
exclude "VendorName"="EMC", "VendorName"="Hitachi"
exclude allof("VendorName"="EMC", "VendorName"="Hitachi")

■ Room1 に配置されている EMC 製の LUN を使わない場合は、次のように指定します。

exclude eachof("VendorName"="EMC", "Room"="Room1")

属性が変数 VENDOR_NAME の値に設定されているディスクを使わない
場合は、次のように指定します。

■ VendorName

exclude "VendorName"=VENDOR_NAME

ここで VENDOR_NAME は、ケイパビリティで定義される変数を示しています。この値は、
VxVM オブジェクトの作成時に決まります。
■

エンクロージャ Enclr1 に格納されている特定の LUN を除外する場合は、次のように
指定します。
exclude allof("DeviceName"="Enclr1_1", "DeviceName"="Enclr1_2")

multipath
multipath ルールを使うと、一定数の指定コンポーネントの障害に対する VxVM オブ

ジェクトの耐障害性を指定することができます。このルールでは、VxVM オブジェクトが各
コンポーネントを介して使えるパスの数を定義します。
multipath ルールには、ルールの演算子は適用されません。

multipath ルールの適用例を次に示します。
■

1 台のコントローラに障害が発生しても可用性が維持されるようにする場合は、次のよ
うに指定します。
multipath 2 "Controller"

■

1 台のコントローラと 1 台のスイッチに障害が発生しても可用性が維持されるようにす
る場合は、次のように指定します。
multipath 2 "Controller", 2 "Switch"
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select
select ルールを使うと、VxVM オブジェクトの作成にどのストレージを使うかを指定できま
す。句の外で使った場合、このルールはボリューム全体に適用されます。
select を含む式では、allof、anyof、eachof、noneof、oneof の各演算子を使って複

数の引数を組み合わせることができます。特に指定しない限り、anyof 演算子が適用さ
れます。
p.157 の 「ストレージ選択ルールの演算子」 を参照してください。
select ルールの適用例を次に示します。
■

次の 2 つのルールは、最初に Room1 から LUN を割り当て、割り当てられなかった場
合は Room2 から割り当て、次に両方から割り当てるように指定するものであり、どちら
も同じ意味になります。
select "Room"="Room1", "Room"="Room2"
select anyof("Room"="Room1", "Room"="Room2")
anyof 演算子を使った場合、使うストレージはオペランドの指定順序に従って選択さ

れます。
■ Room1 に配置されている EMC 製の LUN のみを使う場合は、次のように指定します。

select eachof("VendorName"="EMC", "Room"="Room1")

この例では、allof 演算子ではなく eachof 演算子を使っています。eachof 演算子
はオペランドの論理積を表し、allof 演算子はオペランドの論理和を表します。
■

1 つのエンクロージャに格納されている複数の LUN を指定して使う場合は、次のよう
に指定します。
select "DeviceName"="Enclr1_1","DeviceName"="Enclr1_2"

separateby
separateby ルールを使うと、VxVM オブジェクトの分散方法を記述することができます。

このルールは通常、障害ドメインを定義し、単一点障害（SPOF: Single Point Of Failure）
を防止することによって信頼性を向上させるために使います。たとえば、separateby ルー
ルを使って、1 つのボリュームの複数のミラーで同じコントローラを使わないように指定す
ると、1 台のコントローラに障害が発生してもボリュームの可用性を維持することができま
す。
separateby ルールには、ルールの演算子は適用されません。

separateby ルールの適用例を次に示します。
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■

VxVM オブジェクトを別個のエンクロージャに割り当てる場合は、次のように指定しま
す。
separateby "Enclosure"

■

1 台のコントローラに障害が発生しても各 VxVM オブジェクトの可用性が維持される
ようにオブジェクトを割り当て、かつ各オブジェクトに製造元の異なる LUN が使われ
るようにする場合は、次のように指定します。
separateby "VendorName", "Controller"

strong separateby
strong separateby ルールは separateby ルールの制限をさらに厳しくしたもので、

このルールでは、VxVM オブジェクトに割り当てられているストレージの属性を一切共有
できません。
strong separateby ルールには、ルールの演算子は適用されません。
strong separateby ルールの適用例を次に示します。各 VxVM オブジェクトがそれぞ

れ完全に独立したスピンドル上に設定されるようにオブジェクトを割り当てるには、次のよ
うに指定します。
strong separateby "Spindles"

ストレージ選択ルールの演算子
表 8-1 に、ストレージ選択ルール confineto、exclude、select の組み合わせに使え
る演算子の一覧を示します。
表 8-1

ストレージ選択ルールを組み合わせるための演算子

演算子

説明

allof

すべてのオペランドに該当する使用可能なストレージを選択します。

anyof

いずれかのオペランドに該当する使用可能なストレージを、オペランドの指
定順序に従って選択します。最初に一致したストレージが選択されます。

eachof

各オペランドに該当する使用可能なストレージを選択します。

noneof

いずれかのオペランドに該当するストレージを選択対象外とします。

oneof

いずれかのオペランドのみに該当する使用可能なストレージを選択します。
最初に一致したストレージが選択されます。
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前述のオペランドの適用範囲について詳しくは個々の選択ルールの説明を参照してくだ
さい。
p.152 の 「confineto」 を参照してください。
p.154 の 「exclude」 を参照してください。
p.156 の 「select」 を参照してください。

ストレージレイアウトルール
次の項では、ストレージレイアウトルールについて説明します。
■

「apply」

■

「parity」

■

「striped」

ルールの解釈実行の範囲をアプリケーションボリュームのコンポーネント（プレックス、カラ
ム、ログなど）に限定できます。
p.160 の 「複合ルール」 を参照してください。

apply
apply ルールは、現在のテンプレートに定義されているルールに加えて、指定した 1 つ
以上のテンプレートからルールを適用する場合に使います。指定したテンプレートのルー
ル部分にも apply ルールが使われていた場合、このルールは再帰的に作用します。参
照先のテンプレートのケイパビリティは使われません。
apply を含む式では、eachof 演算子または oneof 演算子を指定できます。このキー
ワードのデフォルトの演算子は eachof です。
apply ルールの適用例を次に示します。
■

テンプレート PrefabricatedDataMirroring 内の複合ルールにテンプレート
ArrayProductId のルールのみを適用し、そのテンプレートのケイパビリティを適用
しない場合は、次のように指定します。
volume_template PrefabricatedDataMirroring {
provides PrefabricatedDataMirroring
rules {
apply ArrayProductId
confineto eachof ( "Redundancy" =nmirs , "Parity" ="0" )
}
};
volume_template ArrayProductId {
provides ArrayProductId
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rules {
confineto "ProductId"
}
};
■

apply キーワードは通常、あるテンプレートのルールのみを取り込み、そのテンプレー
トに関連付けられているケイパビリティは取り込まない場合に使います。
ここに示すテンプレート MyReliableSnapshot の定義例では、Snapshot を 1 つの
ミラーに適用すると、このテンプレートに関連付けられている Snapshot ケイパビリティ
がボリューム全体に取り込まれますが、EMCStorage を 1 つのミラーに適用しても、ボ
リューム全体に EMCStorage ケイパビリティが取り込まれることはありません。
volume_template MyReliableSnapshot {
provides Snapshot, Reliable
rules {
separateby "Enclosure"
mirror 1 {
apply Snapshot, EMCStorage
confineto "Enclosure"
}
mirror 1 {
confineto "Enclosure"
}
}
};

parity
parity ルールを使うと、パリティベースの冗長性（RAID 5）をハードウェアまたはソフト

ウェアで実装するかどうかを定義できます。値は true または false のいずれかになりま
す。
parity ルールの適用例を次に示します。ソフトウェア RAID 5 を使って信頼性を確保す

るテンプレートを定義する場合は、次のように指定します。
volume_template Raid5Volume {
provides Raid5Capability, Raid5LogMirroring
rules {
parity true
stripe ncols - nmaxcols
log nlogs {
type raid5
}
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}
};

striped
striped ルールを使うと、ボリュームまたはミラーをストライプ化するかどうかを指定できま
す。
striped を true に設定した場合、ストライプ化はソフトウェアだけでなくハードウェアで

も実装できるため、カラム数は必ずしも 2 以上にする必要はありません。
striped ルールの適用例を次に示します。ミラーを使って信頼性を確保する一方でスト

ライプ化は許可しないテンプレートを定義する場合は、次のように指定します。
volume_template ReliableConcat {
provides Reliable, Concat
rules {
mirror NMIRS
striped false
}
};

複合ルール
ボリューム、ミラー、カラムまたはログにルールが適用されるかどうかは、そのルールの適
用範囲によって決まります。複合ルールは他の複数のルールで構成され、ルールの適用
範囲をボリューム全体の場合より狭めて指定する場合に使います。複合ルールは、1 つ
のボリュームの 1 つ以上のミラー、カラム、ログに適用できます。ボリュームの冗長性と分
離をどのように実装するかについても定義できます。
複合ルールに 3 段階以上の入れ子構造を指定することはできません。
次の項では、各種の複合ルールについて説明しています。
■

「log」

■

「mirror」

■

「mirror_group」

■

「stripe」

mirror
mirror ルールは、ボリュームの 1 つ以上のミラーに関する記述に使います。mirror

ルールの定義には、striped と parity 以外のすべての基本ルールと、一部の形式の
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stripe ルールを使えます。mirror ルール内に指定されているルールは、このルール

に基づいて作成されたミラーにのみ適用されます。
mirror ルールの適用例を次に示します。
■

ミラーの配置先を 1 つのエンクロージャに制限して、ミラーが複数のエンクロージャに
分散されないようにする場合は、次のように指定します。
mirror all {
confineto "Enclosure"
}

■ EMCSnapshot 機能を備えたボリュームのミラーを 2 つ設定する場合は、次のように指

定します。
mirror 2 {
apply EMCSnapshot
}

ルールを使って、4 つのエンクロージャに 1 つずつ強制的にミラーを作
成する場合は、次のように指定します。

■ confineto

mirror 1 {
confineto
}
mirror 1 {
confineto
}
mirror 1 {
confineto
}
mirror 1 {
confineto
}

"Enclosure"="enclr1"

"Enclosure"="enclr2"

"Enclosure"="enclr3"

"Enclosure"="enclr4"

mirror_group
mirror_group ルールは、ボリューム内の複数のミラーをまとめるのに使います。このルー

ルは、それぞれがいくつかの共通項を持つ複数のミラーグループが存在する場合か、ま
たはこのようなグループ間に separateby ルールを適用する必要がある場合に使いま
す。複数のミラーの結合は、ミラーグループ内に限り実行できます。
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mirror_group ルールの適用例を次に示します。2 つのミラーグループを設定し、A に

は 2 つのストライプ化ミラー、B には 2 つの連結ミラーを作成して、各グループ内のミラー
を別個のエンクロージャに配置する場合は、次のように指定します。
mirror_group A {
mirror 2 {
confineto "Enclosure"
}
stripe 4
}
mirror_group B {
mirror 2 {
confineto "Enclosure"
}
striped false
}
mirror_group A,B {
separateby "Enclosure"
}

stripe
stripe ルールは、ボリュームの 1 つ以上のカラムに関する記述に使います。stripe

ルールの定義には、すべての基本ルールと、一部の形式関連またはミラー関連のルー
ルを使えます。ISP では、複数の stripe ルールを結合して、1 つの stripe ルールを
形成します。
このルールは、個々の stripe ルールの論理和になります。
■

VxVM オブジェクトを 5 つのカラムにわたってストライプ化する場合は、次のように指
定します。
stripe 5

■ confineto ルールを使って、各カラムを同じコントローラ ctlr1 に接続されている別

個のエンクロージャに作成するよう強制するには、次のように指定します。
stripe 6-2 {
confineto "Controller"="ctlr1"
separateby "Enclosure"
}

可能な限り 6 つのカラムが作成されます。これが不可能な場合、ISP は最小で 2 つ
まで数を減らしてカラムの作成を試みます。
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log
log ルールは、ボリュームのログに関する記述に使います。このルールの引数には、必

要なログミラーの数を指定します。複合ルールでは、ストレージ選択ルールや stripe ルー
ルを組み込み、ログタイプを定義することができます。
定義できるログタイプは次のとおりです。
dco

DRL および FastResync の両方に使えるバージョン 20 のデータ変更オブ
ジェクト（DCO）

raid5

RAID 5 ログ

log ルールの適用例を次に示します。
■

4 つのカラムにわたるストライプ化 RAID 5 ログ、および DCO ログを、それぞれ 1 つ
の（可能な限り別個の）エンクロージャ内の LUN のみを使って作成する場合は、次の
ように指定します。
parity true
log 1{
type raid5
confineto "Enclosure"
stripe 4
}
log 1{
type dco
confineto "Enclosure"
}

■

各プレックスを別のコントローラ上に設定した新形式のミラー化 DCO ログを作成する
場合は、次のように指定します。
mirror 2
log 2{
type dco
separateby "Controller"
}

属性エイリアス
属性でサポートされているエイリアスを表 8-2 に示します。
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表 8-2

属性のエイリアス

属性

エイリアス

説明

Controller

c、controller、cntrl、ctlr、ctrl

コントローラの名前。例:
"Controller"="c1"

DA

d、da、daname、devicename

ディスクアクセス名。例:
"DA"="sdd"

DM

disk、dm

ディスクメディア名。例:
"DM"="mydg01"

Enclosure

enclosure、enclr

エンクロージャ名。例:
"Enclosure"="enc0"

ProductId

pid、productid

アレイのプロダクト ID。例:
"ProductId"="GR710"

RPM

diskrpm、rpm

1 分間あたりの回転数で表したディス
ク回転速度。例: "RPM"="7200"

VendorName

vendor、vendorname

アレイのベンダー ID。例:
"VendorName"="FUJITSU"

コマンドラインでの簡略化したルール構文
vxassist と vxvoladm コマンドを使う場合、利便性を高めるために、ルールはコマンド

ライン上で次のような簡略形式で指定できます。
rule_name=attribute_name[=value][,...]

ルール式の例
confineto eachof("VendorName"="EMC","Room"="Room1","Building")

簡略化したルール式
confineto=VendorName=EMC,Room=Room1,Building

ルール式の例
select anyof("Room"="Room1","Room"="Room2","Building")

簡略化したルール式
select=Room=Room1,Room=Room2,Building

ルール式の例
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exclude allof("VendorName"="EMC","VendorName"="Hitachi")

簡略化したルール式
exclude=VendorName=EMC,VendorName=Hitachi

ルール式の例
affinity "Enclosure"

簡略化したルール式
affinity=Enclosure

ルール式の例
separateby "Controller"

簡略化したルール式
separateby=Controller

ルール式の例
strong separateby "Spindles"

簡略化したルール式
strong separateby=Spindles

簡略形式のルール構文を使うと、デフォルトのストレージ選択ルールが適用され、置き換
えることはできません。
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A
ISP 言語の定義
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ISP 言語について

■

構文の表記規則

■

予約されているキーワード

■

ケイパビリティオブジェクト

■

ボリュームテンプレートオブジェクト

■

ユーザーテンプレート

■

ストレージプールオブジェクト

■

テンプレートセットオブジェクト

■

ストレージプールセットオブジェクト

■

ボリュームグループオブジェクト

ISP 言語について
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）の記述言語では、次のオブジェクトを
定義できます。
■

「ケイパビリティオブジェクト」

■

「ボリュームテンプレートオブジェクト」

■

「ユーザーテンプレート」

■

「ストレージプールオブジェクト」

■

「テンプレートセットオブジェクト」
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■

「ストレージプールセットオブジェクト」

■

「ボリュームグループオブジェクト」

言語の構文に関して次の点に注意してください。
■

ケイパビリティ、テンプレート、ユーザーテンプレート、ストレージプール、ケイパビリティ
などのオブジェクトは、それぞれ独自の名前空間があります。このため、ケイパビリティ
とテンプレートには同じ名前を使えます。ただし、複数のケイパビリティに同じ名前を
付けることはできません。

■

すべてのキーワードで大文字と小文字が区別されます。

■

基本データ型は次のとおりです。
boolean

有効な値は true または false

guid_string

GUI 要素に対応している文字列識別子

int

符号付き短整数

long

符号付き長整数

quoted_string

二重引用符で囲まれた文字列

string

文字列

uint32

32符号なし 32 ビット整数

構文の表記規則
構文の説明に使う表記規則を表 A-1 にまとめます。
表 A-1

構文の説明

記号

用途

例

[]

オプションの構文構成要素を示しま
す。

[ extends capability_list ]

|

同時に指定できない複数の構文構
成要素を区切る記号です。

dco | drl | raid5 | srl

他の表記規則を表 A-2 にまとめます。
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表 A-2

表記規則

書体

用途

例

等幅フォント

キーワードを示します。

capability

（太字）

等幅フォント
（斜体）

識別子などの書き換えられない項目 c_name:string
と、その型を示します。
uint32
型のみが指定されている場合は、そ
の型の値を入力します。

等幅フォント

書き換え可能な項目を示します。

capability_list

予約されているキーワード
以下のキーワードは予約済みで、ケイパビリティ、テンプレートなどのオブジェクトの名前
の識別子としては使えません。
all

defaultvalue

int

selfsufficient

allof

description

log

separateby

affinity

descriptionid

mirror

server_plugin_id

aggregatable

desired

mirror_group

storage_pool

aggregate

display_name

multipath

storage_pool_set

anyof

display_name_id

none

string

application_template dg

noneof

template

application_templates domain

oneof

templates

apply

dontcare

parity

template_set

autogrow

eachof

pool

true

capabilities

exclude

pools

type

capability

extends

provides

user_template

clone

false

raid5

user_templates

column

feature

range

var

confineto

features

required

volume_template

169

170

付録 A ISP 言語の定義
ケイパビリティオブジェクト

const

group

requires

volume_templates

data

host

rules

widget_plugin_id

dcm

hosts

select

dco

implements

stripe

drl

inherits

strong

ケイパビリティオブジェクト
ケイパビリティオブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
capability c_name:string [ {
[ extends string_list ]
[ description quoted_string ]
[ descriptionid msgcat_id:quoted_string, msg_id:int ]
[ display_name quoted_string ]
[ display_name_id msgcat_id:quoted_string, msg_id:int ]
[ variable_list ]
} ] ;

p.151 の 「ルール」 を参照してください。

string_list
string_list オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
string | string_list, string

variable_list
variable_list オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
variable | variable_list variable

variable
variable オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
var var_name:string : int | string [ {
[ defaultvalue value:int | quoted_string ]
[ description quoted_string ]
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[ descriptionid msgcat_id:quoted_string, msg_id:int ]
} ]

ボリュームテンプレートオブジェクト
ボリュームテンプレートオブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
volume_template vt_name:string{
[
[
[
[
[
[

provides string_list ]
requires string_list ]
inherits string_list ]
extends string_list ]
description quoted_string ]
descriptionid msgcat_id:quoted_string, msg_id:int ]
[ rules [ {
template_rules
} ] ]
} ;

「ボリュームテンプレート」を参照してください。

template_rules
template_rules オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ] |
desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ] |
desired [ pref_order ] ] select select_expr ] |
desired [ pref_order ] ] separateby string_list ] |
desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ] |
desired [ pref_order ] ] affinity string_list ] |
desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ] |
desired [ pref_order ] ] striped boolean ] |
desired [ pref_order ] ] parity boolean ] |
desired [ pref_order ] ] apply string_list ] |
desired [ pref_order ] ] mirror int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
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}
} ]
[ [

}
} ]
[ [

[ [ desired [ pref_order ] ] striped boolean ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
] ]
] |
desired [ pref_order ] ] mirror [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] striped boolean ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
] ]
] |
desired [ pref_order ] ] mirror all [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] striped boolean ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
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[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
} ] ]
} ] ] |
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] mirror int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
} ] ]
[ [ desired [ pref_order ] ] mirror [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
} ] ]
} ] ] |
[ [ desired [ pref_order ] ] mirror_group mg_name:string [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] mirror int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
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[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] striped boolean ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
} ] ]
} ] ]
[ [ desired [ pref_order ] ] mirror [ {

}
[

}
[

[ provides string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] striped boolean ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
} ] ]
} ] ]
] ] |
[ desired [ pref_order ] ] stripe all [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
] ] |
[ desired [ pref_order ] ] log int [ {
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[ type dcm |dco | drl | raid5 ]
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] striped boolean ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
} ] ]
} ] ] |
[ [ desired [ pref_order ] ] log all {
type dcm |dco | drl | raid5
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] striped boolean ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe from:int - to:int [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
} ] ]
[ [ desired [ pref_order ] ] stripe all [ {
[ [ desired [ pref_order ] ] confineto confineto_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] exclude exclude_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] select select_expr ]
[ [ desired [ pref_order ] ] separateby string_list ]
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[ [ desired [ pref_order ] ] strong separateby string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] affinity string_list ]
[ [ desired [ pref_order ] ] multipath multipath_expr ]
} ] ]
} ] ]

confineto_expr
confineto_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
name:string |
name:string operator value:string |
name:quoted_string |
name:quoted_string operator value:quoted_string |
eachof(confineto_expr) |
anyof(confineto_expr) |
allof(confineto_expr) |
oneof(confineto_expr) |
noneof(confineto_expr) |
confineto_expr, confineto_expr

exclude_expr
exclude_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
name:string operator value:string |
name:quoted_string operator value:quoted_string |
allof(exclude_expr) |
exclude_expr, exclude_expr

multipath_expr
multipath_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
from:int [ - to:int ] name:string |
from:int [ - to:int ] name:quoted_string |
multipath_expr, multipath_expr

select_expr
select_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
confineto_expr
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operator
operator オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
<= | < | = | > | >= | !=

pref_order
pref_order オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。

int

ユーザーテンプレート
ユーザーテンプレートオブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
user_template ut_name:string [ {
[
[
[
[

description quoted_string ]
descriptionid descriptionid ]
capability capabilities_expr ]
rules [ {
[ rules ]
} ] ]
} ] ;

p.138 の 「ユーザーテンプレートの形式」 を参照してください。

capabilities_expr
capabilities_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
c_name:string [ {
parameter_list
} ]
| capabilities_expr, capabilities_expr

parameter_list
parameter_list オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
[ const ] attribute:string = value_expr
| parameter_list, parameter_list
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value_expr
value_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
string | int

ストレージプールオブジェクト
ストレージプールオブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
storage_pool sp_name:string [ {
[ volume_templates vt_name_list ]
[ description quoted_string ]
[ descriptionid descriptionid ]
[ autogrow boolean ]
[ selfsufficient boolean ]
} ] ;

テンプレートセットオブジェクト
テンプレートセットオブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
template_set sp_name:string [ {
[ volume_templates vt_name_list ]
[ description quoted_string ]
[ descriptionid descriptionid ]
} ] ;

ストレージプールセットオブジェクト
ストレージプールセットオブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
storage_pool_set sp_name:string [ {
[ storage_pools st_pool_list ]
[ description quoted_string ]
[ descriptionid descriptionid ]
} ] ;

st_pool_list
st_pool_list オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
sp_name:string | st_pool_list, st_pool_list
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ボリュームグループオブジェクト
ボリュームグループオブジェクトを定義するための構文については、以下のセクションを
参照してください。

vg_rules
vg_rules オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
[ vg_rule ] | vg_rules vg_rule

vg_rule
vg_rule オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[

desired
desired
desired
desired
desired
desired
desired

[pref_order]]
[pref_order]]
[pref_order]]
[pref_order]]
[pref_order]]
[pref_order]]
[pref_order]]

confineto confineto_expr] |
exclude exclude_expr] |
select select_expr] |
separateby string_list] |
strong separateby string_list] |
affinity string_list] |
multipath multipath_expr]

confineto_expr
confineto_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
quoted_string |
name:quoted_string operator value:quoted_string |
eachof(confineto_expr) |
anyof(confineto_expr) |
oneof(confineto_expr) |
noneof(confineto_expr) |
allof(confineto_expr) |
confineto_expr , confineto_expr

exclude_expr
exclude_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
name:quoted_string operator value:quoted_string |
allof(exclude_expr) |
eachof(exclude_expr) |
exclude_expr, exclude_expr
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select_expr
select_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
quoted_string |
name:quoted_string operator value:quoted_string |
eachof(select_expr) |
allof(select_expr) |
noneof(select_expr) |
anyof(select_expr) |
oneof(select_expr) |
select_expr, select_expr

multipath_expr
multipath_expr オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
from:int [ - to: int ] name:quoted_string |
from:int [ - to: int ] name:string |
multipath_expr, multipath_expr

operator
operator オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
<= | < | = | > | >= | !=

pref_order
pref_order オブジェクトを定義するための構文は、以下のとおりです。
1 <= pref_order <= maxint

B
ISP の割り当て動作の変更
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ISP の割り当て動作について

ISP の割り当て動作について
ストレージ割り当て時の ISP（Intelligent Storage Provisioning）の動作は、
allocation_priority_order 属性の値を設定して制御することができます。たとえば、
この属性は、ボリュームを作成するのに十分なストレージがない場合に、指定したルール
の削除よりもストレージプールの拡張を優先するかどうかを決定します。デフォルト動作
は、/etc/default/allocator ファイルの属性の定義を編集するか、vxassist または
vxvoladm コマンドの 1 回の呼び出しの場合には、コマンドライン引数として -o
allocation_priority=value オプションを指定することによって変更できます。
value 引数に指定できる 1 から 12 までの整数値を表 B-1 にまとめます。

表 B-1

優先順位の値

値

優先順位

1

S<T<A<D

2

S<T<D<A

3

S<A<T<D

4

S<D<T<A

5

S<A<D<T

6

S<D<A<T

7

A < S < T < D（デフォルト動作）
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値

優先順位

8

D<S<T<A

9

A<S<D<T

10

D<S<A<T

11

A<D<S<T

12

D<A<S<T

優先順位の記号の意味を表 B-2 にまとめます。
表 B-2

優先順位の記号

記号

説明

A

自動拡張（Autogrow）: AutoGrow 設定の値で許可されている場合には、
ストレージプールを拡張して使用可能なストレージを増やすことができます。

D

指定したルール（Desired Rules）: 十分なストレージがない場合は、ルール
を削除できます。

S

自律的（Self-Sufficient）: SelfSufficent 設定の値で許可されている
場合、十分なストレージがないときは、テンプレートをストレージプールに追
加できます。

T

テンプレートの組み合わせ（Template Combination）: 十分なストレージが
ない場合は、異なるテンプレートの組み合わせを使えます。

<

ストレージ割り当てを試みるときにアクションを選択する場合の優先順位を示
します。「X < Y」は、X よりも Y が優先的に選択されることを示します。一覧
の右端の項目が、左側の項目より先に選択されます。

たとえば、ISP のデフォルト動作（設定 allocation_policy_order=7 と同じ）の A < S
< T < D は、次のことを意味しています。
T<D

まず、異なるテンプレートの組み合わせを使うよりも、指定したルールを削除
することを優先します。

S<T

次に、ストレージプールにテンプレートを追加するよりも、異なるテンプレー
トの組み合わせを使うことを優先します。

A<S

最後に、ストレージプールを拡張するよりも、ストレージプールにテンプレー
トを追加することを優先します。

一連のケイパビリティが、作成中にボリュームに対して指定された場合、ISP は、同じ一連
のケイパビリティを提供するテンプレートセットが複数あることを検出することがあります。
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これらのセットは、テンプレートの組み合わせと呼ばれます。使用可能なテンプレートの
組み合わせの中には、ボリューム用に要求されたケイパビリティに、追加のケイパビリティ
（無関係なケイパビリティ）を提供するものがあります。異なるテンプレートの組み合わせ
を選択しないように指定することによって、無関係なケイパビリティを暗黙的に指定するの
を防ぐことができます。これらのケイパビリティが必要な場合は、明示的にそれらを要求す
ることになります。
ストレージプールに関連付けられているテンプレートは、そのプールで作成できるボリュー
ムの特性を定義します。ストレージプールの selfsufficient ポリシーによって、ISP が
プール定義を自動的に再定義できるかどうか、またできる場合には、どの程度できるかを
制御できます。
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C
ISP の設定エレメント
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ISP の設定エレメントについて

■

テンプレートセット

■

ボリュームテンプレート

■

ケイパビリティ

■

ストレージプール

■

ストレージプールセット

ISP の設定エレメントについて
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）では、あらかじめ定義されている次の
タイプのエレメントを使用できます。
■

「テンプレートセット」

■

「ボリュームテンプレート」

■

「ケイパビリティ」

■

「ストレージプール」

■

「ストレージプールセット」

これらのエレメントは、/etc/vx/alloc ディレクトリの configuration_database.txt
ファイルに定義されています。このファイルを変更する場合は、変更した箇所をもとに戻
すことができるように事前にバックアップコピーを作成してください。
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テンプレートセット
Veritas ISP では、以下のテンプレートセットを使用できます。

ConfineVolume
ボリュームの範囲を指定したストレージに限定します。
実現するケイパビリティ: ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage
使うテンプレート: ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage

DataMirroring
ボリュームのデータコピーを複数作成します。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirroring、DCOLogMirroring、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents
使うテンプレート: ArrayProductId、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirroring、DCOLogMirroring、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents

DataMirroringPrefabricatedRaid5
アレイにより構成された RAID 5 ディスク上にボリュームのデータコピーを複数作成しま
す。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirroring、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、PrefabricatedRaid5
使うテンプレート: ArrayProductId、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirroring、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、PrefabricatedRaid5

DataMirroringPrefabricatedStriping
アレイにより構成されたストライプディスク上にボリュームのデータコピーを複数作成しま
す。
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実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirroring、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、PrefabricatedStriping
使うテンプレート: ArrayProductId、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirroring、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、PrefabricatedStriping

DataMirrorStripe
ボリュームに対する I/O をミラー内の複数のカラムに分散します。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirrorStripe、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents
使うテンプレート: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataMirrorStripe、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents

DataStripeMirror
ボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散し、各カラムのデータコピーを複数作成し
ます。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataStripeMirror、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents
使うテンプレート: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、ConfineLogsToSimilarStorage、
ConfineMirrorsToSimilarStorage、DataStripeMirror、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents
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InstantSnapshottable
ダーティリージョンログ（DRL）およびインスタントスナップショットに対応したボリュームを
作成します。
実現するケイパビリティ: ConfineLogsToSimilarStorage、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents
使うテンプレート: ConfineLogsToSimilarStorage、DCOLogMirroring、
DCOLogStriping、InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents

MultipathingThroughMirroring
一定数のパスに障害が発生してもボリュームにアクセスできるようにします。ボリュームに
対する I/O は、すべてのパスに分散可能です。
実現するケイパビリティ: DataMirroring、Multipathing
使うテンプレート: MultipathingThroughMirroring

MultipathingThroughMultiplePaths
指定数のパスに障害が発生してもボリュームにアクセスできるようにします。ボリュームに
対する I/O は、すべてのパスに分散可能です。
実現するケイパビリティ: MultipathingThroughMultiplePaths
使うテンプレート: MultipathingThroughMultiplePaths

PrefabricatedDataMirroring
アレイにより設定されたディスク内で組み込まれているデータミラーを使ってボリュームを
作成します。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、PrefabricatedDataMirroring
使うテンプレート: ArrayProductId、PrefabricatedDataMirroring

PrefabricatedRaid5
アレイにより構成された RAID 5 ディスクを使ってボリュームを作成します。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、PrefabricatedRaid5
使うテンプレート: ArrayProductId、PrefabricatedRaid5

PrefabricatedStriping
アレイにより構成されたストライプディスクを使ってボリュームを作成します。
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実現するケイパビリティ: ArrayProductId、PrefabricatedStriping
使うテンプレート: ArrayProductId、PrefabricatedStriping

Raid5Templates
パリティを使ってボリュームの冗長データを保持します。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、ConfineLogsToSimilarStorage、
LogsOnSeparateComponents、Raid5Capability、Raid5LogMirroring、
Raid5LogStriping
使うテンプレート: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、ConfineLogsToSimilarStorage、
LogsOnSeparateComponents、Raid5LogStriping、Raid5Volume

Striping
ボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散します。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、Striping
使うテンプレート: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、Striping

StripingPrefabricatedDataMirroring
ボリュームに対する I/O を、アレイにより設定されたデータミラーディスク上の複数のカラ
ムに分散します。
実現するケイパビリティ: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、PrefabricatedDataMirroring、Striping
使うテンプレート: ArrayProductId、ColumnsOnSeparateComponents、
ConfineColumnsToSimilarStorage、PrefabricatedDataMirroring、Striping

ボリュームテンプレート
Veritas ISP では、以下のテンプレートを使用できます。

ArrayProductId
実現するケイパビリティ: ArrayProductId
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ColumnsOnSeparateComponents
実現するケイパビリティ: ColumnsOnSeparateComponents

ConcatVolumes
実現するケイパビリティ: ConcatVolumes

ConfineColumnsToSimilarStorage
実現するケイパビリティ: ConfineColumnsToSimilarStorage

ConfineLogsToSimilarStorage
実現するケイパビリティ: ConfineLogsToSimilarStorage

ConfineMirrorsToSimilarStorage
実現するケイパビリティ: ConfineMirrorsToSimilarStorage

ConfineToSimilarStorage
実現するケイパビリティ: ConfineToSimilarStorage

ConfineToSpecificStorage
実現するケイパビリティ: ConfineToSpecificStorage

DataMirroring
実現するケイパビリティ: DataMirroring
変数:
nmirs

ミラー数。

DataMirrorStripe
実現するケイパビリティ: DataMirrorStripe
変数:
ncols

カラム数の最小値。
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nmaxcols

カラム数の最大値。

nmirs

ミラー数。

DataStripeMirror
実現するケイパビリティ: DataStripeMirror
変数:
ncols

カラム数の最小値。

nmaxcols

カラム数の最大値。

nmirs

ミラー数。

DCOLogMirroring
実現するケイパビリティ: DCOLogMirroring

DCOLogStriping
実現するケイパビリティ: DCOLogStriping

ExcludeSpecificStorage
実現するケイパビリティ: ExcludeSpecificStorage

InstantSnapshottable
実現するケイパビリティ: InstantSnapshottable

LogsOnSeparateComponents
実現するケイパビリティ: LogsOnSeparateComponents

MirrorsOnSeparateComponents
実現するケイパビリティ: MirrorsOnSeparateComponents

MultipathingThroughMirroring
実現するケイパビリティ: DataMirroring、Multipathing
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変数:
nmirs

ミラー数。

MultipathingThroughMultiplePaths
実現するケイパビリティ: MultipathingThroughMultiplePaths

PrefabricatedDataMirroring
実現するケイパビリティ: PrefabricatedDataMirroring

PrefabricatedRaid5
実現するケイパビリティ: PrefabricatedRaid5

PrefabricatedStriping
実現するケイパビリティ: PrefabricatedStriping

Raid5LogStriping
実現するケイパビリティ: Raid5LogStriping

Raid5Volume
実現するケイパビリティ: Raid5Capability、Raid5LogMirroring
変数:
ncols

カラム数の最小値。

nlogs

ログ数。

nmaxcols

カラム数の最大値。

Striping
実現するケイパビリティ: Striping
変数:
ncols

カラム数の最小値。

付録 C ISP の設定エレメント
ケイパビリティ

nmaxcols

カラム数の最大値。

ケイパビリティ
Veritas ISP では、以下のケイパビリティを使用できます。

ArrayProductId
同一タイプ（productid）のストレージを使ってボリュームを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ArrayProductId

ColumnsOnSeparateComponents
ボリュームのカラムを、指定したコンポーネントレベル（"Controller" や "Enclosure"
など）で分けて配置するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ColumnsOnSeparateComponents
変数:
component

コンポーネント名（デフォルトは "Controller"）

ConcatVolumes
連結ボリュームを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ConcatVolumes

ConfineColumnsToSimilarStorage
各カラムに使うストレージを、指定した属性の値が共通するストレージに限定するケイパ
ビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ConfineColumnsToSimilarStorage
変数:
name

ストレージ属性名（デフォルトは "Enclosure"）

ConfineLogsToSimilarStorage
各ログに使うストレージを、指定した属性の値が共通するストレージに限定するケイパビリ
ティ。
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このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ConfineLogsToSimilarStorage
変数:
name

ストレージ属性名（デフォルトは "Enclosure"）

ConfineMirrorsToSimilarStorage
各ミラーに使うストレージを、指定した属性の値が共通するストレージに限定するケイパビ
リティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ConfineMirrorsToSimilarStorage
変数:
name

ストレージ属性名（デフォルトは "Enclosure"）

ConfineToSimilarStorage
ボリュームに使うストレージを、指定した属性の値が共通するストレージに限定するケイパ
ビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ConfineToSimilarStorage
変数:
name

ストレージ属性名（デフォルトは VendorName）

ConfineToSpecificStorage
ボリュームに使うストレージを、指定した属性名の値が指定値と一致するストレージに限
定するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ConfineToSpecificStorage
変数:
name

ストレージ属性名（デフォルトなし）

value

ストレージ属性値（デフォルトなし）

DataMirroring
複数のデータコピーを保持するミラーボリュームを作成するケイパビリティ。このケイパビ
リティは、DataRedundancy ケイパビリティを拡張します。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: DataMirroring
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変数:
nmirs

ミラー数（デフォルトは 2）

DataMirrorStripe
I/O をミラー内の複数のカラムに分散したミラー化ストライプボリュームを作成するケイパ
ビリティ。このケイパビリティは、DataMirroring ケイパビリティと Striping ケイパビリティ
を拡張します。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: DataMirrorStripe
変数:
ncols

カラム数の最小値（デフォルトは 8）

nmaxcols

カラム数の最大値（デフォルトは 20）

nmirs

ミラー数（デフォルトは 2）

DataRedundancy
冗長データを保持するボリュームを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティを拡張するケイパビリティ: Raid5Capability
このケイパビリティを拡張するケイパビリティ: DataMirroring

DataStripeMirror
I/O を複数のカラムに分散して各カラムのデータコピーを複数作成したストライプ化ミラー
ボリュームを作成するケイパビリティ。このケイパビリティは、DataMirroring ケイパビリティ
と Striping ケイパビリティを拡張します。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: DataStripeMirror
変数:
ncols

カラム数の最小値（デフォルトは 8）

nmaxcols

カラム数の最大値（デフォルトは 20）

nmirs

ミラー数（デフォルトは 2）

DCOLogMirroring
DCO ボリュームに対して設定する DCO プレックス（コピー）の数を指定するケイパビリティ。
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このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: DCOLogMirroring
変数:
nlogs

DCO プレックス数（デフォルトは 1）

DCOLogStriping
ストライプ化 DCO ボリュームに対して設定するカラムの数を指定するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: DCOLogStriping
変数:
ndcocols

カラム数の最小値（デフォルトは 4）

nmaxdcocols

カラム数の最大値（デフォルトは 10）

ExcludeSpecificStorage
指定した属性名の値が指定値と一致するストレージを使わずにボリュームを作成するケ
イパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: ExcludeSpecificStorage
変数:
name

ストレージ属性名（デフォルトなし）

value

ストレージ属性値（デフォルトなし）

InstantSnapshottable
フルサイズインスタントスナップショットや領域最適化インスタントスナップショットに対応し
たボリュームを作成するケイパビリティ。このケイパビリティは、Snapshottable ケイパビリ
ティを拡張します。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: InstantSnapshottable

LogsOnSeparateComponents
ボリュームのログを、指定したコンポーネントレベル（"Controller" や "Enclosure" な
ど）で分けて配置するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: LogsOnSeparateComponents
変数:
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component

コンポーネント名（デフォルトは "Enclosure"）

MirrorsOnSeparateComponents
ボリュームのミラーを、指定したコンポーネントレベル（Controller" や "Enclosure" な
ど）で分けて配置するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: MirrorsOnSeparateComponents
変数:
component

コンポーネント名（デフォルトは "Enclosure"）

Multipathing
マルチパス化により、一定数のパスに障害が発生した場合でもボリュームの可用性を維
持するケイパビリティ。ボリュームに対する I/O は、すべてのパスに分散可能です。
このケイパビリティを拡張するケイパビリティ: MultipathingThroughMultiplePaths

MultipathingThroughMultiplePaths
マルチパス化により、指定数のパスに障害が発生した場合でもボリュームの可用性を維
持するケイパビリティ。ボリュームに対する I/O は、すべてのパスに分散可能です。このケ
イパビリティは、Multipathing ケイパビリティを拡張します。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート:
MultipathingThroughMultiplePaths
変数:
npaths

障害が許容されるパスの数（デフォルトは 2）

PrefabricatedDataMirroring
アレイにより設定されたディスク上のデータミラーを使ってボリュームを作成するケイパビ
リティ。このケイパビリティは、PrefabricatedDataRedundancy ケイパビリティを拡張しま
す。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: PrefabricatedDataMirroring
変数:
nmirs

アレイにより構成されたミラーの使用数（デフォル
トは 2）
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PrefabricatedDataRedundancy
アレイにより構成された冗長ディスクを使ってボリュームを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティを拡張するケイパビリティ: PrefabricatedDataMirroring、
PrefabricatedRaid5

PrefabricatedRaid5
アレイにより構成された RAID 5 ディスクを使ってボリュームを作成するケイパビリティ。こ
のケイパビリティは、PrefabricatedDataRedundancy ケイパビリティを拡張します。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: PrefabricatedRaid5

PrefabricatedStriping
アレイにより構成されたストライプディスクを使ってボリュームを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: PrefabricatedStriping

Raid5Capability
パリティを使ってデータ冗長性を実装した RAID 5 ボリュームを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティは、DataRedundancy ケイパビリティを拡張します。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: Raid5Volume
変数:
ncols

データカラム数の最小値（デフォルトは 8）

nmaxcols

データカラム数の最大値（デフォルトは 20）

追加の仮想カラムは、常にパリティ情報の格納用に割り当てられます。この仮想カラムは、
指定したデータカラムの数には含まれません。

Raid5LogMirroring
RAID 5 ボリュームに対して設定する RAID 5 ログコピーの数を指定するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: Raid5Volume
変数:
nlogs

RAID 5 ログコピー数（デフォルト値は 1）
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Raid5LogStriping
ストライプ化 RAID 5 ログに対して設定するカラムの数を指定するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: Raid5LogStriping
変数:
nraid5cols

カラム数の最小値（デフォルトは 4）

nmaxraid5cols

カラム数の最大値（デフォルトは 10）

Snapshottable
ボリュームのスナップショットを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティを拡張するケイパビリティ: InstantSnapshottable

Striping
I/O を複数のカラムに分散したストライプボリュームを作成するケイパビリティ。
このケイパビリティを実現するボリュームテンプレート: Striping
変数:
ncols

カラム数の最小値（デフォルトは 8）

nmaxcols

カラム数の最大値（デフォルトは 20）

ストレージプール
Veritas ISP では、以下のストレージプールタイプを使用できます。

any_volume_type
設定データベースの任意のテンプレートをボリュームの作成に使うことができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: なし
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mirror_stripe_volumes
ボリュームに対する I/O をミラー内の複数のカラムに分散することができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ColumnsOnSeparateComponents、ConfineColumnsToSimilarStorage、
ConfineLogsToSimilarStorage、ConfineMirrorsToSimilarStorage、
ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage、DataMirrorStripe、
DCOLogMirroring、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、MultipathingThroughMultiplePaths

mirrored_prefab_raid5_volumes
アレイにより設定された RAID 5 ディスク上の複数のデータコピーをボリュームの作成に
使うことができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ConfineLogsToSimilarStorage、ConfineMirrorsToSimilarStorage、
ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage、DataMirroring、
DCOLogMirroring、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、MultipathingThroughMultiplePaths、
PrefabricatedRaid5

mirrored_prefab_striped_volumes
アレイにより設定されたストライプディスク上の複数のデータコピーをボリュームの作成に
使うことができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ConfineLogsToSimilarStorage、ConfineMirrorsToSimilarStorage、
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ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage、DataMirroring、
DCOLogMirroring、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、MultipathingThroughMultiplePaths、
PrefabricatedStriping

mirrored_volumes
複数のデータコピーを持つボリュームを作成することができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ConfineLogsToSimilarStorage、ConfineMirrorsToSimilarStorage、
ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage、DataMirroring、
DCOLogMirroring、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、MultipathingThroughMultiplePaths

prefab_mirrored_volumes
アレイにより構成されたデータミラーをボリュームの作成に使うことができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、ConfineToSimilarStorage、
ConfineToSpecificStorage、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、MultipathingThroughMultiplePaths、
PrefabricatedDataMirroring

prefab_raid5_volumes
アレイにより構成された RAID 5 ディスクをボリュームの作成に使うことができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host
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関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、ConfineToSimilarStorage、
ConfineToSpecificStorage、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、MultipathingThroughMultiplePaths、PrefabricatedRaid5

prefab_striped_volumes
アレイにより構成されたストライプディスクをボリュームの作成に使うことができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、ConfineToSimilarStorage、
ConfineToSpecificStorage、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、MultipathingThroughMultiplePaths、PrefabricatedStriping

raid5_volumes
パリティを使ってボリュームの冗長データを保持することができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ColumnsOnSeparateComponents、ConfineColumnsToSimilarStorage、
ConfineLogsToSimilarStorage、ConfineToSimilarStorage、
ConfineToSpecificStorage、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、Raid5Volume、
MultipathingThroughMultiplePaths

stripe_mirror_volumes
ボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散し、各カラムのデータコピーを複数作成す
ることができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ColumnsOnSeparateComponents、ConfineColumnsToSimilarStorage、
ConfineLogsToSimilarStorage、ConfineMirrorsToSimilarStorage、
ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage、DataStripeMirror、
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DCOLogMirroring、DCOLogStriping、ExcludeSpecificStorage、
InstantSnapshottable、LogsOnSeparateComponents、
MirrorsOnSeparateComponents、MultipathingThroughMultiplePaths

striped_prefab_mirrored_volumes
ボリュームに対する I/O を、アレイにより設定されたデータミラー上の複数のカラムに分散
することができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ColumnsOnSeparateComponents、ConfineColumnsToSimilarStorage、
ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage、DCOLogStriping、
ExcludeSpecificStorage、InstantSnapshottable、
MultipathingThroughMultiplePaths、PrefabricatedDataMirroring、Striping

striped_volumes
ボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散することができます。
デフォルトポリシー:
autogrow=diskgroup
selfsufficient=host

関連付けられるボリュームテンプレート: ArrayProductId、
ColumnsOnSeparateComponents、ConfineColumnsToSimilarStorage、
ConfineToSimilarStorage、ConfineToSpecificStorage、DCOLogStriping、
ExcludeSpecificStorage、InstantSnapshottable、
MultipathingThroughMultiplePaths、Striping

ストレージプールセット
Veritas ISP では、以下のストレージプールセットを使用できます。

mirrored_data_striped_clones
データボリュームのデータコピーを複数作成するとともに、スナップショットボリュームの
I/O を複数のカラムに分散することができます。
データストレージプールのタイプ: mirrored_volumes
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クローンストレージプールのタイプ: striped_volumes

mirrored_prefab_raid5_data_mirrored_clones
アレイにより構成された RAID 5 ディスクを使ってデータボリュームのデータコピーを複数
作成するとともに、スナップショットボリュームのデータコピーを複数作成することができま
す。
データストレージプールのタイプ: mirrored_prefab_raid5_volumes
クローンストレージプールのタイプ: mirrored_volumes

mirrored_prefab_stripe_data_striped_clones
アレイにより設定されたストライプディスク上にデータボリュームのデータコピーを複数作
成するとともに、スナップショットボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散することが
できます。
データストレージプールのタイプ: mirrored_prefab_striped_volumes
クローンストレージプールのタイプ: striped_volumes

prefab_mirrored_data_prefab_striped_clones
アレイにより設定されたストライプディスク上にデータボリュームのデータコピーを複数作
成するとともに、スナップショットボリュームに対する I/O もアレイにより設定されたストライ
プディスク上の複数のカラムに分散することができます。
データストレージプールのタイプ: prefab_mirrored_volumes
クローンストレージプールのタイプ: prefab_striped_volumes

stripe_mirrored_data_striped_clones
データボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散して各カラムのデータコピーを複数
作成するとともに、スナップショットボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散すること
ができます。
データストレージプールのタイプ: stripe_mirror_volumes
クローンストレージプールのタイプ: striped_volumes

striped_prefab_mirrored_data_striped_clones
データボリュームに対する I/O をミラーストレージから構成される複数のカラムに分散す
るとともに、スナップショットボリュームに対する I/O を複数のカラムに分散することができ
ます。
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データストレージプールのタイプ: striped_prefab_mirrored_volumes
クローンストレージプールのタイプ: striped_volumes
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D
ボリュームグループ定義の
構文
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ボリュームグループ定義の構文について

ボリュームグループ定義の構文について
この付録では、vxassist コマンドと vxvoladm コマンドに対する入力として使える
volumegroup 定義の構文について説明します。通常、ボリュームグループは 1 つのスト
レージプール内において複数のボリュームの同時作成に使われ、ストレージリソースを割
り当てる場合に Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）によって同等の重要性
が与えられます。
以下の定義は、volumegroup の構文の一例です。
volumegroup {
[diskgroup "dgname"]
[rules { volume-group-rules } ]
volume "name" length {
[cachevolume "cachevol"]
[capability ¥
'capability[(name=value,...)][,capability...]']
[comment "comment"]
[dcologlen length]
[dm dm1,[dm2,...]]
[drl on|true|yes|sequential|off|false|no]
[excl on|off|true|false|yes|no]
[fmr on|off|true|false|yes|no]
[fstype type]
[group "group"]
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[init active|none|zero]
[iodelay delay]
[iosize size]
[layout "layout-type"]
[max_ncolumn number]
[max_nraid5column number]
[min_ncolumn number]
[min_nraid5column number]
[mode mode]
[nvol number]
[nvols number]
[pool "poolname"]
[raid5_stripeunit width]
[raid5loglen length]
[regionsize size]
[rules { volume-rules } ]
[spare yes|no|only]
[stripe_stripeunit width]
[tag "volume_tag"]
[tasktag "tag"]
[type data|snapshot|cachevolume]
[user "user"]
[user_template "ut1"[,"ut2"...]]
[usetype "volume-usage-type"]
[volume_template "vt1"[,"vt2"...]]
[vxvmtaskid taskid]
}
[volume "name" length { ...
}]
};

この定義には、以下の volumegroup フィールドが含まれています。
diskgroup dgname

ボリュームの作成先となるディスクグループの名前。

rules { volume-group-rules }

このボリュームグループのすべてのボリュームに適用
されるルール。

volume "name" length

作成するボリュームの名前とサイズ。

この定義には、以下の volume フィールドが含まれています。
cachevolume "cachevol"

領域最適化スナップショットボリュームを作成するキャッ
シュボリュームの名前。

付録 D ボリュームグループ定義の構文
ボリュームグループ定義の構文について

capability 'capability [(name=value, ボリュームに必要なケイパビリティ。
..)][,capability...]'
comment "comment"

ボリュームの説明。

dcologlen length

指定したケイパビリティまたはテンプレートによって作
成が示唆される DCO ボリュームのサイズ。

dm dm1,[dm2,...]

ボリュームに割り当てることができるディスクメディアの
一覧。

drl on|true|yes|sequential|off|false|no

ボリュームにおいて DRL を有効にするかどうか、有効
にする場合は DRL とシーケンシャル DRL のどちらを
有効にするかの指定。

excl on|off|true|false|yes|no

クラスタ共有ディスクグループ内のボリュームを一度に
1 つのノードで排他的に起動できるようにするかどうか
の指定。

fmr on|off|true|false|yes|no

ボリュームにおいて FastResync を有効にするかどう
かの指定。

fstype type

ボリュームのファイルシステムのタイプ。

group "group"

ボリュームのグループ所有権。

init active|none|zero

ボリュームで実行する初期化のタイプ。

iodelay delay

プレックスのリカバリ中に実行されるコピー操作の間隔
（ミリ秒）。

iosize size

プレックスのリカバリ中に再同期される各領域のサイ
ズ。

layout "layout-type"

作成するプレックスレイアウト。

max_ncolumn number

ストライプボリュームの最大カラム数。

max_nraid5column number

RAID 5 ボリュームの最大カラム数。

min_ncolumn number

ストライプボリュームの最小カラム数。

min_nraid5column number

RAID 5 ボリュームの最小カラム数。

mode mode

ボリュームに適用されるアクセス権（644 など）。
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nvol number

作成するボリューム数。ボリュームには、指定したボ
リューム名を接頭辞として使い、そこに 1 から始まる番
号を付加した名前が付けられます。同じプール内に
同じ接頭辞と付加番号のボリューム名がすでに存在
する場合、番号は、最も大きい番号に 1 を足した数字
から始まります。

nvols number

nvol のエイリアス。

pool "poolname"

ストレージプールの名前。

raid5_stripeunit width

RAID 5 カラムのストライプユニットサイズ。

raid5loglen length

指定したケイパビリティまたはテンプレートによって作
成が示唆される RAID 5 ログのサイズ。

regionsize size

バージョン 20 の DCO ボリューム内でマップのビットに
よって追跡される各領域のサイズ。size の値は 16k
（16 KB） 以上の 2 の累乗の値にする必要があります。
デフォルト値は 64ｋ（64 KB）です。

rules { volume-rules }

ボリュームの作成時に適用されるルール。

spare yes|no|only

スペアディスクをホットリロケーションに使えるかどうか、
またはスペアディスクのみを使うかどうかの指定。

stripe_stripeunit width

ストライプユニットサイズ。

tag "volume_tag"

ボリュームに割り当てるタグ。

tasktag "tag"

ボリューム作成タスクの追跡に使われるタグ。

type data|snapshot| cachevolume

ボリュームをユーザーデータ（データベースやファイル
システムなど）の保存に使う際に、フルサイズインスタ
ントスナップショットボリュームとして使うか、領域最適
化インスタントスナップショットのキャッシュボリュームと
して使うかの指定。

user "user"

ボリュームのユーザー所有権。

user_template ut1[,ut2...]

ボリュームの作成に使われるユーザーテンプレート。

usetype "volume-usage-type"

ボリュームの usetype 属性（fsgen、raid5 など）。

volume_template vt1[,vt2...]

ボリュームの作成に使われるテンプレート。

vxvmtaskid taskid

VxVM タスク ID。

ボリュームグループ内には複数のボリュームを定義でき、定義ファイルには複数のボリュー
ムグループを定義できます。

E
vxassist 属性と ISP ルール
の対応
この付録では以下の項目について説明しています。
■

vxassist と ISP ルールについて

vxassist と ISP ルールについて
表 E-1 に、ボリューム設定を指定する vxassist の属性と同等の ISP（Intelligent Storage
Provisioning）ルールを示します。
表 E-1

ISP ルールと vxassist 属性

vxassist 属性

ISP ルール

説明

layout=mirror-stripe

mirror nmir { stripe
max_ncolumn-min_ncolumn }

ミラー化ストライプボリュー
ム。

layout=stripe-mirror

stripe max_ncolumn-min_ncolumn { ストライプ化ミラーボリュー
mirror nmir }
ム。

layout=mirror,stripe

mirror nmir stripe
max_ncolumn-min_ncolumn

ミラー化ストライプボリュー
ム。

layout=stripe,mirror

mirror nmir stripe
max_ncolumn-min_ncolumn

ミラー化ストライプボリュー
ム。

layout=mirror

mirror nmir

ミラーボリューム。

layout=raid5

stripe
RAID 5 ボリューム。
max_nraid5column-min_nraid5column
parity true log 1 { type raid5 }
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vxassist 属性

ISP ルール

説明

layout=stripe

stripe max_ncolumn-min_ncolumn

ストライプボリューム。

layout=mirror-concat

mirror nmir

ミラーボリューム。

layout=concat-mirror

mirror nmir

連結ミラー化ボリューム。

layout=log

log nlog { type dco }

DCO ボリューム。

layout=raid5log

log nlog { type raid5 }

RAID 5 ログボリューム。

layout=regionlog

log nlog { type drl }

DRL ログプレックス。

mirror=2

mirror 2

ミラー数。

mirror=enclosure

mirror nmir { separateby "enclosure" 複数のエンクロージャにわ
}
たってミラー化する。

mirror=2,enclosure

mirror 2 { separateby "enclosure" }

別個のエンクロージャに 2
つのミラー。

stripe=ctlr

stripe ncols { separateby "ctlr" }

別個のコントローラにストラ
イプ化する。

mirrorconfine=diskclass mirror all { confineto "diskclass" }

ミラーの作成を特定のクラ
スのディスクに制限する。

nmir=2

mirror nmir

デフォルトのミラーボリュー
ム（layout=mirror,concat
と同等）。

ncols=10

stripe ncols

デフォルトのストライプボ
リューム（layout= stripe と
同等）。

nmir=2 ncol=10

mirror nmir stripe ncols

デフォルトのミラー化ストラ
イプボリューム
（layout=mirror,stripe と
同等）。

fmr=on

log nlog { type dco }

DCO ボリューム
（FastResync の使用を有
効にする）。

fastresync=on

log nlog { type dco }

DCO ボリューム
（FastResync の使用を有
効にする）。

ndcmlog=2

log 2 { type dcm }

2 つのミラーを持つ DCM
ログ。
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vxassist 属性

ISP ルール

説明

ndcomirror=2

log 2 { type dco }

2 つのミラーを持つ DCO ボ
リューム。

nlog=2

log 2 { type dco }

2 つのミラーを持つ DCO ボ
リューム。

nraid5log=2

log 2 { type raid5 }

2 つのミラーを持つ RAID
5 ログ。

nraid5stripe=10

stripe 10 parity true log 1 { type raid5 10 個のカラムを持つ RAID
}
5 ボリューム。

nregionlog=2

log 2 { type drl }

2 つの DRL ログプレック
ス。

Nstripe=10

stripe 10

10 ストライプ。

wantalloc=enclosure

desired confineto "enclosure"

優先するストレージ割り当
てを、1 つのエンクロージャ
への制限にする。

wantmirror=enclosure

mirror all { desired confineto
"enclosure" }

優先するストレージ割り当
てを、1 つのエンクロージャ
への制限にする。

wantmirrorconfine=

mirror all { desired confineto
"controller" }

優先するストレージ割り当
てを、1 つのコントローラへ
の制限にする。

controller
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F
コマンド概略
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ISP コマンドについて

ISP コマンドについて
このセクションでは、Veritas Volume Manager（VxVM）の ISP（Intelligent Storage
Provisioning）機能の重要なコマンドの使用法と目的の概略を示します。
ISP に関連したコマンドには、以下のカテゴリがあります。
■

「アプリケーションボリュームの作成および管理」

■

「ストレージプールの作成および管理」

詳しい説明の箇所を示した参照項目もあります。個々のコマンドに関する詳細情報につ
いては、該当するマニュアルページの 1M マニュアルページを参照してください。
p.221 の 「ISP の例について」 を参照してください。

アプリケーションボリュームの作成および管理
アプリケーションボリュームの作成と管理のためのコマンドを表 F-1 にまとめます。
表 F-1

アプリケーションボリュームの作成および管理

コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] [-b] ¥

最大ボリュームサイズを指定します。

maxsize [storage_specification] ¥

p.61 の 「最大ボリュームサイズの指定」 を参照し
てください。

[attribute=value ...]
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コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] ¥

ボリュームを作成します。

[-P storage_pool] [-b] ¥

p.62 の 「ボリュームの作成」 を参照してください。

make volume length ¥
[storage_specification] ¥
[attribute=value ...]
vxassist [-g diskgroup] ¥
[-P storage_pool] [-b] ¥
make volume length ¥

2 つのミラーを保持するボリュームを作成し、すぐ
に使えるようにします。
p.65 の 「ミラーボリュームの作成」 を参照してくだ
さい。

capability='DataMirroring'¥
init=active
vxassist [-g diskgroup] ¥
[-P storage_pool] [-b] ¥
make volume length ¥

N 個のカラムを持つストライプボリュームを作成し
ます。
p.66 の 「ストライプボリュームの作成」 を参照して
ください。

capability='Striping(ncols=N)'
vxassist [-g diskgroup] ¥
[-P storage_pool] [-b] ¥
make volume length ¥
capability='PrefabricatedRaid5'¥

指定したベンダーのアレイにより構成されたデバ
イス上に RAID 5 ボリュームを作成します。
p.67 の 「アレイにより構成されたストレージ上に
RAID 5 ボリュームを作成する方法」 を参照してく
ださい。

rules='confineto ¥
"VendorName"= "Name"'
vxassist -M make < filename

指定記述ファイルから複数のボリュームを作成し
ます。
p.71 の 「複数のボリュームをボリュームグループ
として作成する方法」 を参照してください。

vxassist [-g diskgroup] maxgrow¥

ボリュームの最大拡張サイズを指定します。

volume [storage_specification] ¥

p.77 の 「ボリュームの最大サイズの確認」 を参照
してください。

[attribute=value ...]
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コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] ¥

ボリュームを拡張します。

{growby | growto}¥

p.77 の 「ボリュームのサイズを指定サイズに拡張」
を参照してください。

volume length ¥
[storage_specification] ¥

p.78 の 「ボリュームのサイズを指定した分量だけ
拡張」 を参照してください。

[attribute=value ...]
vxassist [-g diskgroup] ¥

ボリュームを縮小します。

{shrinkby | shrinkto}¥

p.78 の 「ボリュームのサイズを指定サイズに縮小」
を参照してください。

volume length ¥
[storage_specification] ¥

p.79 の 「ボリュームのサイズを指定した分量だけ
縮小」 を参照してください。

[attribute=value ...]
vxassist [-g diskgroup] ¥
evacuate disk volume length ¥
!dm:dmname ...

1 つ以上の指定ディスクからボリュームを退避さ
せます。
p.81 の 「ボリュームの退避」 を参照してください。

vxassist [-g diskgroup] remove ¥

ボリュームを削除します。

volume volume

p.83 の 「ボリュームの削除」 を参照してください。

vxassist [-g diskgroup] verify ¥

ボリュームのインテントを確認します。

volume

p.90 の 「ボリュームのインテントの確認」 を参照
してください。

ストレージプールの作成および管理
ストレージプールの作成と管理のためのコマンドを表 F-2 にまとめます。
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表 F-2

ストレージプールの作成および管理

コマンド

説明

vxpool [-g diskgroup] ¥

ストレージプールを作成します。

create storage_pool ¥

p.49 の 「ストレージプールの作成」 を参照してくださ
い。

[dm=dm1[,dm2...]¥
[description="description"]¥
[autogrow=1|2] ¥
[selfsufficient=1|2|3] ¥
[rules=rule[,rule ...]
vxpool [-g diskgroup] ¥

1 つ以上のディスクをストレージプールに追加します。

adddisk storage_pool ¥

p.52 の 「ストレージプールへのディスクの追加」 を参
照してください。

dm=dm1[,dm2,...]
vxpool [-g diskgroup] ¥
rmdisk storage_pool ¥
dm=dm1[,dm2,...]
vxpool [-g diskgroup] ¥
assoctemplate storage_pool ¥
t1[,t2,...]
vxpool [-g diskgroup] ¥
assoctemplateset¥
storage_pool ¥

1 つ以上のディスクをストレージプールから削除しま
す。
p.52 の 「ストレージプールからのディスクの削除」 を
参照してください。
1 つ以上のテンプレートをストレージプールに関連付
けます。
p.53 の 「テンプレートとストレージプールの関連付け」
を参照してください。
1 つ以上のテンプレートセットをストレージプールに関
連付けます。
p.53 の 「テンプレートセットとストレージプールの関連
付け」 を参照してください。

ts1[,ts2,...]
vxpool [-g diskgroup] ¥
distemplate storage_pool ¥

1 つ以上のテンプレートとストレージプールとの関連
付けを解除します。

t1[,t2,...]

p.54 の 「テンプレートとストレージプールの関連付け
の解除」 を参照してください。

vxpool [-g diskgroup] ¥

ストレージプールに関する情報を表示します。

print storage_pool ¥

p.54 の 「ストレージプールに関する情報の表示」 を
参照してください。

[storage_pool ...]
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コマンド

説明

vxpool [-g diskgroup] ¥

ストレージプールのポリシーを表示します。

getproperty storage_pool

p.55 の 「ストレージプールポリシーの表示」 を参照し
てください。

vxpool [-g diskgroup] ¥

ストレージプールにポリシーを設定します。

setproperty storage_pool ¥

p.55 の 「ストレージプールに設定されているポリシー
の変更」 を参照してください。

[autogrow={1|pool}|¥
{2|diskgroup}] ¥
[selfsufficient={1|pool}|¥
{2|diskgroup}|{3|host}]
vxpool [-g diskgroup] list

ディスクグループ内のストレージプールを一覧表示し
ます。
p.55 の 「ディスクグループ内のストレージプールの一
覧表示」 を参照してください。

vxpool [-g diskgroup] ¥

ストレージプール名を変更します。

rename storage_poolnew_name

p.56 の 「ストレージプール名の変更」 を参照してくだ
さい。

vxpool [-g diskgroup] [-r] ¥

ストレージプールを削除します。

delete storage_pool

p.56 の 「ストレージプールの削除」 を参照してくださ
い。
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G
ISP の使用例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ISP の例について

■

ボリュームの作成例

■

ボリュームのサイズ変更

■

ミラーの追加と削除

■

カラムの追加と削除

■

ログの追加と削除

■

ボリュームからのデータの退避

■

データベースコンポーネントの分離

ISP の例について
ここでは、ISP（Intelligent Storage Provisioning）機能を管理するための vxassist コ
マンドとその他のコマンドの使用例を示します。
■

「ボリュームの作成例」

■

「ボリュームのサイズ変更」

■

「ミラーの追加と削除」

■

「カラムの追加と削除」

■

「ログの追加と削除」

■

「ボリュームからのデータの退避」

■

「データベースコンポーネントの分離」

p.41 の 「コマンドラインからの ISP の使用例」 を参照してください。
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vaxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの作成例
10 GB の連結ボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g

ルールを使って 2 面ミラーボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g rules='mirror 2'

ルールを使って 7 つのカラムを持つストライプボリュームを作成するには、次のコマンドを
使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g rules='stripe 7'
DataMirroring ケイパビリティを使って 2 面ミラーボリュームを作成するには、次のコマ

ンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=2)'

2 面ミラーボリュームを作成して各ミラーを別個のエンクロージャに配置するには、次のコ
マンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=2),¥
MirrorsOnSeparateComponents(component="Enclosure")'

インスタントスナップショットの作成に対応した 2 面ミラーボリュームを作成するには、次の
コマンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=2), InstantSnapshottable'

エンクロージャ e1 のディスクのみを使ってボリュームを作成するには、次のコマンドを使
います。
# vxassist -g exdg -P expool vol1 10g ¥
rules='confineto "Enclosure"="e1"'

あるいは、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='ConfineToSpecificStorage(name="Enclosure",¥
value="e1")'
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同じコントローラ上のディスクを使ってボリュームを作成するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
rules='confineto "Controller"'

あるいは、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='ConfineToSimilarStorage (name="Controller")'

RAID 5 ボリュームを作成して 2 面ミラーを持つ RAID 5 ログと 2 面ミラーを持つ DCO ボ
リュームを構成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='Raid5Capability,¥
Raid5LogMirroring(nlogs=2), DCOLogMirroring(nlogs=2)'

ハードウェアで実装された RAID 5 デバイス（EMC Symmetrix アレイの RAID 5 LUN な
ど）を使ってボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='PrefabricatedRaid5'

エンクロージャ e1 にあるミラー化した LUN を使って 10 以上のカラムを持つストライプボ
リュームを作成し、そのボリュームのインスタントスナップショットの作成を可能にするには、
次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='PrefabricatedDataMirroring, Striping(ncols=10),¥
InstantSnapshottable' rules='confineto "Enclosure"="e1"'

あるいは、次のコマンドを実行します。

# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='PrefabricatedDataMirroring, Striping(ncols=10),¥
InstantSnapshottable,¥ConfineToSpecificStorage(name="Enclosure",value="e1

4 面ミラーボリュームを作成して各ミラーを同じエンクロージャのディスクに配置し、そのボ
リュームのインスタントスナップショットの作成を可能にするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist -g exdg -P expool make vol1 10g ¥
capability='DataMirroring(nmirs=2),InstantSnapshottable,¥
ConfineMirrorsToSimilarStorage(name="Enclosure")'
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ボリュームのサイズ変更
ファイルシステムを格納していないボリューム（ボリュームタイプ gen）のサイズを変更でき
ます。ボリュームにアプリケーションデータが格納されている場合は、適切なユーティリティ
を使って、データオブジェクトのサイズを縮小してからボリュームのサイズを縮小する必要
があります。また、データオブジェクトのサイズを拡張する前にボリュームのサイズを拡張
する必要があります。
ファイルシステムを格納しているボリューム（ボリュームタイプ fsgen）の場合は、vxresize
コマンドを使ってファイルシステムとボリュームの両方のサイズを変更します。
ボリュームを 5 GB 拡張するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg growby vol1 5g

エンクロージャ e1 のディスクを使わずに既存の 10 GB のボリュームを 15 GB に拡張す
るには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg growto vol1 15g ¥
use_storage='noneof("Enclosure"="e1")'

ボリュームを 10 % 縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg growby vol1 10%

既存の 15 GB のボリュームを 10 GB に縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg shrinkto vol1 10g

ミラーの追加と削除
既存のボリュームにミラーを追加するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg mirror vol1

ボリュームに 2 つのミラーを追加するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg mirror vol1 nmirror=2

ボリューム vol1 に既存のプレックス p1 と同様のミラーを追加するには、次のコマンドを
使います。
# vxassist -g exdg mirror vol1 plexname=p1

ボリュームからミラーを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg remove mirror vol1
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ボリューム v1 からプレックス p1 を削除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g exdg remove mirror vol1 plexnames=p1

カラムの追加と削除
ボリュームにカラムを追加すると同時にボリュームを拡張するには、次のコマンドを使いま
す。
# vaxassist -g exdg add column vol1 layout=grow

ボリュームに 4 つのカラムを追加すると同時にボリュームを拡張するには、次のコマンドを
使います。
# vaxassist -g exdg add column vol1 ncols=4 layout=grow

ボリュームを拡張せずにカラムを追加するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg add column vol1 layout=nogrow

カラムを削除すると同時にボリュームを縮小するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg remove column vol1 layout=shrink

ボリュームを縮小せずにカラムを削除するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg remove column vol1 layout=noshrink

ログの追加と削除
ボリュームに DCO ログを追加するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg addlog vol1 logtype=dco

ボリューム vol1 に既存のログ p1 と同様の DCO ログを追加するには、次のコマンドを使
います。
# vaxassist -g exdg addlog vol1 lognames=p1 logtype=dco

ボリュームから RAID 5 ログを削除するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg remove log vol1 logtype=raid5

ボリュームから p1 という名前の RAID 5 ログを削除するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg remove log vol1 lognames=p1 logtype=raid5

225

226

付録 G ISP の使用例
ボリュームからのデータの退避

ボリュームからのデータの退避
ボリューム vol1 からサブディスク sd01 を退避するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg evacuate subdisk vol1 sd=sd01

ボリューム vol1 からサブディスク sd11 と sd12 を退避するには、次のコマンドを使いま
す。
# vaxassist -g exdg evacuate subdisk vol1 sd=sd11,sd12

ボリューム vol1 からディスク disk01 と disk02 を退避するには、次のコマンドを使いま
す。
# vaxassist -g exdg evacuate disk vol1 ¥!disk01 ¥!disk02

ボリューム vol1 からカラム 4 と 7 を退避するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg evacuate column vol1 columnnames=4,7

ボリューム vol1 からミラー p1 を退避するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg evacuate mirror vol1 plexnames=p1

ボリューム vol1 からミラー p1 のカラム 3 と 4 を退避するには、次のコマンドを使います。
# vaxassist -g exdg evacuate column vol1 columnnames=3,4 ¥
plexnames=p1

データベースコンポーネントの分離
最高の処理効率を実現するために、通常、REDO ログ、表領域、インデックスなどのデー
タベースのコンポーネントは別のディスク上に配置します。これは、ディスクタグ機能によっ
て実現できます。この機能を使うと、新しい特性を定義して、ディスクに割り当てることがで
きます。
ディスクタグ機能にアクセスするには、Veritas Enterprise Administrator でディスクを
選択し、［アクション（Actions）］、［ディスクのプロパティ管理（Annotate Disks）］の順に
選択します。この機能は、コマンドラインから vxdisk settag コマンドを使って利用する
こともできます。詳しくは、vxdisk （1M） マニュアルページを参照してください。
ディスクタグ機能をボリュームルールと組み合わせて使って、特定のボリュームのディスク
を予約することできます。
適切な属性名と、reserved_for や redo_log などの値でディスクをタグ設定すると、
confineto ルールを使って、REDO ログのボリュームのみにこれらのディスクの領域を割
り当てることができます。次に例を示します。
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confineto "reserved_for"="redo_log"

逆に、REDO ログに使わないボリュームを作成する場合は、次のように exclude ルール
を指定できます。次に例を示します。
exclude "reserved_for"="redo_log"

この手法を使うと、同じタイプのボリュームセット間で、適切にタグ設定したディスクを共有
することができます。たとえば、ストレージプールで複数の REDO ログボリュームを作成す
るときに、同じ制約ルールを指定した場合、これらのボリュームは、REDO ログ用に予約
されたディスクを共有します。
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H
SAL と連携させるための ISP
の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ISP と SAN Access Layer について

■

ISP を SAL と連携させる方法

■

SAL ユーザーとしての root の設定

ISP と SAN Access Layer について
SAN Access Layer（SAL）は、ストレージ、ホスト、ホスト間の接続性、ストレージ、HBA、
ボリュームおよびファイルシステムに関する情報を提供します。
SAL から提供される情報は、ISP（Intelligent Storage Provisioning）を設定することに
より理解して使えるようになります。また、ISP を設定すると、SAL で提供されるストレージ
属性を ISP ルールで使うことも可能になります。この付録では、ISP と SAN Access Layer
（SAL）を連携させるための設定方法について説明します。

ISP を SAL と連携させる方法
ISP を SAL と連携させるための手順は、次のとおりです。
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ISP が SAL からの情報を取得できるようにするには、次の手順を実行します。

1

ISP が SAL にコンタクトできるようにするには、次の行を /etc/default/vxassist
ファイルに追加します。
salcontact=yes

この属性が no に設定されている場合やこの属性が指定されていない場合、ISP は
SAL にコンタクトできません。

2

/etc/default/vxassist_sal_info ファイルに sal_primary および
sal_primary_port の定義を追加して、SAL のプライマリホストとプライマリポートを

定義します。サンプルエントリを次に示します。
sal_primary=private.cosmos.com
sal_primary_port=2802

この例の場合、ISP は、ポート番号 2802 の SAL のプライマリホスト
private.cosmos.com と通信できるようになります。
この情報を指定しなかった場合は、ISP を実行しているホストが SAL のプライマリホ
ストと見なされ、デフォルトのポートは 2802 と見なされます。

3

通信チャネルを正常に確立するには、ISP はユーザー名とパスワードを使って SAL
から認証を受ける必要があります。ユーザー名は、VEA サービスが実行されている
アカウント（通常は root）です。vxsalcmd コマンドを使って SAL 管理者権限を持
つこのユーザーアカウントを追加し、適切なパスワードを設定します。ISP が透過的
に SAL にアクセスできるようにするには、さらに、vxsalcmd コマンドを使ってローカ
ルマシンに暗号化したパスワードを保存する必要があります。
p.230 の 「SAL ユーザーとしての root の設定」 を参照してください。
SAL ユーザーのアカウントを管理する vxsalcmd コマンドは、SAL で提供されるコ
マンドです。Veritas Volume Manager のコマンドではありません。

4

etc/default/vxassist ファイルを編集してエントリを追加し、ISP が認証に使う

ユーザー名を定義します。
次の例では、root アカウントを使っています。
sal_username=root

SAL ユーザーとしての root の設定
SAL ユーザーとして root を設定するための手順は、次のとおりです。
SAL ユーザーのパスワードがローカルに保存されていない場合、ISP はユーザー名
admin で passwd というパスワードを使って SAL への認証を試行します。
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ISP は、SAL の認証を受けないと、関連するストレージの属性を参照することも使うことも
できません。
リモートホストの root ユーザーを、SAL 管理者権限を持つ SAL ユーザーとして SAL の
プライマリホストに追加するには、次の手順に従います。

1

ファイル（/tmp/add_user など）を作成し、そのファイルに新しい SAL ユーザーの
定義を、次のように 1 行で入力します。
user add root@island.veritas.com clydenw Admin

この例では、リモートホスト island.cosmos.com の root が SAL 管理者権限を持
つ SAL ユーザーとして定義され、パスワードが clydenw に設定されています。

2

次のコマンドを使って、新しい SAL ユーザーを SAL のプライマリホスト（この例では
private.cosmos.com）に追加します。
# vxsalcmd private.cosmos.com:2802 -u admin -f /tmp/add_user

3

SAL 管理者のパスワードを入力するよう求めるプロンプトが表示されます。この例で
は、admin です。

4

新しい SAL ユーザーのアカウントを表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxsalcmd private.cosmos.com:2802 -u admin user list

5

SAL 管理者のパスワードを入力するよう求めるプロンプトが表示されます。

6

ISP が SAL と透過的に通信できるようにするには、SAL ユーザーの暗号化されたア
カウント情報のローカルコピーが設定されている必要があります。
ファイル（/tmp/maintain_user など）を作成し、そのファイルに新しい SAL ユー
ザーのパスワードを、次のように 1 行で入力します。
user rem clydenw

7

次のコマンドを使って、ローカルの SAL アカウントファイルを作成します。
# vxsalcmd private.cosmos.com:2802 -f /tmp/maintain_user
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8

パスワードが正しく設定されていることを確認し、次のコマンドを入力します。
# vxsalcmd private.cosmos.com:2802 user list

このコマンドを実行すると、設定されているすべてのユーザーが一覧表示されます。
ここでは、SAL 管理者のパスワードを入力するよう求めるプロンプトは表示されませ
ん。

9

クリアテキストでパスワードが保存されている、/tmp/add_user ファイルおよび
/tmp/maintain_user ファイルを削除します。
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