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Veritas Volume Manager に
ついて
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Volume Manager の概要

■

VxVM とオペレーティングシステム

■

VxVM でストレージ管理を処理する方法

■

VxVM のボリュームレイアウト

■

オンライン再レイアウト

■

ボリュームの再同期

■

DRL

■

ボリュームスナップショット

■

FastResync

■

ホットリロケーション

■

ボリュームセット

Veritas Volume Manager の概要
シマンテック社の Veritas™ Volume Manager（VxVM）は、物理ディスクをボリュームと
呼ばれる論理デバイスとして管理できるようにする、ストレージ管理サブシステムです。
VxVM ボリュームは、ファイルシステム、データベース、その他の管理対象データオブジェ
クトの設定ができる物理デバイスとして、アプリケーションとオペレーティングシステムに表
示されます。
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Veritas Volume Manager の概要

VxVM は、コンピュータ環境とストレージエリアネットワーク（SAN: Storage Area Network）
環境で、使いやすいオンラインディスクストレージ管理を実現します。RAID（Redundant
Array of Independent Disks）をサポートすることにより、VxVM はディスクやハードウェ
アの障害からシステムを保護し、I/O スループットを高めるように設定できます。さらに
VxVM には、耐障害性とディスク障害からの迅速なリカバリを拡張する機能があります。
VxVM では論理ボリューム管理レイヤーによって、ハードウェアディスクデバイスの物理
的制約を克服できます。このため、ボリュームを複数のディスクに分散することができま
す。
VxVM は、パフォーマンスを高め、データの可用性と整合性を確保するツールを提供し
ています。また、VxVM を使って、システムがアクティブなときにディスクストレージを動的
に設定できます。
Veritas Volume Manager の管理に関する詳細情報は、次のマニュアルにも記載され
ています。
■

『Veritas Storage Foundation Cross-Platform Data Sharing 管理者ガイド』では、
Veritas Volume Manager の CDS（Cross-platform Data Sharing）機能の使用に
関する詳細情報を説明しています。この機能では、異なるオペレーティングシステム
で実行しているマシン間で VxVM ディスクとオブジェクトを移動できます。
メモ: CDS 機能には、Veritas Storage Foundation のライセンスが必要です。

■

『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage Provisioning 管理者ガイド』で
は、Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）機能に対するコマンドラインイ
ンターフェースを説明しています。この機能を使うと、ルールベースのエンジンを使っ
て VxVM オブジェクトを作成し、使用可能なストレージの最適利用を実現できます。

■

『Veritas FlashSnap Point-In-Time Copy ソリューション管理者ガイド』では、
FlashSnap ソフトウェアの機能を使ってバックアップやデータベース複製に各種の
PITC（Point-In-Time Copy）ソリューションを導入するためのガイドラインを記載して
います。
メモ: FlashSnap の機能を利用するには、別途ライセンスが必要です。

■

『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』には、ハードウェア障害か
らのリカバリ、ディスクグループの設定とリストア、コマンドログとトランザクションログの
説明に加え、一般的なエラーメッセージと推奨される対処方法を記載しています。

■

『Veritas Enterprise Administrator ユーザーガイド』では、Veritas Volume
Manager へのグラフィカルユーザーインターフェースである Veritas Enterprise
Administrator の使用方法を説明しています。詳細については、VEA オンラインヘ
ルプを参照してください。
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VxVM とオペレーティングシステム
VxVM は、オペレーティングシステムと、ファイルシステムやデータベース管理システム
などのデータ管理システム間のサブシステムとして動作します。VxVM はオペレーティン
グシステムと強固に結合されます。ディスクを VxVM の制御下に置く以前に、ディスクが
オペレーティングシステムデバイスのインターフェースを介してアクセスできる必要があり
ます。VxVM は、オペレーティングシステムインターフェースサービスの最上部層に置か
れ、オペレーティングシステムが物理ディスクにアクセスする方法に依存します。
VxVM の次の機能は、オペレーティングシステムに依存します。
■

オペレーティングシステム（ディスク）デバイス

■

デバイスの処理

■

VxVM DMP メタデバイス

VxVM は、次の常時起動しているデーモンとカーネルスレッドに依存して動作します。
vxconfigd

VxVM 設定デーモンは、ディスクとグループ設定を管理し、設
定変更をカーネルに伝達し、ディスクに保存されている設定情
報を変更します。

vxiod

VxVM 入出力カーネルスレッドは、プロセスの呼び出しをブロッ
クすることなく入出力処理を拡張できます。デフォルトでは、16
の入出力スレッドが起動時に開始し、少なくとも 1 つの入出力
スレッドが常時実行している必要があります。

vxrelocd

ホットリロケーションデーモンは、冗長性に影響するイベントに
ついて VxVM を監視し、ホットリロケーションを実行して冗長性
を復元します。

データの保存方法
いくつかの方法を使って、物理ディスクにデータを保存できます。これらの方法では、デー
タが効率よく保存され検索されるようにディスク上のデータを編成します。ディスク編成の
基本的方法をフォーマットと呼びます。フォーマットによって、設定済みのストレージパター
ンを使ってファイルをディスクに書き込んだり、ディスクから検索できるように、ハードディ
スクを整備します。
ハードディスクは、物理ストレージレイアウトと論理ストレージレイアウトの 2 つの方法を
使って、フォーマットされ、情報が保存されます。VxVM では、論理ストレージレイアウト
方法を使います。
p.22 の 「VxVM でストレージ管理を処理する方法」 を参照してください。
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VxVM でストレージ管理を処理する方法

VxVM でストレージ管理を処理する方法
VxVM では、次の 2 種類のオブジェクトを使ってストレージ管理を実現します。
物理オブジェクト

物理ディスクの LUN（ハードウェアに実装された仮想ディスク）または
データ保存用のブロックデバイスインターフェースと raw デバイスイン
ターフェースを備えた他のハードウェアを指します。
p.22 の 「物理オブジェクト」 を参照してください。

仮想オブジェクト

1 つ以上の物理ディスクが VxVM の制御下に置かれると、これらの物
理ディスク上にボリュームと呼ばれる仮想オブジェクトが作成されます。
各ボリュームは 1 つ以上の物理ディスクからデータを記録し、検索しま
す。ファイルシステム、データベース、その他のアプリケーションは、物
理ディスクと同じ方法で、ボリュームにアクセスします。ボリュームは、ボ
リューム設定の変更に使う他の仮想オブジェクト（プレックスとサブディス
ク）からも構成されます。ボリュームとその仮想コンポーネントは、仮想オ
ブジェクトまたは VxVM オブジェクトと呼ばれます。
p.27 の 「仮想オブジェクト」 を参照してください。

物理オブジェクト
物理ディスクは、データが最終的に格納される基本的なストレージデバイス（メディア）で
す。デバイス名を使ってディスクを検索し、物理ディスク上のデータにアクセスできます。
物理ディスクデバイス名はご使用のコンピュータシステムによって異なります。すべての
パラメータがすべてのシステム上で使われるわけではありません。
通常のデバイス名は sda や hdb の形式で示されます。ここで、sda は最初の（a）SCSI
ディスクを示し、hdb は 2 番目の（b）EIDE ディスクを示します。
図 1-1 に、このマニュアルでの物理ディスクとデバイス名（devname）の表記方法を示しま
す。
図 1-1

物理ディスクの例

devname

VxVM は、VxVM 制御下の物理ディスク（VM ディスク）上に識別情報を書き込みます。
VxVM ディスクは、物理ディスク切断後やシステム切断後でも識別できます。VxVM で
は、ディスクグループと論理オブジェクトを再生成して障害を検出し、システムリカバリを
迅速に実行します。
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パーティション
図 1-2 に、物理ディスクを 1 つ以上のパーティションに分割する方法を示します。
パーティションの例

図 1-2

複数のパーティションがある物理ディスク

devname1

パーティション

devname1

devname2
devname

パーティション番号はデバイス名（devname）の最後に追加されます。

ディスクアレイ
ディスクは物理デバイスであり、読み取りや書き込みの前にディスク上の正しい位置にヘッ
ドを移動する時間が必要になるため、ディスクへの I/O 操作は比較的遅い処理となりま
す。すべての読み取りまたは書き込み操作が、個々のディスクに一度に 1 つずつ実行さ
れると、読み書き時間が管理できなくなります。複数のディスクでこれらの操作を実行す
ることで、この問題を軽減できます。
ディスクアレイは、VxVM がオペレーティングシステムに 1 つ以上の仮想ディスクまたは
ボリュームとして提示することができる物理ディスクの集合です。VxVM によって作成され
たボリュームは、オペレーティングシステムで、物理ディスクのように認識され、動作しま
す。ボリュームと対話するアプリケーションは、物理ディスクの場合と同様に動作します。
図 1-3は、VxVM がディスクアレイのディスクを複数のボリュームとしてオペレーティング
システムに提示する方法を示しています。
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VxVM がディスクアレイのディスクをボリュームとしてオペレーティン
グシステムに提示する方法

図 1-3

オペレーティング
システム

Veritas Volume Manager

ボリューム

物理ディスク

ディスク 1

ディスク 2

ディスク 3

ディスク 4

データはアレイ内の複数のディスクに分散され、ディスク上の I/O 処理を分散または調整
することができます。たとえば並列 I/O を複数のディスクで使うと、データ転送速度とアレ
イ全体のスループットの向上によって I/O 処理効率が改善されます。

ディスクアレイへの複数パス
ディスクデバイスにアクセスする複数のポートを備えたディスクアレイもあります。これらの
ポートと、ホストバスアダプタ（HBA）コントローラとアレイにローカルなデータバスまたは
I/O プロセッサを接続して、ディスクデバイスにアクセスする複数のハードウェアパスを作
成できます。このようなディスクアレイをマルチパス化されたディスクアレイと呼びます。こ
のタイプのディスクアレイは、多様な設定でホストシステムに接続できます（たとえば、シン
グルホスト上の異なるコントローラに接続された複数ポート構成、ホスト上の 1 つのコント
ローラを介したポートのチェーン構成、異なるホストに同時に接続されたポート構成など）。
p.157 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。

デバイス検出
デバイス検出は、ホストに接続されているディスクを検出するプロセスを示すために使う用
語です。この機能は DMP にとって重要です。DMP では多くのベンダーにより増加し続
けるディスクアレイをサポートする必要があるためです。ホストに接続されているデバイス
を検出する機能とともに、デバイス検出サービスでは、新しいディスクアレイのサポートを
動的に追加できます。この操作では、デバイス検出層（DDL）と呼ばれる機能を使うため、
再ブートの必要はありません。
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p.84 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

エンクロージャに基づく名前の付け方
オペレーティングシステムに基づくデバイスの名前の付け方の代わりに、エンクロージャ
に基づく名前の付け方を使うことができます。ファイバーチャネルハブまたはファブリック
スイッチを使うストレージエリアネットワーク（SAN）では、オペレーティングシステムからの
ディスクの配置情報で、ディスクの物理的位置が正しく示されない場合があります。エン
クロージャに基づく名前の付け方では、VxVM はエンクロージャに個々の物理エンティ
ティとしてアクセスできます。個々のエンクロージャに、データの冗長性のあるコピーを設
定することで、1 つ以上のエンクロージャの障害に対抗できます。
図 1-4 に、ホストコントローラはデイジーチェーン接続、またはファイバーチャネルハブや
ファブリックスイッチを使って複数のエンクロージャに接続されている通常の SAN 環境を
示します。
ファイバーチャネルハブまたはスイッチで接続されているディスクエ
ンクロージャの設定例

図 1-4

ホスト
c1

ファイバーチャネル
ハブまたはスイッチ

ディスクエンクロージャ

enc0

enc1

enc2

このような設定では、エンクロージャに基づく命名を使って、エンクロージャ内の各ディス
クを示すことができます。たとえば、エンクロージャ enc0 内のディスクのデバイス名は
enc0_0、enc0_1 のように設定されています。この規則の主な利点は、大規模な SAN 設
定でディスクの物理的位置を迅速に特定できることです。
高度なディスクアレイの多くでは、ハードウェアベースのストレージ管理を使って、複数の
物理ディスクを 1 つの論理ディスクデバイスとしてオペレーティングシステムに提示できま
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す。このような場合、VxVM でもコンポーネントディスクではなく、1 つの論理ディスクデバ
イスを認識します。このため、エンクロージャ内のディスクにリファレンスを作成する場合、
ディスクは物理デバイスまたは論理デバイスとなります。
エンクロージャに基づく名前の付け方のもう 1 つの重要な利点は、VxVM がデータの冗
長性のあるコピーを同じエンクロージャに配置するのを回避できることです。各エンクロー
ジャは独立した障害のあるドメインと認識される可能性があるため、そのような配置を回避
するのは好ましいことです。たとえば、ミラー化したボリュームがエンクロージャ enc1 の
ディスク上にのみ設定された場合は、ハブとエンクロージャ間のケーブル障害により、ボ
リューム全体が利用できなくなることがあります。
必要に応じて、VxVM がエンクロージャに割り当てたデフォルト名を自分の設定に意味
のある名前に交換することができます。
p.197 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
図 1-5 に、ホスト上の独立したコントローラをエンクロージャへの独立したパスを持つ個々
のハブに接続して、ストレージへの冗長ループアクセスを実現する高可用性（HA）設定
を示します。
冗長ループアクセスを実行するために複数のハブまたはスイッチを
使った HA の設定例

図 1-5

ホスト
c1

c2

ファイバーチャネル
ハブまたはスイッチ

ディスク
エンクロージャ

enc0

enc1

p.75 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。
p.98 の 「ディスクの名前の付け方の変更」 を参照してください。

enc2
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データの冗長性を設定するとき、ドメインに障害が発生することを考慮するために、ミラー
化したボリュームを、エンクロージャをまたがってレイアウトする方法を制御できます。
p.309 の 「ターゲット、コントローラまたはエンクロージャをまたがるミラーの作成」 を参照し
てください。

仮想オブジェクト
VxVM の仮想オブジェクトには次のようなものがあります。
■

ディスクグループ
p.29 の 「ディスクグループ」 を参照してください。

■

VM ディスク
p.29 の 「VM ディスク」 を参照してください。

■

サブディスク
p.30 の 「サブディスク」 を参照してください。

■

プレックス
p.31 の 「プレックス」 を参照してください。

■

ボリューム
p.32 の 「ボリューム」 を参照してください。

物理ディスクを VxVM の制御下に置くと、物理オブジェクトと VxVM オブジェクトが接続
されます。
ホストシステムに VxVM をインストールした後、VM ディスクをディスクグループにまとめ、
ディスクグループ領域を割り当てて論理ボリュームを作成し、物理ディスクの内容を VxVM
の制御下に置く必要があります。
物理ディスクの内容を VxVM の制御下に置く処理は、VxVM が物理ディスクを制御して
いて、ディスクが Sistina LVM などの別のストレージマネージャの制御下にない場合に
のみ行われます。
p.601 の 「Sistina LVM からの移行について」 を参照してください。
VxVM によって仮想オブジェクトが作成され、オブジェクト間に論理接続が形成されま
す。VxVM は、仮想オブジェクトを使ってストレージ管理タスクを実行します。
vxprint コマンドは、システムに存在する VxVM オブジェクトについての詳細情報を表

示します。
p.320 の 「ボリューム情報の表示」 を参照してください。
vxprint（1M）マニュアルページを参照してください。
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VxVM の仮想オブジェクトの結合
VxVM の仮想オブジェクトを結合してボリュームを構築できます。ボリューム内に含まれ
る仮想オブジェクトは、VM ディスク、ディスクグループ、サブディスクとプレックスです。
VxVM のオブジェクトは、次のように構成されています。
■

VM ディスクはディスクグループにグループ化されます。

■

サブディスク（各サブディスクはディスクの特定領域を表す）は、結合されてプレックス
を形成します。

■

ボリュームは 1 つ以上のプレックスで構成されます。

図 1-6 に、Veritas Volume Manager の仮想オブジェクト間の関係と、物理ディスクとの
対応関係を示します。
VxVM のオブジェクト間の関係

図 1-6

ディスクグループ
vol01

vol02

ボリューム

vol01-01

vol02-01

vol02-02

vol01-01

vol02-01

vol02-02

disk01-01

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk02-01

disk03-01

サブディスク

disk01-01

disk02-01

disk03-01

VM ディスク

disk01

disk02

disk03

devname1

devname2

devname3

プレックス

物理ディスク
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ディスクグループには、3 つの VM ディスクが含まれ、これらのディスクから 2 つのボリュー
ムが作成されます。ボリューム vol01 は単純な構成でプレックスは 1 つです。ボリューム
vol02 は、2 つのプレックスを持つミラーボリュームです。
各種の仮想オブジェクト（ディスクグループ、VM ディスク、サブディスク、プレックス、ボ
リューム）については、次の項で説明します。Veritas Volume Manager には、データ変
更オブジェクト（DCO）やキャッシュオブジェクトなどの拡張機能を提供するオブジェクトも
あります。

ディスクグループ
ディスクグループは、共通の設定を共有するディスクの集合で、VxVM によって管理され
ます。ディスクグループ設定は、関連する VxVM オブジェクトとその属性と接続に関する
詳細情報を格納する一連のレコードです。ディスクグループ名には、最大で 31 文字使
えます。
p.29 の 「VM ディスク」 を参照してください。
VxVM 4.0 より前のリリースでは、デフォルトのディスクグループは rootdg（ルートディス
クグループ）でした。VxVM が正常に機能するには、rootdg ディスクグループを作成し、
このディスクグループに少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。VxVM 4.0
からこの必要条件が不要になり、ディスクグループが設定されていなくても正常に機能す
るようになりました（ただし、ボリュームやその他の VxVM オブジェクトを作成するには少
なくとも 1 つのディスクグループを設定する必要があります）。
p.209 の 「システム全体で予約済みのディスクグループ名」 を参照してください。
必要に応じて、新たなディスクグループを作成することもできます。ディスクグループを使
うと、ディスクをグループ化して論理集合を形成することができます。ディスクグループと
そのコンポーネントを 1 つの単位として、ホストマシン間で移動することも可能です。
p.241 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
ボリュームはディスクグループ内で作成されます。ボリュームとそのプレックスとサブディス
クは、同じディスクグループ内のディスクで設定する必要があります。

VM ディスク
物理ディスクを VxVM の制御下に置くと、その物理ディスクに VM ディスクが割り当てら
れます。VM ディスクは VxVM の制御下に置かれ、通常はディスクグループに所属しま
す。各 VM ディスクは、少なくとも 1 つの物理ディスクまたはディスクパーティションに対
応します。VxVM は、VxVM のディスクスペースの連続した領域からストレージを割り当
てます。
通常、VM ディスクにはパブリックリージョン（割り当てられたストレージ）と VxVM 内部設
定情報が保存される小さいプライベートリージョンが存在します。
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各 VM ディスクには重複のないディスクメディア名（仮想ディスク名）があります。最大 31
文字のディスク名を定義するか、VxVM のデフォルト名を使えます。デフォルト名は
diskgroup## の形式を取ります。diskgroup は、ディスクが属するディスクグループの
名前です。
p.29 の 「ディスクグループ」 を参照してください。
図 1-7 は、物理ディスク devname に割り当てられた disk01 というメディア名の VM ディ
スクを示します。
VM ディスクの例

図 1-7

disk01

VM ディスク

物理ディスク
devname

サブディスク
サブディスクは連続した一連のディスクブロックです。ブロックとは、ディスク上の領域の単
位です。VxVM は、サブディスクを使ってディスク領域を割り当てます。VM ディスクは 1
つ以上のサブディスクに分割できます。各サブディスクは VM ディスクの特定の部分を表
します。これは、物理ディスクの特定領域にマップされます。
VM ディスクのデフォルト名は、diskgroup## で、サブディスクのデフォルト名は、
diskgroup##-## です。diskgroup は、そのディスクが所属するディスクグループの名
前です。
p.29 の 「ディスクグループ」 を参照してください。
図 1-8 に、disk01-01 が disk01 という名前の VM ディスク上の 1 番目のサブディスク
に対する名前であることを示します。
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サブディスクの例

図 1-8
disk01-01

サブディスク

disk01-01

1 つのサブディスクを持つ VM ディスク

disk01

VM ディスクは複数のサブディスクを持つことができますが、サブディスクは VM ディスク
の同じ部分に重なったり同じ部分を共有することはできません。
図 1-9 に 、1 つの物理ディスクから割り当てられた 3 つのサブディスクを持つ VM ディス
クを示します。
図 1-9
disk01-01

1 つの VM ディスクに 3 つのサブディスクが割り当てられた例
disk01-02

disk01-01
disk01-02
disk01-03

disk01-03

サブディスク

3 つのサブディスクを持つ VM ディスク

disk01

サブディスクの一部ではない VM ディスク領域は、空き領域です。空き領域を使って新
規にサブディスクを作成できます。
VxVM では、サブディスクがボリュームを格納できる階層化ボリュームの概念をサポート
しています。
p.49 の 「階層化ボリューム」 を参照してください。

プレックス
VxVM は、サブディスクを使って、プレックス（またはミラー）と呼ばれる仮想オブジェクト
を作成します。プレックスは、1 つ以上の物理ディスクの 1 つ以上のサブディスクで構成
されます。
図 1-10 に、2 つのサブディスクを持つプレックスの例を示します。
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2 つのサブディスクを持つプレックスの例

図 1-10

vol01-01
disk01-01

disk01-02

disk01-01

disk01-02

2 つのサブディスクで構成されるプレックス

サブディスク

次の方法を使って、サブディスク上のデータを編成してプレックスを形成できます。
■

連結（concatenation）

■

ストライプ化（RAID 0）

■

ミラー化（RAID 1）

■

パリティ付きストライプ化（RAID 5）

連結、ストライプ化（RAID 0）、ミラー化（RAID 1）、および RAID 5 は、ボリュームレイアウ
トの種類です。
p.34 の 「VxVM のボリュームレイアウト」 を参照してください。

ボリューム
ボリュームはアプリケーション、データベース、ファイルシステムでは物理ディスクデバイス
と同様に認識されますが、その実体は物理ディスクデバイスに伴う物理的な制約は受け
ない仮想ディスクデバイスです。ボリュームは 1 つ以上のプレックスで構成され、それぞ
れのプレックスにはボリューム内で選択されたデータのコピーが保存されています。ボ
リュームは仮想ディスクであるため、特定のディスクまたはディスクの特定領域に制限され
ません。VxVM ユーザーインターフェースを使って、ボリュームの設定を変更できます。
ボリュームを使っているアプリケーションやファイルシステムを混乱させることなく、設定を
変更できます。たとえば、ボリュームを個別のディスク上にミラー化したり、別のディスクス
トレージを使うために移動することができます。
VxVM では、ボリュームには vol##、ボリュームのプレックスには vol##-## のデフォル
トの命名規則を使います。管理しやすくするために、作成するボリュームにより意味のあ
る名前を選択できます。
ボリュームの作成には、次の制約があります。
■

名前は最大 31 文字まで使えます。

■

最大 32 のプレックスで構成され、各プレックスには 1 つ以上のサブディスクを格納で
きます。
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■

最低 1 つの関連サブディスクを持つボリューム内に完全なデータのコピーがある関連
プレックスが、少なくとも 1 つ必要です。

■

ボリューム内のすべてのサブディスクは、同じディスクグループに所属する必要があり
ます。

Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）機能を使うと、アプリケーションボリュー
ムの作成と管理を行うことができます。アプリケーションボリュームは、この章で説明する
従来の VxVM ボリュームと極めてよく似ています。ただし、機能の点で重大な違いがあ
るため、この 2 種類のボリュームに互換性はありません。
『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage Provisioning 管理者ガイド』を参
照してください。
図 1-11 に、1 つのプレックスを持つボリューム vol01 を示します。
1 つのプレックスを持つボリュームの例

図 1-11
vol01
vol01-01

1つのプレックスで構成されるボリューム

vol01-01
disk01-01

1つのサブディスクで構成されるプレックス

ボリューム vol01 には次のような特性があります。
■ vol01-01

という名前のプレックスが 1 つ含まれます。

■

プレックスには、disk01-01 という名前のサブディスクが 1 つ含まれます。

■

サブディスク disk01-01 は、VM ディスク disk01 から割り当てられています。

図 1-12 に、2 つのデータプレックスを持つミラーボリューム、vol06 を示します。
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2 つのプレックスを持つボリュームの例

図 1-12

vol06
vol06-01

vol06-02

vol06-01

vol06-02

disk01-01

disk02-01

2つのプレックスで構成されるボリューム

プレックス

ミラーの各プレックスには、ボリュームデータの完全なコピーが格納されています。
ボリューム vol06 には次のような特性があります。
■ vol06-01

および vol06-02 という名前の 2 つのプレックスが含まれます。

■

各プレックスには 1 つのサブディスクが含まれます。

■

各サブディスクは、異なる VM ディスク（disk01 および disk02）から割り当てられて
います。

p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。

VxVM のボリュームレイアウト
VxVM 仮想デバイスは、ボリュームで定義されます。ボリュームは、ボリュームを 1 つ以上
のプレックスへ関連付けることで定義されたレイアウトを持っています。ここで各プレックス
はサブディスクにマップされています。ボリュームは、他のアプリケーションからデータに
アクセスするための仮想デバイスインターフェースを提供します。これらの論理構成ブロッ
クによって、ボリュームアドレス領域がリマップされます。これにより、I/O は実行時にリダ
イレクトされます。
実現されるストレージサービスのレベルは、ボリュームレイアウトによってそれぞれ異なり
ます。必要なストレージサービスのレベルに合わせて、ボリュームレイアウトを設定または
再設定できます。

非階層化ボリュームの実現
非階層化ボリュームでは、サブディスクは必ず VM ディスクに直接マップされます。これ
により、VM ディスク上のパブリックリージョンに対応する連続したストレージ領域をサブ
ディスクで定義することができます。アクティブな場合、VM ディスクは下位の物理ディス
クに直接関連付けられます。このため、ボリュームレイアウトと物理ディスクの組み合わせ
によって、指定した仮想デバイスで利用できるストレージサービスが特定されます。
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階層化ボリュームの実現
階層化ボリュームは、サブディスクを下位となるボリュームにマップすることによって構成
されます。この場合、基盤となるボリュームのサブディスクは、VM ディスクにマップするこ
とで、接続されている物理ストレージにマップする必要があります。
階層化ボリュームを使うと、論理構成の組み合わせが豊富になります。そのいくつかは仮
想デバイスの設定に適しています。コマンドレベルで階層化ボリュームを自由に使えるよ
うにすると管理が難しくなるため、定義済みの階層化ボリューム設定がいくつか VxVM
に組み込まれています。
p.49 の 「階層化ボリューム」 を参照してください。
これらの定義済みの設定は、組み込まれたルールにより、指定された制約内でサービス
の希望レベルを自動的に満たすように機能します。現在の設定で動作する現在のコマン
ド起動に対して最も適した機能となるように、自動的に設定します。
一連の仮想デバイスから希望のストレージサービスを実現するためには、適切な一連の
VM ディスクをディスクグループに編成し、複数の設定コマンドを実行する必要がありま
す。
VxVM は可能な限り、管理インターフェースおよび一連のレイアウトとともに初期設定と
オンライン再設定を処理し、このジョブを簡単で確定的なものにします。

レイアウト方法
仮想オブジェクトのデータは、次のレイアウト方法を使ってボリュームを作成するように編
成されます。
■

連結と分散
p.36 の 「連結と分散」 を参照してください。

■

ストライプ化（RAID 0）
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。

■

ミラー化（RAID 1）
p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。

■

ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）
p.42 の 「ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）」 を参照してくださ
い。

■

ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）
p.43 の 「ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）」
を参照してください。

■

RAID 5（パリティ付きストライプ化）
p.44 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。
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連結と分散
連結（コンカチネイト）によって、データはプレックス内の 1 つ以上のサブディスクに直線
的にマップされます。コンカチネイテッドプレックス内のすべてのデータに連続的にアクセ
スする場合は、まず、最初のサブディスクのデータの先頭から末尾までアクセスします。
その後、残りのサブディスクのデータの先頭から末尾まで連続してアクセスし、最後のサ
ブディスクまでアクセスします。
コンカチネイテッドプレックス内のサブディスクは物理的に連続している必要はなく、複数
の VM ディスクに属することができます。複数の VM ディスクに存在するサブディスクを
使った連結を分散（スパン）と呼びます。
図 1-13 に、同一の VM ディスクから 2 つのサブディスクを連結する様子を示します。
連結ボリュームの例

図 1-13

disk01-01 Disk01-03
のデータ のデータ
n

n+1 n+2 n+3

データブロック

disk01-01

disk01-03

コンカチネイテッドサブディスクで
構成されるプレックス

disk01-01

disk01-03

サブディスク

disk01-01

disk01-02
disk01

disk01-03

VM ディスク

devname
n n+1 n+2

n+3

物理ディスク

（プレックスの先頭から順に番号付けされた）n、n+1、n+2 および n+3 の各ブロックは、プ
レックス上では連続していますが、実際には同一の物理ディスク上の 2 つの異なるサブ
ディスクから連結されたものです。
サブディスク disk01-02 と VM ディスク disk01 の残りの空き領域は、他の目的に使え
ます。
1 つのディスク上のプレックスの連続領域が十分でない場合、複数のサブディスクを用い
て連結ディスクを使えます。この連結ディスク形式は、ディスク間の負荷調整および特定
ディスク上のヘッド移動の最適化に使えます。
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図 1-14 に、スパンプレックス内の 2 つのサブディスク上に分散しているデータを示しま
す。
分散の例

図 1-14

disk01-01
のデータ
n

disk02-01
のデータ

n+1 n+2 n+3

データブロック

disk01-01

disk02-01

コンカチネイテッドサブディスクで
構成されるプレックス

disk01-01

disk02-01

サブディスク

disk01-01
disk01

disk02-01

devname1
n n+1 n+2

disk02-02

VM ディスク

disk02

devname2
n+3

物理ディスク

（プレックスの先頭から順に番号付けされた）n、n+1、n+2 および n+3 の各ブロックは、プ
レックス上では連続していますが、実際には 2 つの異なる物理ディスク上の 2 つの異な
るサブディスクから連結されたものです。
サブディスク disk02-02 と VM ディスク disk02 の残りの空き領域は、他の目的に使え
ます。
警告: 複数ディスクにまたがってプレックスを分散すると、ディスク障害により、割り当てら
れたボリュームに障害が発生する可能性が増大します。ミラー化または RAID 5を使って、
1 つのディスク障害によりボリューム障害が発生するリスクを軽減します。

ストライプ化（RAID 0）
ストライプ化（RAID 0）は、物理ディスクへ読み書きするデータ量が大きく、パフォーマン
スが重要な場合に役立ちます。ストライプ化は、複数のディスクをまたぐマルチユーザー
アプリケーションの I/O 負荷を調整するのにも役立ちます。複数ディスクとの並列データ
転送を使うことにより、ストライプ化でデータアクセス性能を大幅に向上できます。
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ストライプ化により、データは複数の物理ディスクにインタリーブする形でマップされます。
ストライプ化プレックスには複数のサブディスクが含まれ、複数の物理ディスク上に分散さ
れます。データは、ストライプ化プレックスのサブディスクに交互に均等に割り当てられま
す。
サブディスクはカラムにグループ化され、各物理ディスクのカラムは 1 つに限定されます。
各カラムには 1 つ以上のサブディスクが含まれます。このサブディスクは 1 つ以上の物
理ディスクから作成できます。カラムごとのサブディスクの数とサイズは様々です。必要に
応じて、サブディスクをカラムに追加できます。
警告: 複数のディスクにまたがってボリュームのストライプ化や分割を行うと、ディスク障害
によりボリューム障害が発生する可能性が増大します。
5 つのボリュームが同じ 5 つのディスク上にストライプ化された場合、5 つのディスクのど
れか 1 つに障害が発生すると、5 つすべてのボリュームをバックアップから復元する必要
があります。各ボリュームが個別のディスク上にある場合は、復元するボリュームは 1 つの
みです（ストライプ化の代わりにミラー化や RAID 5 を使うと、1 つのディスク障害により多
数のボリューム障害が発生する可能性を大幅に軽減できます）。
データは同じサイズのストライプユニットに分けられ、カラム間にインタリーブされます。各
ストライプユニットは、ディスク上の連続した一連のブロックです。デフォルトのストライプユ
ニットサイズは 64 KB です。
図 1-15 に、ストライプ化プレックスの 3 つのカラム、6 つのストライプユニット、および3 つ
のカラムにわたってストライプ化されたデータの例を示します。
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図 1-15

ストライプ
1
ストライプ
2

3 つのカラムからなるストライプ化プレックス
カラム 0

カラム 1

カラム 2

ストライプ
ユニット
1
ストライプ
ユニット
4

ストライプ
ユニット
2
ストライプ
ユニット
5

ストライプ
ユニット
3
ストライプ
ユニット
6

サブディスク
1

サブディスク
2

サブディスク
3

プレックス

ストライプは、すべてのカラムにまたがって同じ位置に存在する一連のストライプユニット
から構成されます。この図では、ストライプユニット 1、2、3 によって 1 つのストライプが構
成されています。
順番に見た場合、最初のストライプの構成要素は次のとおりです。
■

カラム 0 のストライプユニット 1

■

カラム 1 のストライプユニット 2

■

カラム 2 のストライプユニット 3

2 番目のストライプの構成要素は次のとおりです。
■

カラム 0 のストライプユニット 4

■

カラム 1 のストライプユニット 5

■

カラム 2 のストライプユニット 6

ストライプ化は、カラムのサイズの終わりまで（すべてのカラムが同じサイズの場合）、サイ
ズが違う場合は最も短いカラムの最後に到達するまで続行されます。長いカラムのサブ
ディスクの最後に残っている領域は、未使用領域となります。
図 1-16 に、サブディスク 1 つを持つ等しいサイズのカラムが 3 つあるストライプ化プレッ
クスを示します。
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カラムごとに 1 つのサブディスクを持つストライプ化プレックスの例

図 1-16
su1

su2

su3

su4

su5

su6

ストライプ
ユニット

カラム 0

カラム 1

カラム 2

disk01-01

disk02-01

disk03-01

ストライプ化
プレックス

disk01-01

disk02-01

disk03-01

サブディスク

disk01-01

disk02-01

disk03-01

disk01

disk02

disk03

devname1

devname2

devname3

su1 su4

su2 su5

su3

su6

VM ディスク

物理ディスク

物理ディスクごとに 1 つのカラムがあります。この例では、VM ディスクのすべての領域を
使う 3 つのサブディスクを示しています。ストライプ化プレックスの各サブディスクが VM
ディスクの一部のみを使うこともあります。この場合、空き領域を他のディスク管理タスクに
使えます。
図 1-17 に、異なるサイズのサブディスクが含まれている 3 つのカラムのあるストライプ化
プレックスを示します。
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1 つのカラムにコンカチネイテッドサブディスクが存在するストライプ
化プレックスの例

図 1-17

su1

カラム 0

su2

su3

su4

su5

su6

カラム 1

カラム 2

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk03-02
disk02-02

disk03-03

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk03-02
disk02-02

disk03-03

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk03-02
disk02-02

disk03-03

disk01

disk02

disk03

devname1

devname2

devname3

su1 su4

su2 su5

su3 su6

ストライプ
ユニット

ストライプ化
プレックス

サブディスク

VM ディスク

物理ディスク

各カラムには、異なる数のサブディスクが含まれています。物理ディスクごとに 1 つのカラ
ムがあります。ストライプ化プレックスは、ストライプ化する各 VM ディスクからサブディスク
を 1 つずつ使って作成できます。同じディスクの異なる領域または別のディスクの領域か
ら領域を割り当てることもできます（たとえば、プレックスのサイズが増加する場合）。カラ
ムには異なる VM ディスクのサブディスクを含めることもできます。
p.307 の 「ストライプボリュームの作成」 を参照してください。

ミラー化（RAID 1）
メモ: ルートディスク以外のディスクでこの機能を使うには、フルライセンスが必要です。
ミラー化では、複数のミラー（プレックス）を使って、ボリュームに保存されている情報のコ
ピーを複製します。物理ディスクの障害発生時、障害が発生したディスク上のプレックス
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は利用できなくなりますが、システムは影響を受けていないミラーを使って、動作を続行
します。
ボリュームには 1 つのプレックスのみ存在する場合もありますが、データの冗長性を確保
するには、少なくとも 2 つのプレックスが必要です。冗長性を実現するには、これらの各
プレックスが、異なるディスクからディスク領域を得る必要があります。
多数のディスクにまたがってストライプ化または分散を実行する場合、これらのディスクの
いずれかに障害が発生すると、プレックス全体が使えなくなります。複数のディスクの 1
つに障害が発生する確率は相当に高いため、ストライプボリュームまたはスパンボリュー
ムの信頼性（および可用性）を改善するためにミラー化を検討する必要があります。
p.301 の 「ミラーボリュームの作成」 を参照してください。
各ミラーを別個のコントローラ上に配置するディスクの二重化もサポートされます。
p.309 の 「ターゲット、コントローラまたはエンクロージャをまたがるミラーの作成」 を参照し
てください。

ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）
VxVM では、ストライプ化されたプレックスのミラー化をサポートしています。ストライプ化
にミラー化を加えたレイアウトをミラー化ストライプレイアウトと呼びます。ミラー化ストライプ
レイアウトでは、複数ディスクにデータを分散するストライプ化の利点と、データの冗長性
を確保するミラー化の利点の両方が得られます。
ストライプ化されたプレックスのミラー化を有効にするには、ストライプ化プレックスとそのミ
ラーが異なるディスクから割り当てられる必要があります。
図 1-18 に、3 つのディスクにストライプ化された 2 つのプレックスがミラーとして同じボ
リュームに接続され、ミラー化ストライプボリュームを作成している例を示します。
6 つのディスク上にレイアウトされたミラー化ストライプボリューム

図 1-18

ミラー化ストライプ
ボリューム
カラム 0

カラム 1

カラム 2

ストライプ化
プレックス

ミラー
カラム 0

カラム 1

カラム 2

ストライプ化
プレックス

p.308 の 「ミラー化ストライプボリュームの作成」 を参照してください。
各ミラーのデータプレックスのレイアウトタイプは、連結またはストライプにできます。ストラ
イプ化されているミラーが 1 つのみであっても、そのボリュームをミラー化ストライプボリュー
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ムと呼びます。連結されたプレックスをミラー化したボリュームはミラー化連結ボリュームと
呼びます。

ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）
VxVM では、ミラー化されたプレックスのストライプ化をサポートしています。ミラー化にス
トライプ化を加えたレイアウトをストライプ化ミラーレイアウトと呼びます。プレックスをストラ
イプ化する前にミラー化することで、ストライプの各カラムをミラー化します。各カラムにサ
ブディスクが複数ある場合、各カラムではなく、各サブディスクを独立した状態でミラー化
できます。
ストライプ化ミラーボリュームは、階層化ボリュームの一種です。
p.49 の 「階層化ボリューム」 を参照してください。
ミラー化ストライプボリュームと同様に、ストライプ化ミラーボリュームでは、複数ディスクに
データを分散するストライプ化の利点と、データの冗長性を確保するミラー化の利点の両
方が得られます。さらに、冗長性が向上し、ディスク障害後の修復時間が短縮されます。
図 1-19 に、既存の 2 ディスク構成のミラーボリュームを 3 つ使ってストライプ化プレック
ス内に個別のカラムを形成し、ストライプ化ミラーボリュームを作成する例を示します。
図 1-19

6 つのディスク上にレイアウトされたストライプ化ミラーボリューム

ストライプ化
ミラーボリューム

p.309 の 「ストライプ化ミラーボリュームの作成」 を参照してください。
図 1-20 に、ミラー化ストライプレイアウト 1 つのディスク障害によってデータプレックス全
体が切断され、ボリューム全体の冗長性が失われることを示します。
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図 1-20

1 つのディスク障害がミラー化ストライプボリュームとストライプ化ミ
ラーボリュームに与える影響
冗長性を持たないミラー
化ストライプ
ストライプ化
ボリューム
プレックス
ミラー
切断された
ストライプ化
プレックス
ディスク障害でプレックスが切断される
部分的冗長性を持つ
ストライプ化
ミラーボリューム

ミラー

ストライプ化
プレックス
ディスク障害によりミラーから冗長性が削除される

ディスク交換時に、プレックス全体を更新する必要があります。プレックス全体のリカバリ
には、膨大な時間を要することがあります。ストライプ化ミラーレイアウトの場合、ディスク
障害の発生時に切断する必要があるのは障害の発生したサブディスクのみであり、その
部分に限りボリュームの冗長性が失われます。ディスク交換時に修復を要するのは、ボ
リュームの一部のみです。さらに、ミラー化ストライプボリュームの場合、手動またはホット
リロケーションで最初の障害ディスクが交換される前に 2 番目のディスクに障害が生じる
と、ボリューム全体が使えなくなります。
ミラー化ストライプボリュームと比較して、ストライプ化ミラーボリュームはディスク障害に強
く、修復時間が短くなります。
下位のミラーボリュームをストライプ化する代わりに、階層化ボリュームを連結ボリュームか
ら構成する場合、ボリュームは連結ミラーボリュームと呼ばれます。

RAID 5（パリティ付きストライプ化）
ミラー化（RAID 1）と RAID 5 はいずれもデータの冗長性を実現しますが、使う方法は異
なります。ミラー化を行うと、ボリュームのデータの完全コピーが複数保持されるため、デー
タの冗長性が確保されます。ミラーボリュームに書き込まれたデータはすべてのコピーに
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反映されます。ミラーボリュームの一部に障害が生じても、システムはデータの他のコピー
を使い続けます。
RAID 5 では、パリティを使ってデータの冗長性を確保します。パリティは、障害後にデー
タを復元するために使う計算値です。データが RAID 5 ボリュームに書き込まれている
間、データに対し、排他的論理和（XOR）を使ってパリティが計算されます。計算されたパ
リティはボリュームに書き込まれます。データと計算されたパリティは、複数のディスクをま
たがってストライプ化されたプレックスに保存されます。RAID 5 ボリュームの一部に障害
が発生した場合、障害が発生したボリュームの該当する部分に存在していたデータは残
りのデータとパリティ情報から再作成されます。また、このレイアウトでは、連結とストライプ
化を混合することも可能です。
図 1-21 に、RAID 5 アレイ設定でのパリティの位置を示します。
図 1-21

ストライプ 1
ストライプ 2
ストライプ 3
ストライプ 4

RAID 5 モデルのパリティ位置

データ
データ

データ

パリティ

パリティ

データ
Data

パリティ

データ

データ

データ

データ

パリティ

各ストライプには、パリティストライプユニットが含まれているカラムと、データが含まれてい
るカラムが存在します。パリティはアレイ内のすべてのディスクに分散されます。この場合、
書き込みをする際に 1 つのパリティディスクがデータを受け入れるまで待つ必要がない
ため、大規模な独立した書き込み時間が短縮されます。
RAID 5 ボリュームでは、修復時間を最短にするために、さらにログを記録できます。RAID
5 ボリュームでは、RAID 5 ログを使って現在書き込まれているデータとパリティのコピー
を保存します。RAID 5 ログはオプションで、RAID 5 ボリュームと一緒に作成することも、
後で追加することもできます。
p.46 の 「Veritas Volume Manager の RAID 5 アレイ」 を参照してください。
メモ: VxVM では、専用ディスクグループ上で構成するボリュームに対する RAID 5 レイ
アウトをサポートしていますが、クラスタ環境の共有ディスクグループ上で構成するボリュー
ムに対するレイアウトとしてはサポートしていません。また、VxVM では Veritas Volume
Manager ソフトウェアを使って設定された RAID 5 ボリュームのミラー化もサポートしてい
ません。ただし、ハードウェアで RAID 5 をサポートするディスクデバイスはミラー化できま
す。
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従来の RAID 5 アレイ
従来の RAID 5 アレイでは、複数のディスクが行とカラムで構成されています。カラムは、
アレイ内で同じ順序に配置された複数のディスクです。行は、パリティストライプのストライ
プ幅全体を使ってサポートすることが可能な最小数のディスクです。
図 1-22 に、従来の RAID 5 アレイの行およびカラムの配列を示します。
図 1-22

従来の RAID 5 アレイ

ストライプ 1
ストライプ 3

行0

ストライプ 2
行1

カラム 0

カラム 1

カラム 2

カラム 3

この従来のアレイ構造では、カラムごとに行を追加してアレイを拡張することができます。
ストライプ化は、行 0 のディスクにまたがって最初のストライプを適用し、次に行 1 のディ
スクにまたがって 2 番目のストライプを適用し、次に、行 0 のディスクにまたがって 3 番目
のストライプを適用する、というように実現します。このタイプのアレイでは、すべてのディ
スクカラムおよび行が同じサイズである必要があります。

Veritas Volume Manager の RAID 5 アレイ
Varitas Volume Manager の RAID 5 アレイ構造は、従来のアレイ構造とは異なります。
ディスクと他のオブジェクトが仮想のものなので、VxVM では行を使いません。
図 1-23 に、各サブディスクがディスクの特定領域を表す、変数長サブディスクで構成さ
れるカラムを VxVM が使う方法を示します。
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図 1-23

Veritas Volume Manager の RAID 5 アレイ

ストライプ 1
ストライプ 2
SD

SD
SD

SD

SD

SD

SD

SD

カラム 0

カラム 1

カラム 2

カラム 3

SD =
サブディスク

VxVM では、RAID 5 プレックスの各カラムを、異なる数のサブディスクで構成できます。
指定したカラムのサブディスクは、異なる物理ディスクをもとに作成できます。必要に応じ
て、サブディスクをカラムに追加できます。ストライプ化は、各カラムの最上部の各ディス
クにまたがって最初のストライプを適用し、続いてその次にストライプを適用するというよう
に繰り返して、カラムの最後まで続けます。各カラムには、同じサイズのストライプユニット
を使います。RAID 5 の場合、デフォルトのストライプユニットサイズは 16 KB です。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。
メモ: RAID 5 ボリュームのミラー化は、サポートされていません。
p.310 の 「RAID 5 ボリュームの作成」 を参照してください。

左対称レイアウト
RAID 5 アレイの設定に使えるデータとパリティのレイアウトは複数あります。VxVM での
RAID 5 の実現には、左対称レイアウトを使います。これによって、ランダム I/O 操作と大
規模な連続 I/O 操作の両方の処理効率が最適化されます。ただし、レイアウト選択より、
カラム数とストライプユニットサイズの方が処理効率に大きな影響を与えます。
左対称レイアウトでは、カラムのデータとパリティの両方がストライプ化され、データの各ス
トライプについて、パリティは異なるカラムに配置されます。最初のパリティストライプユニッ
トは、最初のストライプの最も右側のカラムに配置されます。各後続パリティストライプユ
ニットは、前のパリティストライプユニットの位置から 1 つ左のカラムにシフトされた、次の
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ストライプに配置されます。カラムよりストライプが多い場合は、パリティストライプユニット
の配置は一番右のカラムから再度開始されます。
図 1-24 に、5 つのディスク（1 カラムに 1 つずつ）が存在する左対称パリティレイアウトを
示します。
左対称レイアウト

図 1-24
カラム

ストラ
イプ

パリティストライプ
ユニット

0

1

2

3

P0

5

6

7

P1

4

10

11

P2

8

9

15

P3

12

13

14

P4

16

17

18

19

データストライプ
ユニット

各ストライプに対して、データはパリティストライプユニットの右から開始されるように配置
されます。図では、最初のストライプのデータ配置は P0 から、ストライプユニット 0 - 3 ま
で連続的に配置されます。2 番目のデータ配置は P1 から、ストライプユニット 4 までおよ
びストライプユニット 5 - 7 まで連続的に配置されます。残りのストライプについてもこのよ
うにデータが配置されます。
各パリティストライプユニットには、同じストライプ内のデータストライプユニットのデータに
実行された排他的論理和（XOR）演算の結果が保存されています。ハードウェアまたはソ
フトウェアの障害のため、1 つのカラムのデータにアクセスできない場合は、残りのカラム
のデータストライプユニットの内容をそれぞれのパリティストライプユニットに対して XOR
演算することにより、各ストライプのデータを修復できます。
たとえば、一番左のカラムの一部または全部に対応するディスクに障害が生じた場合、ボ
リュームは縮退モードで配置されます。縮退モードでは、ストライプユニット 1 - 3 をパリティ
ストライプユニット P0 に対して XOR 演算してストライプユニット 0 を再作成し、次にストラ
イプユニット 4、6、7 をパリティストライプユニット P1 に対して XOR 演算してストライプユ
ニット 5 を再作成するというように、障害のあるカラムのデータを再作成できます。
RAID 5 プレックスで複数のカラムに障害が生じると、ボリュームは切断されます。ボリュー
ムでは、読み取りまたは書き込み要求を受け付けることができなくなります。障害のあるカ
ラムが修復されると、バックアップからユーザーデータを復元する必要があります。
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RAID 5 ログ
ログを使って、変更とパリティを永続デバイス（ディスク上のボリュームや非揮発性 RAM
など）上のログ領域に即座に記録することにより、修復中のデータの破損を防止します。
ログを記録した後に、新しいデータとパリティがディスクに書き込まれます。
ログを記録しないと、RAID 5 ボリュームのディスクとシステムの両方に障害が生じた場合、
アクティブな書き込みに関与していないデータが損失したり、知らないうちに破損する可
能性があります。このように 2 重に障害が生じた場合、ディスクのデータ部分に書き込ま
れたデータやパリティ部分に書き込まれたパリティが実際に書き込まれたかどうかを知る
ことができません。したがって、破損されたディスクのリカバリ自体も破損されている可能
性があります。
図 1-25 に、3 つのディスク（A、B、C）上に設定された RAID 5 ボリュームを示します。
図 1-25

RAID 5 ボリュームへの不完全な書き込み

ディスク A

ディスク B

書き込みが
完了したデ
ータ

ディスク C

破損された
データ

不完全なパ
リティ書き
込み

このボリュームで、ディスク B の破損したデータを修復できるかどうかは、ディスク A のデー
タとディスク C のパリティが完全であるかどうかで決まります。ただし、ディスク A へのデー
タ書き込みのみが完了しています。ディスク C へのパリティ書き込みが不完全なため、
ディスク B のデータが不正確に復元される可能性があります。
この障害は、すべてのデータとパリティの書き込みをログに記録してからアレイに書き込
むことで回避できます。この方法では、障害のあるドライブを復元する前に、ログを再生す
ることにより、データとパリティの更新を完了できます。
サブディスクをログプレックスとして追加することにより、ログは RAID 5 ボリュームに関連
付けられます。各 RAID 5 ボリュームに、複数のログプレックスを作成できます。この場合、
ログ領域はミラー化されます。
p.341 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

階層化ボリューム
階層化ボリュームは、他のボリュームの上に構築される Veritas Volume Manager 仮想
オブジェクトです。階層化ボリューム構造では、標準ボリューム構造より障害に対して強
く、冗長性にも優れています。たとえば、ストライプ化ミラー階層化ボリュームの場合、各ミ
ラー（プレックス）はより小さなストレージを対象とするため、リカバリは標準的なミラーボ
リュームより速くなります。
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図 1-26 に、下位のミラーボリュームから構築されているサブディスクで各カラムが表され
る標準的なストライプ化ミラー階層化ボリュームを示します。
図 1-26

ストライプ化ミラー階層化ボリュームの例
vol01

ストライプ化
ミラー
ボリューム
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プレックス
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サブディスク

vop01

vop02

階層化ミラー
サブボリューム

disk04-01

disk05-01

disk06-01

disk07-01

コンカチネイテ
ッドプレックス

disk04-01

disk05-01

disk06-01

disk07-01

VM ディスクの
サブディスク

ユーザーは、ユーザー管理領域にあるボリュームとストライプ化プレックスを使って、VxVM
で通常のタスクを実行することができます。ユーザータスクは、階層化ボリュームの最上
位ボリュームでのみ実行されます。
VxVM の管理領域にある下位ボリュームは VxVM により排他的に使われ、ユーザーに
よる操作はできません。内部構造を操作して階層化ボリュームを切断したり、下位ボリュー
ムで他の操作を実行することはできません。必要な操作（ボリュームのサイズ変更、カラム
幅の変更、カラムの追加など）はすべて、最上位ボリュームとストライプ化プレックスを含
むユーザー管理領域で実行できます。
システム管理者は、トラブルシューティングやその他の処理（たとえば、特定のディスクに
データを配置するなど）のために、階層化ボリューム構造を操作できます。階層化ボリュー
ムは、次のタスクと操作を実行するために VxVM で使われます。
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ストライプ化ミラーの作成

p.309 の 「ストライプ化ミラーボリュームの作成」 を参照
してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。

連結ミラーの作成

p.302 の 「連結ミラーボリュームの作成」 を参照してく
ださい。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。

オンライン再レイアウト

p.51 の 「オンライン再レイアウト」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。
vxrelayout（1M）マニュアルページを参照してくだ
さい。

RAID 5 サブディスクの移動

vxsd（1M）マニュアルページを参照してください。

スナップショットの作成

p.363 の 「ボリュームスナップショットについて」 を参照
してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

オンライン再レイアウト
オンライン再レイアウトを使うと、データアクセスを中断することなく、VxVM 内のストレー
ジレイアウトを変換することができます。通常、ボリュームの冗長性またはパフォーマンス
特性を変更する場合に、この操作を実行します。VxVM では、データを複製する（ミラー
化）か、パリティを追加する（RAID 5）ことによって、ストレージの冗長性を確保します。
VxVM のストレージのパフォーマンス特性は、ストライプ化のパラメータを変更することに
よって変更できます。このパラメータはカラム数とストライプ幅です。
p.353 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を参照してください。
p.360 の 「階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換」 を参照してください。

オンライン再レイアウトの動作方法
オンライン再レイアウトを使うと、データアクセスを妨げることなく、すでに作成したストレー
ジレイアウトを変更することができます。特定のレイアウトの処理効率特性を、変更した必
要条件に合うように変更できます。1 つのコマンドを呼び出して、あるレイアウトを別のレイ
アウトに変換できます。
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たとえば、ストライプユニットサイズが 128 KB に設定されたストライプレイアウトで最適の
処理効率が得られない場合は、再レイアウトを使って、ストライプユニットサイズを変更で
きます。
ボリューム上にマウントされたファイルシステム（Veritas File System など）がオンライン
での拡大操作と縮小操作をサポートしている場合は、この変換を実行するために、ファイ
ルシステムのマウントを解除する必要はありません。
オンライン再レイアウトでは、既存のストレージ領域を再利用し、新しいレイアウトのニーズ
に応える領域割り当てポリシーがあります。レイアウト変換プロセスでは、ディスクグルー
プで利用できる最小限の一時使用領域を使って、所定のボリュームが指定されたレイア
ウトに変換されます。
ソースレイアウトのデータを一度に一部ずつ指定されたレイアウトに移動して、変換が実
行されます。データはソースボリュームから一時使用領域にコピーされ、その部分がソー
スボリュームストレージから削除されます。すると、ソースボリュームストレージは新しいレ
イアウトに変換され、一時使用領域に保存されているデータが新しいレイアウトに書き込
まれます。この操作は、ソースボリュームのすべてのストレージとデータが新しいレイアウ
トに変換されるまで繰り返されます。
再レイアウトで使われる一時使用領域のデフォルトサイズは、ボリュームのサイズや再レイ
アウトのタイプによって異なります。50 MB を超えるボリュームの場合、必要な一時使用
領域は通常、ボリュームのサイズの 10%（50 MB - 1 GB）になります。50 MB 未満のボ
リュームの場合は、ボリュームと同サイズの一時使用領域が必要です。
ディスクグループ内に一時使用領域用の空き領域が十分に存在しない場合は、必要な
ブロック数を示す次のエラーメッセージが表示されます。
tmpsize too small to perform this relayout (nblks minimum required)
tmpsize 属性を vxassist に使って、一時使用領域に使うデフォルトサイズを上書きで

きます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

一時使用領域と同様に、ストライプボリュームのカラムのサイズを拡大するには、一時使
用中間ボリュームに領域が必要になります。ターゲットボリュームとソースボリュームのカラ
ムのサイズの差に相当する領域が必要です。たとえば、30 GB の 5 つのカラムで構成さ
れる 150 GB のストライプボリュームを、50 GB の 3 つのカラムに再レイアウトするには、
一時使用の追加領域として 20 GB が必要になります。場合によっては、必要な一時使用
領域はより大きくなります。たとえば、5 つのカラムで構成される 150 GB のストライプボ
リュームを、連結ボリューム（実際には 1 つのカラム）に再レイアウトするには、一時使用
の中間ボリュームとして 120 GB が必要になります。
実行する再レイアウトのタイプによっては、再レイアウト先のボリュームに追加の永続ディ
スク領域が必要になります。たとえば、ストライプボリュームのカラム数を変更した場合が
これに該当します。
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図 1-27 に、カラム数を減らすことによってボリュームに必要なディスク数が増加するケー
スを示します。
ボリューム内のカラム数を減らす例

図 1-27

各カラムのサイズが L の 5 つのカラム

各カラムのサイズが 5L/3 の 3 カラム

ボリュームのサイズは変わりませんが、カラムの 1 つの拡張先としてディスクを 1 つ追加
する必要があるので注意してください。
オンライン再レイアウトを使って実行できる操作の例を次に示します。
■

RAID 5 ボリュームを連結ボリューム、ストライプボリュームまたは階層化ボリュームか
ら削除します。
図 1-28 に、レイアウトを RAID 5 ボリュームに適用する例を示します。
RAID 5 ボリュームをストライプボリュームに再レイアウトする例

図 1-28

RAID-5 ボリューム

ストライプボリューム

パリティを削除すると、ボリュームに必要なストレージ領域の総量が減少します。
■

パリティをボリュームに追加して、RAID 5 ボリュームに変更します。
図 1-29 に例を示します。

図 1-29

連結ボリュームを RAID 5 ボリュームに再レイアウトする例

連結
ボリューム
RAID-5 ボリューム

パリティを追加すると、ボリュームに必要なストレージ領域の総量が増加します。
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■

ボリューム内のカラム数を変更する場合。
図 1-30 に、カラム数を変更する例を示します。

図 1-30

ボリューム内のカラム数を増やす例

2 つのカラム

3 つのカラム

ボリュームのサイズを保つためにカラムサイズが縮小されます。
■

ボリューム内のカラムストライプ幅を変更する場合。
図 1-31 に、カラムのストライプ幅を変更する例を示します。

図 1-31

ボリューム内のカラムのストライプ幅を増加する例

p.353 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を参照してください。
p.354 の 「可能な再レイアウト変換」 を参照してください。

オンライン再レイアウトの制限
オンライン再レイアウトには次の制限があることに注意してください。
■

ログプレックスは変換できません。

■

ボリュームスナップショットは、ボリューム上でオンライン再レイアウト操作が実行されて
いるときは作成できません。

■

オンライン再レイアウトでは、単一の操作で非階層化ミラーボリュームが作成できませ
ん。vxassist relayout または vxrelayout コマンドに mirror-stripe または
mirror-concat などの非階層化ミラーレイアウトを指定しても、常に階層化ミラーボ
リュームが作成されます。vxassist convert コマンドを使って、再レイアウトで作成
された階層化ミラーボリュームを非階層化ボリュームに変換してください。
p.360 の 「階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換」 を参照してください。

■

オンライン再レイアウトは、vxassist コマンドまたは Veritas Enterprise
Administrator（VEA）を使って作成されたボリュームにのみ使えます。

第 1 章 Veritas Volume Manager について
オンライン再レイアウト

■

一般的な仕様上の制限事項として、変換先レイアウトを作成するために必要な最小
数の物理ディスクが適用されます。たとえば、ミラーボリュームには少なくともミラーと
同数のディスクが必要です。ストライプボリュームおよび RAID 5 ボリュームには少な
くともカラムと同数のディスクが必要です。ストライプ化ミラーボリュームには少なくとも
ミラー数にカラム数をかけたものと同数のディスクが必要です。

■

レイアウト変換を適用するには、ミラーボリューム内のプレックスに同じストライプ幅とカ
ラム数が必要です。各プレックスのレイアウトが一致しない限り、再レイアウトは実行で
きません。

■

RAID 5 ボリュームが関与するオンライン再レイアウトは、クラスタ環境の共有可能ディ
スクグループではサポートされていません。

■

オンライン再レイアウトでは、スパースプレックスを変換できません。また、プレックスを
分散させることもできません（スパースプレックスは、ボリュームと同じサイズのプレック
スではありません。また、どのサブディスクにもマップされていない領域があるプレック
スです）。

■

ミラーボリューム内のミラー数は、再レイアウトでは変更できません。

■

一度にボリュームに適用できるレイアウトは 1 つだけです。

変換の特性
データをあるレイアウトから別のレイアウトへ変換するには、データを既存のレイアウトから
新しいレイアウトに再配置する必要があります。変換中、オンライン再レイアウトでは、使う
一時使用領域をミラー化して、データの冗長性を保持します。変換中は、データの読み
取りおよび書き込みアクセスは割り込まれません。
変換中にシステムに障害が生じても、データは破損されません。システムが復元された後
も変換は続行され、読み取りおよび書き込みアクセスは維持されます。
いつでもレイアウト変換プロセスをリバースできますが、データは以前の正確なストレージ
位置に返されない場合もあります。リバースを実行する前に、ボリューム内の既存の変換
処理を停止する必要があります。
vxrelayout status volume コマンドを使って、変換方向を指定できます。

データを移動するための十分な冗長性と領域があれば、これらの変換処理は I/O 障害
から保護されます。

変換とボリュームのサイズ
レイアウト変換によっては、ボリュームのサイズが増減します。このような状態が生じたら、
オンライン再レイアウトで vxresize コマンドを使って、ファイルシステムを縮小または拡
大します。
p.343 の 「ボリュームのサイズ変更」 を参照してください。
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ボリュームの再同期
データを冗長性を持って保存したり、ミラーボリュームまたは RAID 5 ボリュームを使う場
合、VxVM は、データのすべてのコピーが完全に一致するようにします。ただし、ある状
況下では（通常、全体的なシステム障害のため）、ボリューム上の冗長データの一貫性が
失われたり、同期化されないことがあります。ミラーデータは、もとのデータと厳密に同じ
ではありません。このような状況は、通常の設定変更（プレックスの切断および再接続な
ど）の他、データがボリュームに書き込まれている最中にシステムがクラッシュしたときなど
に、生じることがあります。
データは、RAID 5 ボリュームのデータとパリティのように、並行してボリュームのミラーに
書き込まれます。個々の書き込みが完了する前にシステムがクラッシュした場合は、完了
している書き込みと完了していない書き込みが生じることがあります。このため、データが
同期化されないことがあります。ミラーボリュームの場合、読み取り要求を満たすために異
なるミラーが使われると、ボリュームの同じ領域からの 2 つの読み取りが異なる結果を返
すことがあります。RAID 5 ボリュームの場合、パリティが破損し、不正なデータが復元さ
れることになります。
このような状況では、VxVM では、すべてのミラーが正確に同じデータを持ち、RAID 5
ボリュームのデータとパリティが一致するように操作する必要があります。このプロセスを
ボリュームの再同期と呼びます。起動時に自動的にインポートされるディスクグループ（通
常、システム全体で予約済みのディスクグループとしてエイリアスが設定されるディスクグ
ループ bootdg）の一部であるボリュームでは、システムが再ブートすると、再同期プロセ
スが実行されます。
すべてのボリュームで、システム障害後の再同期を必要とするわけではありません。書き
込みがされたことのないボリュームや休止状態の（すなわち、有効な I/O がない）ボリュー
ムは、システム障害が生じたとき未処理の書き込みがないため、再同期の必要はありませ
ん。

ダーティフラグ
VxVM はボリュームが最初に書き込まれると、それを記録し、ダーティとして設定します。
ボリュームについてすべてのプロセスが終了したか、ボリュームが管理者によってクリーン
な状態で停止され、すべての書き込みが完了している場合、VxVM はそのボリュームの
ダーティフラグを削除します。システムの再ブート時に、ダーティとして設定されているボ
リュームのみ再同期が必要です。

再同期プロセス
再同期のプロセスはボリュームタイプによって異なります。RAID 5 ログを含む RAID 5 ボ
リュームは、これらのログを再生できます。ログが利用できない場合、ボリュームは復元リ
カバリモードとなり、すべてのパリティが再生成されます。ミラーボリュームの場合は、ボ
リュームがリカバリモード（読み取り-ライトバックリカバリモードとも呼びます）となり再同期
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が実行されます。ボリューム内のデータの再同期は、バックグラウンドで実行されます。そ
のため、リカバリ実行中でもボリュームを使えます。
再同期のプロセスは、システムの処理効率に影響を与える可能性があります。リカバリプ
ロセスを実行すると、特定のディスクやコントローラにストレスを与えないように、リカバリが
分散され、この影響が軽減されます。
大規模なボリュームや多数のボリュームの場合、再同期プロセスに時間がかかることがあ
ります。これらの影響は、ミラーボリュームに DRL（dirty region logging）と FastResync
（高速ミラー再同期）を使うか、RAID 5 ボリュームに有効な RAID 5 ログを設定することで
対処できます。
p.57 の 「DRL」 を参照してください。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
データベースアプリケーションで使う RAW ボリュームについては（データベースベンダー
がサポートしている場合は）SmartSync 機能を使えます。
p.58 の 「SmartSync Recovery Accelerator」 を参照してください。

DRL
DRL（dirty region logging）を有効にすると、システムクラッシュ後のミラーボリュームの
リカバリが高速化されます。DRL では、ミラーボリュームへの I/O 書き込みのために変更
された領域を記録します。DRL ではこの情報を使って、ボリュームの必要な部分のみを
修復します。
DRL を使っておらずシステムに障害が生じた場合は、ボリュームのすべてのミラーを復元
して整合性のある状態にする必要があります。ミラーからボリュームの全内容がコピーさ
れて、リストアが完了します。このプロセスは長くかかり、I/O を集約的に使います。また、
すでに整合性のあるボリュームの領域を修復する必要もあります。
メモ: DRL を使うと、大部分の書き込みアクセスパターンで I/O 負荷が少し増加します。
バージョン 20 の DCO ボリュームをボリュームに関連付けた場合、DCO ボリュームの一部
を使って DRL ログを保存できます。バージョン 20 の DCO ボリュームが存在するボリュー
ム用に、DRL ログを個別に作成する必要はありません。
p.65 の 「DCO ボリュームのバージョン管理」 を参照してください。

DRL
DRL ではボリュームを連続した領域の集合に論理的に分割し、ログをディスクに維持しま
す。ここで、各領域は 1 つのステータスビットで表されます｡このログには、書き込みがペ
ンディング状態になっているボリュームの領域が記録されます。データが領域に書き込ま
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れる前に、DRL ではログ内の対応するステータスビットをダーティとして設定します。処理
効率を向上させるために、領域へ書き込みのためにアクセスされる直前まで、ログビット
はダーティとして設定されたままになります。このように領域のログビットがダーティに設定
されているため、同じ領域への書き込みをただちに実行することができます。
クラッシュ後にシステムを再起動する場合、VxVM は DRL でダーティと設定されたボ
リューム領域のみを修復します。

ログサブディスクとログプレックス
DRL ログサブディスクは、有効になったミラーボリュームの DRL を保存します。DRL が有
効になったボリュームには、少なくとも 1 つのログサブディスクが存在します｡複数のログ
サブディスクを使って DRL をミラー化できます。各ログサブディスクは、ボリュームのプレッ
クスの 1 つと関連付けられます。各プレックスに配置できるログサブディスクは 1 つのみ
です。プレックスにログサブディスクのみがあり、データサブディスクがない場合、そのプ
レックスはログプレックスと呼ばれます。
ログサブディスクは、データサブディスクを含む通常のプレックスと関連付けることもできま
す。この場合、プレックスをそのデータサブディスクの 1 つでの障害のために切断する必
要があるときは、ログサブディスクが利用できなくなる可能性があります。
vxassist コマンドを使って DRL を作成すると、デフォルトで 1 つのログサブディスクを

含むログプレックスが作成されます。DRL は、ログサブディスクを作成し、それをプレック
スに関連付けて、手動で設定することもできます。その場合、プレックスにはログとデータ
サブディスクの両方が含まれます。

シーケンシャル DRL
データベースログの再生に使うボリュームなどのボリュームは、連続して書き込まれるた
め、DRL ビットの遅延書き込みのパフォーマンスに対する効果はありません。これらのボ
リュームには、シーケンシャル DRL を使って、遅延書き込みを防ぎ、ダーティリージョン
数を抑えることができます。これによって、クラッシュが生じたとき迅速に修復できます。た
だし、シーケンシャル DRL をランダムに書き込まれたボリュームに適用すると、実行でき
る並行書き込み数が制限されるため、処理効率の障害となることがあります。
p.339 の 「ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加」 を参照してください。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。

SmartSync Recovery Accelerator
Veritas Volume Manager の SmartSync 機能によって、変更データのみ再同期するこ
とで、ミラーデータベースボリュームの可用性が増加します（ミラーデータベースの再同期
プロセスは、リシルバリングと呼ばれることもあります）。SmartSync によって、ミッションク
リティカルなアプリケーションの I/O 帯域幅をより多く利用できるようにすることで、データ
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ベースの一貫性を復元するために必要な時間が短縮されます。（データベースベンダー
がサポートしている場合）、SmartSync 機能では、VxVM ボリュームとデータベースソフ
トウェア間のインターフェースを拡張して、ミラー再同期中の不必要な作業を回避できま
す。たとえば、Oracle® は、自動的に SmartSync を利用して、使用可能なときにデータ
ベースの再同期を実行します。
メモ: Veritas Volume Manager の SmartSync 機能が適用されるのは、raw ボリューム
上に設定されたデータベースのみです。ファイルシステムを含むボリュームでは SmartSync
機能を使えません。このようなボリュームには、Veritas File System（VxFS）の Oracle
データベースリシルバリング機能などの別の方法を使ってください。
SmartSync を使うには、ボリュームを正しく設定する必要があります。VxVM では、次の
2 つのボリュームタイプをデータベースで使います。
■

データボリュームは、データベース（コントロールファイルとテーブルスペースファイル）
が使う他のすべてのボリュームです。

■

REDO ログボリュームには、データベースの REDO ログが保存されています。

SmartSync はこれら 2 つのタイプのボリュームに対して異なる動作をします。そのため、
以下の項の説明に従ってこれらのボリュームを正しく設定する必要があります。

データボリュームの設定
データボリュームの修復は、システムの起動時ではなく、データベースソフトウェアが起動
したときに実行されます。これによって、システムを再ブートした場合、データボリュームの
リカバリが全体に影響しないようにします。リカバリはデータベースによって制御されるた
め、ボリュームのリカバリ時間はデータベースのリシルバリング時間（すなわち、REDO ロ
グを再生するのに必要な時間）となります。
データベースでは独自のログを保存しているため、VxVM がログを取る必要はありませ
ん。データボリュームは、DRL のないミラーボリュームとして設定する必要があります。こ
れによって、リカバリ時間が改善されるだけでなく、DRL によるランタイムの I/O オーバー
ヘッドが回避され、通常のデータベース書き込みアクセスを向上させます。

REDO ログボリュームの設定
REDO ログは、データベースのデータの変更ログです。データベースでは、REDO ログ
への変更を管理していないため、リシルバリングが必要な REDO ログの範囲情報は提供
できません。REDO ログは連続書き込みが実行されますが、それに対し従来の DRL はラ
ンダム書き込みデータに対して最も有効なので、REDO ログのリカバリ時間を短縮するた
めには使用を抑える必要があります。ただし、VxVM では、DRL 機能の動作を変更して、
連続アクセスパターンを適用することにより、ダーティリージョン数を低下させ、連続書き
込みに最適化させることができます。シーケンシャル DRL は、リカバリに必要なデータ量
を削減し、システムに与えるリカバリ時間の影響を軽減します。
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REDO ログに対して強化された機能を使うと、データベースソフトウェアから VxVM にボ
リュームを REDO ログとして使うことを認識させることができます。これにより、VxVM はボ
リュームの DRL 動作を変更して、連続アクセスパターンを使ってログを再生できます。以
上のようなリカバリ時間の短縮方法は DRL に依存しているため、REDO ログボリュームを
シーケンシャル DRL とともにミラーボリュームとして設定する必要があります。
p.58 の 「シーケンシャル DRL」 を参照してください。

ボリュームスナップショット
Veritas Volume Manager 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。
ボリュームスナップショットとファイルシステムのスナップショットを混同しないように注意し
てください｡後者は、Veritas File System のポイントインタイムイメージを指しています。
図 1-32 に、特定時点でのもとのボリュームのコピーがスナップショットボリュームにどのよ
うに反映されるかを示します。
図 1-32

時間

ボリュームの point-in-time イメージとしてのボリュームスナップショッ
ト

T1

もとのボリューム

T2

もとのボリューム

スナップショットボ
リューム

T2 の時点でスナップショ
ットボリュームが作成され
る

T3

もとのボリューム

スナップショットボ
リューム

スナップショットボリュー
ムは T2 の時点で取り込ん
だイメージを保持する

T4

もとのボリューム

スナップショットボ
リューム

T4 の時点でスナップショ
ットボリュームが更新され
る

もとのボリュームからスナップ
ショットボリュームを同期

もとのボリュームの内容を変更しても、スナップショットボリュームを使って変更前の時点
でのもとのボリュームの内容を保持できます。
スナップショットボリュームは、安定した独立の情報ベースとして、もとのボリュームの内容
のバックアップや、意思決定支援システムなどの他のアプリケーションに活用できます。
この図では、後でスナップショットボリュームの内容がもとのボリュームと再同期されます。
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また、スナップショットボリュームは、もとのボリュームの内容を復元することにも使えます。
何らかの理由でもとのボリュームの内容が破損した場合には、スナップショットボリューム
を使うと便利です。
警告: スナップショットボリュームにデータを書き込むと、もとのボリュームの内容の復元に
は使えなくなります。
VxVM の従来のボリュームスナップショットは、サードミラーブレークオフタイプです。サー
ドミラーブレークオフという名称はミラーボリュームにスナップショットプレックス（サードミ
ラー）を付加する実装方法に由来しています。付加されたスナップショットプレックスの内
容はボリュームのもとのプレックスと同期されます。スナップショットプレックスは、同期の完
了後にスナップショットボリュームとして切断し、バックアップアプリケーションや意思決定
支援アプリケーションで使えます。後でもとのボリュームにスナップショットプレックスを再
接続するには、その内容を完全に再同期する必要があります。
p.365 の 「従来のサードミラーブレークオフスナップショット」 を参照してください。
もとのボリュームへの書き込みを追跡する FastResync 機能が導入されました。この追跡
機能が導入されたおかげで、部分的な再同期を実行するだけで済むようになり、スナッ
プショットプレックスの再接続が非常に短時間でできるようになりました。新しいリリースで
は、スナップショットモデルの機能が拡張され、スナップショットボリュームを複数のプレッ
クスで構成したり、スナップショットボリュームのプレックスの一部を再接続したり、システム
やクラスタの再ブート後も FastResync を維持できるようになっています。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
VxVM のリリース 4.0 では、フルサイズインスタントスナップショットおよび領域最適化イン
スタントスナップショットが導入されています。これらのスナップショットは、すぐに使用可
能で、設定と管理が容易であるなど、従来のサードミラースナップショットを上回る利点を
備えています。フルサイズスナップショットではサードミラーブレークオフモデルも使えま
す。書き込みを集中的に行うアプリケーションではこのモデルを使う必要があります。
p.366 の 「フルサイズインスタントスナップショット」 を参照してください。
p.368 の 「領域最適化インスタントスナップショット」 を参照してください。
p.369 の 「サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーション」 を参照してくださ
い。
p.370 の 「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」 を参照してください。
p.62 の 「スナップショット機能の比較」 を参照してください。
p.363 の 「ボリュームスナップショットについて」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。
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スナップショット機能の比較
表 1-1 では、VxVM でサポートされる各種スナップショットの機能を比較します。
表 1-1

サポートされるスナップショットの種類別の機能の比較

スナップショットの機能

フルサイズイン
スタントスナッ
プショット
（vxsnap）

領域最適化イ
ンスタントス
ナップショット
（vxsnap）

ブレークオフス
ナップショット
（vxassist また
は vxsnap）

作成後にすぐに使用可能

はい

はい

いいえ

必要なストレージ領域がもとのボリュームよ いいえ
り少なくて済む

はい

いいえ

もとのボリュームに再接続可能

いいえ

はい

もとのボリュームの内容の復元に使用可能 はい

はい

はい

再接続せずに、すぐに更新可能

はい

はい

いいえ

スナップショット階層を分割可能

はい

いいえ

いいえ

もとのボリュームから別のディスクグループ はい
に移動可能

いいえ

はい

独立したボリュームに変更可能

はい

いいえ

はい

システムやクラスタを再ブートしても
FastResync 機能が無効にならない

はい

はい

はい

同期処理を制御可能

はい

いいえ

いいえ

はい

フルサイズスナップショットは、従来のサードミラーブレークオフスナップショットよりも設定
が容易で、柔軟に使えます。新しいボリュームには、vxassist コマンドを使うよりも vxsnap
コマンドを使い設定されたスナップショットの方をお勧めします。インスタントスナップショッ
トを使えるように従来のボリュームを再設定することもできますが、これには従来のサード
ミラースナップショットモデルを前提とした管理スクリプトを書き替える必要もあります。
ストレージ領域を重視する場合でも、領域最適化インスタントスナップショットを設定する
ことができますが、サポートされる機能は減少します。たとえば、領域最適化スナップショッ
トを独立したボリュームに変更したり、オフホスト処理用の別のディスクグループに移動す
ることはできません。
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FastResync
メモ: この機能を使うには、ライセンスが必要です。
FastResync（以前の高速ミラー再同期、すなわち FMR）を実行すると、STALE 状態のミ
ラー（同期化されていないミラー）が迅速かつ効率的に再同期されます。これにより、VxVM
のスナップショット機構の効率が改善され、バックアップや意思決定支援システム（DSS）
アプリケーションなどの操作処理速度が向上します。通常、これらの操作ではボリューム
が休止状態である必要があり、システム上の他のアクティビティによるボリュームへの更新
に操作が妨害されないようにする必要があります。これらの目標を達成するため、VxVM
のスナップショット機構では、即座にプライマリボリュームの正確なコピーが作成されます。
スナップショットが作成されると、もととなるボリュームとは関係なくスナップショットにアクセ
スできます。ストレージへのアクセスを共有するクラスタ VxVM 環境では、異なるノードか
らスナップショットにアクセスすると、スナップショットのリソース競合とパフォーマンスの負
荷を排除できます。
p.351 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。

FastResync の機能強化
FastResync により、VxVM には次の機能強化が提供されます。
高速ミラー再同期

FastResync では、ミラー化されていなかった時の保存データの
更新を記録することにより、ミラー再同期を最適化します（ミラー
がボリュームから切断されて使えない状況は、エラーの結果
VxVM により自動的に切断される場合と、管理者が vxplex や
vxassist などのユーティリティを使って、直接ボリュームから切
断している場合があります。ミラーの回復は、vxrecover または
vxplex att 操作により、以前切断されたもとのボリュームに再
接続する処理です）。ミラーが使えるようになった任意の時点で、
更新データのみを再適用して再同期させることができます。これ
は、保存データすべてをミラーにコピーする従来のミラー回復に
比べて手間がかかりません。
FastResync がボリュームで有効になっても、ミラーの管理方法
は変更されません。明らかな影響は、修復処理がより迅速に完了
することのみです。

スナップショットの再利用

FastResync によって、スナップショットを破棄するのではなく、こ
れを更新し再利用することができます。スナップショットプレックス
を、もとのボリュームに迅速に再度関連付けること（スナップバッ
ク）ができます。これによって、VxVM のスナップショット機能に依
存するバックアップなどのサイクル処理を実行するために必要な
システムの負荷が軽減されます。
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非永続 FastResync
非永続 FastResync は、メモリ上に FastResync で使う変更マップ（DCO マップ）を割り
当てます。非永続 FastResync が有効な場合は、もとのボリュームと各スナップショットボ
リュームについて個別の FastResync マップが保存されます。DRL（Dirty Region Log）
と異なり、このマップはディスクや永続保存領域には保存されません。ディスク更新を実
行する必要がないため、FastResync マップの更新によって I/O の処理効率はほとんど
影響を受けないという利点があります。ただし、システムを再ブートすると、マップ内の情
報が失われるため、スナップバック実行時に全体を再同期させることが必要となります。ク
ラスタ共有のディスクグループ内のボリュームについては、クラスタ内の最低 1 つのノー
ドがメモリ中に DCO マップを保存していればこの限りではありません。ただし、高可用性
（HA）環境でノードがクラッシュした場合は、親ボリュームに再接続するときにスナップショッ
トミラー全体を再同期させる必要があります。

非永続 FastResync とスナップショットの動作方法
VxVM のスナップショット機能は、FastResync の変更記録機能を利用して、スナップ
ショットプレックスが作成された後、もとのボリュームに対する更新を記録します。スナップ
ショットを作成した後、snapback オプションを使ってスナップショットプレックスを再接続し
ます。スナップショットが作成される前に FastResync がボリューム上で有効になってお
り、スナップショットが再接続されるまで一度も無効になっていない場合は、FastResync
が記録する更新を適用して、スナップバック中にボリュームが再同期されます。これによ
り、ボリュームの再同期に必要な時間が大幅に短縮されます。
非永続 FastResync は、メモリ内のマップを使って更新を記録します。マップ内の各ビッ
トは、ボリューム内のアドレス領域の連続ブロック数を表します。マップのデフォルトサイズ
は 4 ブロックです。チューニングパラメータ vol_fmr_logsz を使って、マップの最大ブ
ロックサイズを制限できます。
p.552 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。

永続 FastResync
非永続 FastResync と異なり、永続 FastResync はディスク上に FastResync マップを保
持しているため、システムの再ブート、システムのクラッシュ、クラスタのクラッシュの場合も
失われません。永続 FastResync は、ボリュームとそのスナップショットボリュームが異な
るディスクグループに移された後も、その関係を記録できます。このため、ディスクグルー
プが再結合された場合にはスナップショットプレックスの高速な再同期を実行できます。
この機能は、非永続 FastResync ではサポートされていません。
p.241 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
永続 FastResync がボリュームまたはスナップショットボリュームで有効な場合、データ変
更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームがボリュームに関連付けられます。
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DCO ボリュームのバージョン管理
VxVM 4.0 では DCO ボリュームの内部レイアウトが変更され、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などの新機能がサポートされてい
ます。DCO ボリュームレイアウトはバージョン管理の対象になっているため、VxVM ソフト
ウェアでは従来のバージョン 0 のレイアウトも引き続きサポートされます。ただし、ボリュー
ムのインスタントスナップショットを作成する場合は、そのボリュームにバージョン 20 の
DCO ボリュームを設定する必要があります。Veritas Volume Manager のリリースで将来
的には、新バージョンの DCO ボリュームレイアウトが導入される可能性もあります。
p.334 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。

バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト
VxVM の以前のリリースでは、DCO オブジェクトは FastResync マップに関する情報の
みを管理していました。これらのマップは、もとのボリュームと最後の snapshot 操作以降
最大 32 個のスナップショットボリュームへの書き込みを記録します。ディスク上の DCO
ボリュームの各プレックスには 33 個のマップが保持されます。各マップのサイズは、デ
フォルトでは 4 ブロックです。
永続 FastResync は、ディスク上のバージョン 0 の DCO ボリュームのマップを使って更
新を記録します。非永続 FastResync の場合、マップ内の各ビットはボリュームのアドレ
ス領域の 1 つの領域（連続ブロック数）を表します。各マップのサイズは、ボリュームの作
成時に vxassist コマンドに dcolen 属性を指定することによって変更できます。dcolen
のデフォルトのサイズは 132 ブロック（1 ブロック当たり 512 バイト）です（プレックスには
33 のマップが含まれ、各マップのサイズは 4 ブロックです）。より大きなマップサイズを使
うには、希望のマップサイズに 33 をかけて、指定する dcolen 値を計算します。たとえ
ば、8 ブロックのマップを使うには、dcolen=264 と指定します。可能な最大マップサイズ
は 64 ブロックで、dcolen 値で言えば 2112 ブロックに相当します。
DCO プレックスのサイズは、ディスクグループアラインメントの整数倍に切り上げられます。
CDS（Cross-platform Data Sharing）機能をサポートするディスクグループのアラインメ
ントの値は 8 KB となります。それ以外のアラインメントの値は 1 ブロックです。
バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウトに対しては、vxassist コマンドを使って管理
する従来の（サードミラー）ボリュームスナップショットのみがサポートされます。フルサイズ
インスタントスナップショットと領域最適化インスタントスナップショットはサポートされてい
ません。

バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト
VxVM のリリース 4.0 以上では、DCO オブジェクトは、FastResync マップの管理だけで
なく、DRL リカバリマップとコピーマップと呼ばれる特殊なマップの管理にも使われます。
コピーマップを使うと、システムがクラッシュしても、インスタントスナップショットの操作を正
常に再開できます。
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p.57 の 「DRL」 を参照してください。
マップ内の各ビットは、ボリュームのアドレス空間内における領域（連続したブロックの数）
と対応付けられています。各領域は、マップ内の変更を記録するボリュームの最小単位
と対応付けられています。単位領域内の任意の場所で 1 バイトでも書き込みを行うと、そ
の領域が対応付けられている空間全体に書き込んだ場合と同じように扱われます。
バージョン 20 の DCO ボリュームのレイアウトにはアキュムレータが格納されており、そこ
には DRL マップとボリュームの単位領域ごとの更新状態を表すマップ（per-region state
map）が格納されています。さらに DCO ボリュームには、（デフォルトで）32 個の 1 ボリュー
ムあたりのマップ（汎用マップ）（per-volume maps）も格納されています。この 32 個の
マップの中には I/O エラーが発生したとき、カーネルがボリュームを切断する際に、以後
のボリュームの状態を追跡するために使うマップと DRL リカバリマップが含まれます。残
り 30 個の 1 ボリュームあたりのマップ（汎用マップ）（デフォルト）は、スナップショットへの
書き込みを追跡するためか、コピーマップとして使われます。DCO ボリュームのサイズは、
追跡に必要な領域のサイズと 1 ボリュームあたりのマップ（汎用マップ）の数
（number_of_per-volume maps）によって決まります。DCO ボリューム内の領域のサイ
ズ（region_size）と 1 ボリュームあたりのマップ（汎用マップ）の数は、どちらもスナップショッ
トで使うボリュームを準備するときに設定できます。領域のサイズは 16 KB 以上の 2 の累
乗の値にする必要があります。
アキュムレータのサイズは 1 個の 1 ボリュームあたりのマップ（汎用マップ）のサイズの約
3 倍であるため、DCO ボリューム内の各プレックスのサイズ（DCO_plex_size）は次の計
算式で概算できます。
DCO_plex_size = ( 3 + number_of_per-volume_maps ) * map_size

ここで各マップのサイズ（map_size）（バイト）は次のとおりです。
map_size = 512 + ( volume_size / ( region_size * 8 ))

8 KB の倍数に切り上げます。各マップには 512 バイトのヘッダーが含まれていることに
注意します。
メモ: volume_size にはボリュームサイズを代入します。
デフォルトの値を使って、1 ボリュームあたりのマップ（汎用マップ）数が 32、領域のサイ
ズが 64 KB とすると、10 GB のボリュームで必要なマップのサイズは 24 KB となり、DCO
ボリュームの各プレックスでは 840 KB のストレージが必要になります。
メモ: バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウトでは、vxsnap コマンドで管理するフルサ
イズインスタントスナップショットと領域最適化インスタントスナップショットがサポートされま
す。新形式の DCO ボリュームレイアウトでは、vxassist コマンドを使った、従来の（サー
ドミラー）スナップショットの管理はサポートされていません。
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永続 FastResync とスナップショットの連携
永続 FastResync は、ディスク上の DCO ボリュームのマップを使って更新を記録します。
非永続 FastResync の場合、マップ内の各ビットはボリュームのアドレス領域の連続ブロッ
ク数を表します。
図 1-33 に永続 FastResync が有効になっている 2 つのプレックスがあるミラーボリュー
ムの例を示します。
永続 FastResync が有効になっているミラーボリューム

図 1-33
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ボリュームには、DCO オブジェクトと 2 つのプレックスが存在する DCO ボリュームが関連
付けられています。
従来のサードミラースナップショットまたはインスタント（コピーオンライト）スナップショットを
作成するには、ボリュームに対して vxassist snapstart 操作または vxsnap make 操
作をそれぞれ実行します。
図 1-34 に、ボリュームでスナップショットプレックスを設定する方法と、そのスナップショッ
トプレックスに無効な DCO プレックスを関連付ける方法を示します。
図 1-34

スナップスタート処理完了後のミラーボリューム
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従来のスナップショットの場合は vxassist snapstart コマンド、領域最適化スナップ
ショットの場合は vxsnap make コマンドをそれぞれ複数回実行することにより、複数のス
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ナップショットプレックスおよび関連付けられた DCO プレックスをボリューム内に作成でき
ます。ボリュームごとに、合計 32 個までのプレックス（データとログ）を作成できます。
領域最適化インスタントスナップショットには、フルサイズのプレックスを新たに作成する
必要はありません。通常、領域最適化インスタントスナップショットに必要なストレージは、
フルサイズスナップショットに必要なストレージの 1 割程度です。領域最適化スナップショッ
トには、機能面でのトレードオフがあります。ストレージキャッシュはキャッシュボリューム内
に構成されます。このキャッシュボリュームはキャッシュオブジェクトに関連付けられます。
操作を容易にするために、ディスクグループ内のすべての領域最適化インスタントスナッ
プショットでこのキャッシュを共有することができます。
p.62 の 「スナップショット機能の比較」 を参照してください。
vxassist snapshot 操作をボリュームに実行して、スナップショットプレックスから従来

のスナップショットボリュームを作成できます。ただし、インスタントスナップショットでは、前
手順において vxsnap make コマンドを使っている場合、インスタントスナップショットボ
リュームをすぐに使えます。コマンドを追加実行する必要はありません。
図 1-35 に、スナップショットボリュームの作成によりスナップショットボリュームに DCO オ
ブジェクトと DCO ボリュームも設定する方法を示します。
スナップショット処理完了後のミラーボリュームとスナップショットボ
リューム

図 1-35
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DCO ボリュームには、スナップショットプレックスと 1 対 1 で関連付けられた DCO プレッ
クスが含まれます。スナップショットボリュームが 2 つのスナップショットプレックスから作成
された場合は、DCO ボリュームに 2 つのプレックスが含まれます。領域最適化インスタン
トスナップショットの場合、DCO オブジェクトと DCO ボリュームは、VM ディスク上に作成
されたボリュームではなく、キャッシュオブジェクト上で作成したスナップショットボリューム
に関連付けられます。
もとのボリュームとスナップショットボリュームの両方にスナップオブジェクトが関連付けら
れます。もとのボリュームのスナップオブジェクトはスナップショットボリュームを指し、スナッ
プショットボリュームのスナップオブジェクトはもとのボリュームを指します。これによって、
ボリュームとそのスナップショットが異なるディスクグループに移動されても、VxVM はそ
の関係を記録できます。
もとのボリューム内のスナップオブジェクトとスナップショットボリュームは、次のような状況
では自動的に削除されます。
■

従来のスナップショットで vxassist snapback 操作を実行し、スナップショットボリュー
ムのすべてのプレックスをもとのボリュームに関連付ける場合。

■

従来のスナップショットで vxassist snapclear 操作を実行し、もとのボリュームとス
ナップショットボリューム間の関連付けを解除する場合。ボリュームが異なるディスクグ
ループにある場合、各ボリュームで個別にコマンドを実行する必要があります。

■

フルサイズインスタントスナップショットで vxsnap reattach 操作を実行し、スナップ
ショットボリュームのすべてのプレックスをもとのボリュームに関連付ける場合。

■

フルサイズインスタントスナップショットで vxsnap dis 操作または vxsnap split 操
作をボリュームに対して実行し、もとのボリュームとスナップショットボリューム間の関連
付けを解除する場合。ボリュームが異なるディスクグループにある場合、各ボリューム
で個別にコマンドを実行する必要があります。

メモ: vxsnap reattach、dis および split の各操作は、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.368 の 「領域最適化インスタントスナップショット」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの拡張による FastResync マップへの影響
スナップショットボリュームまたはもとのボリュームを拡張した上で、FastResync を使う必
要が生じることがあります。ボリュームを拡張すると、もとのボリュームへの変更を記録する
のに FastResync が使うマップが影響を受けますが、DCO ボリュームのレイアウトによっ
てその影響が次のように異なってきます。
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■

新形式の DCO ボリュームの場合、マップサイズは拡大されますが、マップの各ビット
が追跡する領域のサイズは変更されません。

■

旧形式の DCO ボリュームの場合、マップのサイズは変更されませんが、領域のサイ
ズが拡大されます。

いずれの場合も、ボリュームの拡張エリアに対応するマップの一部は「dirty」と設定され、
このエリアが再同期されます。たとえば snapback 処理は、領域不足から、不完全なス
ナップショットプレックスを作成しようとし、失敗することがあります。このような場合、スナッ
プショットボリュームまたはもとのボリュームを拡張してから、vxsnap reattach、vxsnap
restore または vxassist snapback の各コマンドを呼び出す必要があります。2 つの
ボリュームを個別に拡張すると、別のミラーが存在する物理ディスクを使い、別ボリューム
と物理ディスクを共有するスナップショットが作成されることになります。これを避けるには、
snapback コマンドが完了した後に、ボリュームを拡張します。

FastResync の仕様上の制限
次の仕様上の制限が FastResync に適用されます。
■

RAID 5 ボリュームに対する永続 FastResync はサポートされていますが、永続
FastResync を使うと、DCO が関連付けられているボリュームでは再レイアウト操作や
サイズ変更操作を使えなくなります。

■

システムクラッシュ後のミラーの再同期には、非永続 FastResync、永続 FastResync
のいずれも使えません。この場合、FastResync と共存できる DRL（Dirty Region
Logging）を使います。VxVM リリース 4.0 以上では、DRL ログをバージョン 20 の
DCO ボリューム内に保存できます。

■

サブディスクが再配置されると、プレックス全体が「dirty」と設定され、全体の再同期
が必要となります。

■

スナップショットボリュームが別のディスクグループに分割されると、ディスクグループ
がもとのボリュームのディスクグループに再結合されたときに、非永続 FastResync を
使ってスナップショットプレックスともとのボリュームを再同期できません。この場合は、
永続 FastResync を使う必要があります。

■

もとのボリューム（永続 FastResync が有効）が別のディスクグループに移動されたり
分割され、スナップショットボリュームのディスクグループに移動または結合された場
合は、vxassist snapback を使って従来型のスナップショットプレックスともとのボ
リュームを再同期できません。スナップショットボリュームが作成されたときに、スナップ
ショットボリュームがレコード ID によってもとのボリュームを参照するため、この制限が
生じます。もとのボリュームを異なるディスクグループに移動すると、ボリュームのレコー
ド ID が変わり、関連付けが解除されます。ただし、この場合は、vxplex snapback
コマンドと -f（強制）オプションを使ってスナップバックを実行できます。
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メモ: この制限は、従来型のスナップショットにのみ適用され、インスタントスナップショッ
トには適用されません。

■

スナップショットボリュームに対し、レイアウトを変更すると、そのスナップショットの
FastResync 変更マップが「dirty」と設定され、スナップバック中に全体の再同期が
必要となります。サブディスクの分割、サブディスクの移動、スナップショットボリューム
のオンライン再レイアウトを実行するときに生じます。スナップショットが完了してからこ
れらの操作を実行した方が安全です。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxplex（1M）マニュアルページを参照してください。
vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。

ホットリロケーション
メモ: この機能を使うには、フルライセンスが必要です。
ホットリロケーションは、システムが VxVM の冗長オブジェクト（ミラーボリュームまたは
RAID 5 ボリューム）上の I/O 障害に自動的に対応し、冗長性を復元し、これらのオブジェ
クトにアクセスできるようにする機能です。VxVM はオブジェクトの I/O 障害を検出し、影
響を受けたサブディスクを再配置します。影響を受けたサブディスクは、スペアディスクと
して指定されているディスクまたはディスクグループ内の空き領域に再配置されます。そ
の後、VxVM は次に障害発生前に存在したオブジェクトを復元し、それらに再度アクセ
スできるようにします。
部分的なディスク障害が発生した場合（すなわち、ディスク上の一部のサブディスクにの
み影響する障害の場合）は、障害発生部分の冗長データが再配置されます。影響を受
けていないディスク部分の既存ボリュームには引き続きアクセスできます。
p.446 の 「ホットリロケーションの動作方法」 を参照してください。

ボリュームセット
メモ: この機能を使うには、フルライセンスが必要です。
ボリュームセットは VxVM の機能強化で、複数のボリュームを 1 つの論理オブジェクトで
表すことができます。基盤となるボリュームとの間のすべての I/O 処理は、ボリュームセッ
トの I/O インターフェースを経由して実行されます。ボリュームセット機能は、Veritas File
System（VxFS）のマルチボリュームの機能を強化します。この機能により、ファイルシス
テムで、基盤となるボリュームの処理効率や可用性などの様々な特性を最大限に活用す
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ることができます。たとえば、ファイルシステムメタデータを冗長性の高いボリューム上に
保存し、ユーザーデータを処理効率の高いボリュームに保存することができます。
p.426 の 「ボリュームセットの作成」 を参照してください。

2
ディスクの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスク管理について

■

ディスクデバイス

■

新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定

■

VxVM の制御下のディスク

■

ディスクの名前の付け方の変更

■

エンクロージャに基づくディスク名と OS に基づくディスク名の関連付けの検出

■

ディスクのインストールとフォーマット

■

デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更

■

VxVM へのディスクの追加

■

VxVM での RAM ディスクのサポート

■

ディスクのカプセル化

■

ルータビリティ

■

ルートディスクのカプセル化の解除

■

動的 LUN 拡張

■

拡張コピーサービス

■

ディスクの削除

■

VxVM 制御下からのディスクの削除

■

ディスクの削除と交換
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■

ディスクのオンライン化

■

ディスクデバイスのオフライン化

■

ディスク名の変更

■

ディスクの予約

■

ディスク情報の表示

ディスク管理について
Veritas Volume Manager（VxVM）では、ディスクを VxVM の制御下に置き、ディスク
を初期化またはカプセル化し、ディスクを削除して交換できます。
メモ: 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。
LVM の制御下にあるディスクは VxVM ディスクとして直接使えませんが、そのボリューム
グループと論理ボリュームを VxVM のディスクグループとボリュームに変換できます。
p.601 の 「Sistina LVM からの移行について」 を参照してください。
VxVM の DMP（Dynamic Multipathing）機能を使って、マルチポートディスクアレイを
管理します。
p.157 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。

ディスクデバイス
ディスクの管理操作を実行する場合は、ディスク名とデバイス名の違いを理解しておくこ
とが重要です。
ディスク名（別名ディスクメディア名）は VM ディスクに割り当てるシンボリック名です。ディ
スクを VxVM の制御下に置くと、ディスクに VM ディスクが割り当てられます。ディスク名
は管理目的で VM ディスクの参照に使われます。ディスク名は最大 31 文字まで使えま
す。 ディスクグループにディスクを追加するときに、ディスク名を割り当てたり、VxVM が
ディスク名を割り当てることを許可したりできます。デフォルトのディスク名は diskgroup##
です。diskgroup はディスクの追加先ディスクグループの名前で、## は連番です。使っ
ているシステムによっては、ここに示した例とは異なるデバイス名が使われることがありま
す。
デバイス名（devname またはディスクアクセス名 とも呼ばれる）には、ディスクデバイスの、
オペレーティングシステムに認識される名前を定義します。
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これらのデバイスは、場合によっては異なりますが、通常は /dev ディレクトリに配置され
ます。特定のベンダーのハードウェア固有のデバイスは、独自のパス名規則に従う場合
があります。
VxVM は、オペレーティングシステムによって提供されるディスクパーティション設定規則
をサポートしています。デバイス名の構文は、hdx[N] または sdx[N] です。この構文中
の x は、オペレーティングシステムから見た EIDE（hd）ディスクまたは SCSI（sd）ディスク
の順序を示す英字で、N（オプション）はパーティション番号（1 から 15 の範囲）です。たと
えば sda7 というデバイス名は、最初の SCSI ディスク上のパーティション 7 を表します。
パーティション番号が省略されている場合、そのデバイス名はディスク全体を指します。
特定のベンダーのハードウェア固有のデバイスは、パス名が異なる場合があります。たと
えば、COMPAQ SMART コントローラと SMARTII コントローラでは、それぞれ
/dev/ida/cXdXpX と /dev/cciss/cXdXpX という形式のデバイス名を使います。
VxVM はデバイス名を使ってメタデバイスを /dev/vx/[r]dmp ディレクトリに作成します。
VxVM の DMP は、これらのメタデバイス（DMP ノード）を使って、1 つ以上の物理パス
（異なるコントローラ経由の場合もあり）を介してアクセスできるディスクを表します。使える
アクセスパスの数は、ディスクが単体ディスクであるか、システムに接続されているマルチ
ポートディスクアレイに属するかにより異なります。
vxdisk ユーティリティを使って、DMP メタデバイスが包括するパスを表示したり、各パス

の状態（たとえば、有効状態か無効状態か）を表示することができます。
p.157 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。
デバイス名は、エンクロージャに基づく名前としてリマップすることもできます。
p.75 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。

VxVM でのディスクデバイスの命名
Device names for disks are assigned according to the naming scheme which you
specify to VxVM. The format of the device name may vary for different categories
of disks.
p.82 の 「ディスクカテゴリ」 を参照してください。
Device names can use one of the following naming schemes:
■

「オペレーティングシステムに基づく名前の付け方」

■

「エンクロージャに基づく名前の付け方」

Devices with very long device names (longer than 31 characters) are always
represented by enclosure-based names.
You can change the disk-naming scheme if required.
p.98 の 「ディスクの名前の付け方の変更」 を参照してください。
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オペレーティングシステムに基づく名前の付け方
OS に基づく名前の付け方では、すべてのディスクデバイスは hdx[N] 形式または sdx[N]
形式で名前が設定されます。x はオペレーティングシステムから見た EIDE（hd）ディスク
または SCSI（sd）ディスクの順序を示す英字で、N（オプション）はパーティション番号（1
から 15 の範囲）です。
OSベースの名前は、再ブート後も変わらないように永続的とすることができます。デフォ
ルトでは、OSベースの名前は永続的ではありません。したがって、オペレーティングシス
テムから認識されるようにシステム構成がデバイス名を変更すると、OSベースの名前は再
生成されます。

エンクロージャに基づく名前の付け方
エンクロージャに基づく名前の付け方を次に示します。
■

サポートされているディスクアレイ内にあるファブリックディスクまたは非ファブリックディ
スクには、enclosure_name_# 形式で名前が設定されます。たとえば、サポートされ
ているディスクアレイ enggdept 内のディスクには、enggdept_0、enggdept_1、
enggdept_2 のように名前が設定されます
vxdmpadm コマンドを使ってエンクロージャ名を管理できます。

p.197 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。
■ DISKS カテゴリ内のディスク（JBOD ディスク）には、Disk_# 形式で名前が設定されま

す。
■

ディスクパーティションは、名前に追加される s#（# はパーティション番号）で示されま
す。たとえば、Disk_0s5 および Disk_0s6 は、sliced ディスク Disk_0 のプライベー
トリージョンとパブリックリージョンに使われる拡張パーティションを表します。ACME_0s5
は、simple ディスク ACME_0 の拡張パーティションを表します。CDS ディスクでは、
パーティション 3 がプライベートリージョンとパブリックリージョンの両方に使われます。
p.77 の 「プライベートディスクリージョンおよびパブリックディスクリージョン」 を参照し
てください。
カテゴリ内のディスク（DMP でマルチパス化されていないディスク）で
は、hdx[N] または sdx[N] の形式で名前が設定されます。

■ OTHER_DISKS

デフォルトでは、エンクロージャに基づく名前は永続的です。したがって、その名前は再
ブートの後で変わりません。
CVM クラスタが対称的である場合、クラスタ内の各ノードは同じディスクセットにアクセス
します。エンクロージャに基づく名前は一貫性のある名前付けシステムを提供するため、
各ノードでデバイス名は同じになります。
VM ディスク（mydg01など）の OS ネイティブなデバイス名を表示するには、次のコマンド
を使います。
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# vxdisk path | grep diskname

p.197 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
p.82 の 「ディスクカテゴリ」 を参照してください。

プライベートディスクリージョンおよびパブリックディスクリージョン
ほとんどの VM ディスクは、次のリージョンで構成されます。
プライベートリージョ 設定情報を格納する小さな領域です。ディスクヘッダーラベル、VxVM オブ
ン
ジェクト（ボリューム、プレックス、サブディスクなど）の設定レコード、設定デー
タベースのインテントログがここに格納されます。
プライベートリージョンのデフォルトサイズは 32 MB です。これは、ディスク
グループ内の VxVM オブジェクト数千個分の詳細情報を記録するのに十
分なサイズです。
このプライベートリージョンのデフォルトサイズは、大多数の環境に十分に対
応できるサイズです。ボリューム数の少ないディスクグループを多数作成し
たり、大規模なディスクグループを複数の小規模なディスクグループに分割
すると、管理が容易になります。
p.251 の 「ディスクグループの分割」 を参照してください。
必要に応じて、vxdiskadm コマンドを使ってディスクを追加または交換す
る際に、プライベートリージョンサイズの値を上書きできます。
プライベートリージョンを持つ各ディスクは、ディスクグループの設定データ
ベース全体のコピーを保持しています。ディスクグループの設定データベー
スのサイズは、メンバーディスクに格納されている設定データベースのコピー
のうち最小のコピーのサイズによって制限されます。
パブリックリージョン

ディスクの残りの領域です。サブディスクへのストレージスペースの割り当て
に使われます。

ディスクのタイプによって、VxVM のディスクへのアクセス方法や、ディスクのプライベー
トリージョンおよびパブリックリージョンの管理方法が特定できます。
VxVM では、次の基本ディスクアクセスタイプを使います。
auto

vxconfigd デーモンの起動後に、VxVM はオペレーティングシステムか
ら既知のディスクデバイスアドレスの一覧を取得し、自動的にディスクアクセ
スレコードを設定します。
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nopriv

プライベートリージョンが存在しません（サブディスクを割り当てるパブリック
リージョンのみが存在します）。サブディスク割り当て用の領域のみで構成さ
れる、最も単純なディスクタイプです。nopriv ディスクは、再ブートするとプ
ライベートリージョンデータが無効になる特殊なデバイス（サポート対象となっ
ている RAM ディスクなど）を定義する場合に最も有用です。nopriv ディス
クは、空き領域不足でプライベートリージョンを作成できないディスクをカプ
セル化する場合にも使えます。このタイプのディスクには設定やログのコピー
を格納できず、予約領域を定義するための vxdisk addregion コマンド
の使用もサポートされません。VxVM では、SCSI チェーン上またはコント
ローラ間の nopriv ディスクの移動を追跡できません。

simple

1 つの拡張パーティション上に、パブリックリージョンとプライベートリージョン
の両方が存在します。たとえば、パーティション 5 上で、プライベートリージョ
ンの後にパブリックリージョンが置かれます。simple ディスクのコマンド出力
には、常にパーティション番号 (名前の付け方に応じて # または s#) が表示
されます。

sliced

プライベートリージョンとパブリックリージョンが、別個の拡張パーティション上
に存在します。プライベートリージョンはパーティション 5、パブリックリージョ
ンはパーティション 6、というようになります。

（ディスクアクセスタイプが auto に設定された）自動設定されるディスクは、次のディスク
形式をサポートします。
cdsdisk

ディスクは、クロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）ディスクとして
フォーマットされます。CDS 形式のディスクは、異なるオペレーティングシス
テム間で移動するのに適しています。システムの起動に使わないディスク
は、デフォルトで CDS 形式に設定されます。通常、システム上の大部分の
ディスクはこのタイプに設定されます。ただし、ブート、ルートまたはスワップ
ディスク、これらのディスクのミラーまたはホットリロケーション、または EFI
（Extensible Firmware Interface）ディスクには、この形式は適していませ
ん。
また、パーティション 3 は CDS ディスクのプライベートリージョンとパブリック
リージョンの両方に使われます。

simple

ディスクは、CDS ディスクに変換可能な simple タイプのディスクとしてフォー
マットされます。

sliced

ディスクは sliced タイプのディスクとしてフォーマットされます。この形式は、
システムの起動に使われるディスクに適用できます。ブートディスクとして使
うように初期化されていない場合には、CDS タイプのディスクに変換できま
す。

vxcdsconvert ユーティリティは、ディスクを cdsdisk 形式に変換するために使うことが

できます。
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vxcdsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

警告: CDS ディスク形式は、EFI ディスクとは互換性がありません。ディスクが VxVM に
よって CDS ディスクとして初期化されると、ディスク上で通常はパーティションテーブルが
配置される部分を、CDS ヘッダーが占有します。その後で fdisk などのコマンドを使っ
て CDS ディスクにパーティションテーブルを作成すると、CDS 情報が消去され、データの
破損を招く可能性があります。
デフォルトでは、自動設定された non-EFIディスクは、VxVM 用として初期化されると
cdsdisk ディスクとしてフォーマットされます。このデフォルト形式は、vxdiskadm(1M) コ
マンドを使って /etc/default/vxdisk デフォルトファイルを更新することで変更できま
す。
自動設定される EFI ディスクは、デフォルトでは sliced ディスクとしてフォーマットされま
す。
p.103 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してください。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定
新しいディスクをホストに物理的に接続する場合、または新しいファイバーチャネルデバ
イスをホストにゾーンする場合、vxdctl enable コマンドを使って、ボリュームデバイス
ノードディレクトリを再構築し、DMP の内部データベースを更新してシステムの新しい状
態を反映することができます。
DMP データベースを再構築するには、まずシステムを再ブートして Linux に新しいディ
スクを認識させてから、vxdctl enable コマンドを呼び出します。
vxdisk scandisks コマンドを使って、オペレーティングシステムのデバイスツリー内の

デバイスをスキャンし、マルチパス化されたディスクの動的再設定を開始することもできま
す。
システムに追加された新しいデバイスのみを VxVM でスキャンし、有効または無効にさ
れたデバイスはスキャンしない場合は、次に示すように、どちらかのコマンドに -f オプショ
ンを指定します。
# vxdctl -f enable
# vxdisk -f scandisks

ただし、次の構成要素に変更がありシステム構成が修正になった場合は、完全なスキャ
ンを開始します。
■

インストール済み ASL（Array Support Library）
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■

VxVM の使用から除外になっていると表示されるデバイス

■

DISKS（JBOD）、SCSI3、外部デバイスの定義

vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

部分的なデバイス検出
VxVM の DMP 機能では、部分的なデバイスの検出がサポートされており、ディスクの
セットやコントローラに接続されたディスクを、検出プロセスから無効化または有効にする
ことができます。
vxdisk scandisks コマンドは、OS デバイスツリー内のデバイスを再スキャンして、DMP

再設定を実行します。vxdisk scandisks コマンドにパラメータを指定すると、部分的な
デバイス検出を実行できます。たとえば、次のコマンドを指定すると、VxVM は以前には
認識されなかった新しく追加されたデバイスを検出します。
# vxdisk scandisks new

次の例では、ファブリックデバイスを検出します。
# vxdisk scandisks fabric

次のコマンドでは、デバイス sdm と sdn をスキャンします。
# vxdisk scandisks device=sdm,sdn

あるいは、接頭辞 ! を使って指定したデバイス以外をすべてスキャンすることもできます。
# vxdisk scandisks ¥!device=sdm,sdn

メモ: bash などの一部のシェルでは、! 文字を引用符で囲む必要があります。
また、論理コントローラまたは物理コントローラの一覧に接続している（または接続してい
ない）デバイスをスキャンすることもできます。たとえば、次のコマンドを実行すると、指定
した論理コントローラに接続しているデバイスを除く、すべてのデバイスを検出して設定
できます。
# vxdisk scandisks ¥!ctlr=c1,c2

次のコマンドを実行すると、指定した物理コントローラに接続しているデバイスを検出でき
ます。
# vxdisk scandisks pctlr=c1+c2

物理コントローラの一覧の各項目は、+ 文字で区切られます。
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vxdmpadm getctlr all コマンドを使うと、物理コントローラの一覧を取得できます。
vxdisk scandisks コマンドに指定できる引数は 1 つだけです。複数のオプションを指

定すると、エラーになります。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクの検出とディスクアレイの動的な追加
DMP は ASL（Array Support Library）を使って、アレイ固有のマルチパスサポートを提
供します。サードパーティベンダーが開発した新しいタイプのディスクアレイに対するサ
ポートパッケージを、動的に追加することができます。サポートパッケージはライブラリ形
式でベンダーから提供されます。DMP は、各ディスクアレイに関連付ける必要のある ASL
を決定するためのデバイス検出層（DDL）を提供します。
場合によって、DMP は、LUN をディスク（JBOD）として処理することで、基本的なマルチ
パスとフェールオーバーの機能性を提供することもできます。

DMP がデバイスを要求する方法
あらゆるアレイに対して完全に最適化されたサポートを提供したり、より複雑なアレイタイ
プをサポートするために、DMP はアレイ固有のアレイサポートライブラリ（ASL）使用を要
求します。ASL はアレイポリシーモジュール（APM）と共に提供される場合があります。
ASL と APM は、事実上、特定のアレイモデルと DMP の抱き合わせ販売を可能にする
アレイ固有のプラグインです。
サポート対象のアレイの一覧については、HCL を参照してください。
デバイス検出中に、DDL はインストールされている各デバイスの ASL を調べて、どの ASL
がデバイスを要求するかを見つけます。デバイスを要求する ASL がなければ、DDL は対
応する JBOD 定義があるかどうかを調べます。サポートされていないアレイの JBOD 定義
を追加すれば、DMP はそのアレイに対してマルチパス機能を提供できるようになります。
JBOD 定義があれば、DDL は DISKS カテゴリでデバイスを要求します。これにより、DMP
が使う JBOD（物理ディスク）デバイスのリストに LUN が追加されます。 JBOD 定義にキャ
ビネット番号が含まれていれば、DDL はそのキャビネット番号を使って LUN をエンクロー
ジャに分類します。
p.92 の 「DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加」 を参照してく
ださい。
DMP は、ASL または JBOD 定義がなくても、ALUA 対応アレイに対して基本的なマルチ
パス機能を提供できます。DDL は ALUA ディスクのエンクロージャの一部として LUN を
要求します。アレイタイプは ALUA として示されます。JBOD 定義を追加すれば、LUN を
エンクロージャに分類することもできます。
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ディスクカテゴリ
Veritas Volume Manager で認識されるディスクアレイは ASL でサポートされており、
ディスクから返されるベンダー ID 文字列（HITACHI など）に応じて分類されます。
DMP によってマルチパス化できる JBOD のディスクは DISKS カテゴリに分類されます。
サポートされないアレイにあるディスクも、DISKS カテゴリに分類されることがあります。
p.92 の 「DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加」 を参照してく
ださい。
サポートされるどのカテゴリにも属さず、DMP によるマルチパス化もできない JBOD のディ
スクは、OTHER_DISKS カテゴリに分類されます。

新しいディスクアレイのサポートの追加
サードパーティベンダーが開発した新しいタイプのディスクアレイに対するサポートパッ
ケージを、動的に追加することができます。サポートパッケージはライブラリ形式でベン
ダーから提供されます。
サポートパッケージは、rpm コマンドを使って Linux システムに追加します。
新しいディスクアレイのサポートを追加するには、次の手順を実行します。
◆

次の例では、ベンダーが CD-ROM で提供するパッケージを使って、vrtsda という
名前の新しいディスクアレイのサポートを Linux システムに追加する方法について
説明します。
# rpm -iv vrtsda.rpm
# vxdctl enable

パッケージのインストール時に、新しいディスクアレイがシステムに接続されている必
要はありません。後で新しいディスクアレイ内の任意のディスクを接続したときに、
VxVM が実行されている状態で vxdctl enable コマンドを実行します。このコマン
ドによってデバイス検出機能が呼び出され、VxVM のデバイスリストに新しいディス
クが追加されます。
警告: 新しく追加したディスクをオペレーティングシステムに認識させるために、Linux
の再ブートが必要になる場合があります。

新しいディスクアレイ検出の有効化
このコマンドは、すべてのディスクデバイスおよびその属性をスキャンし、VxVM のデバイ
スリストを更新し、新しいデバイスデータベースを使って DMP を再設定します。ホストを
再ブートする必要はありません。

第 2 章 ディスクの管理
新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定

警告: このコマンドによって、DMP がアレイに正しく設定されます。この操作を行わない
と、VxVM でディスクへの独立したパスが別々のデバイスとして処理され、データの破損
を引き起こす可能性があります。
新しいディスクアレイ検出を有効化するには、次の手順を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxdctl enable

ディスクアレイサポートの削除
ASL（Array Support Library）を削除して、ディスクアレイのサポートを削除します。
サポートを削除した後もディスクアレイをホストに物理的に接続したままにすると、それら
のディスクアレイは OTHER_DISKS カテゴリ内に表示され、ボリュームを引き続き使えます。
ディスクアレイサポートを削除するには、次の作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します（この例では vrtsda ASL が削除されます）。
# rpm -ev vrtsda
# vxdctl enable

サードパーティ製ドライバの共存
VxVM のサードパーティ製ドライバ（TPD）共存機能を使うと、DMP の監視ケイパビリティ
を保持したまま、サードパーティ製のマルチパス化ドライバによって制御される I/O に
DMP をバイパスさせることができます。適切な ASL が使用可能であれば、仕様ファイル
の設定や特殊コマンドの実行を行うことなく、TPD を使うデバイスを検出できます。VxVM
の以前のリリースでは、TPD 共存のサポートは、サードパーティ製ドライバのコードが改
変可能な場合に限られていました。新しい TPD 共存機能は、上記のような方法に対す
る下位互換性を保持しつつ、サードパーティ製マルチパス化ドライバを一切変更せずに
共存させることも可能になっています。
p.100 の 「TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更」 を参照してくださ
い。
p.176 の 「TPD 制御デバイスに関する情報の表示」 を参照してください。

EMC Symmetrix アレイの自動検出
VxVM 4.0 では、EMC Symmetrix アレイの設定方法は 2 種類ありました。
■

EMC PowerPath がインストールされている環境では、EMC Symmetrix アレイは外
部デバイスとして設定できました。
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p.96 の 「外部デバイス」 を参照してください。
■

EMC PowerPath がインストールされていない環境では、マルチパス化に DMP を使
えました。

システムを VxVM 4.1 以降のリリースにアップグレードすると、既存の EMC PowerPath
デバイスは DDL によって検出され、マルチパス化に PowerPath を使っている場合でも、
DMP ノードを持つ自動設定ディスクとして DMP に設定されます。これらのアレイを外部
デバイスとして設定する必要はありません。
表 2-1 に、PowerPath とともに DMP を使うシナリオを示します。
表 2-1

PowerPath とともに DMP を使うシナリオ
アレイのモード

PowerPath

DMP

インストール済み

libvxemc ASL が EMC アレイと 明示的フェールオーバー
DGC 要求を内部的に処理します。
PowerPath がフェールオーバーを
処理します
EMC CLARiiON CX ASL または
APM をインストールする必要はあ
りません。

未インストールで、アレイが Cxn00 DMP がマルチパス化を処理します 任意
以外
libvxemc ASL が EMC
Symmetrix アレイを処理します
未インストールで、アレイが Cxn00 DMP がマルチパス化を処理します 任意
EMC CLARiiON CX ASL と APM
をインストールする必要があります。

EMCpower ディスクが外部ディスクとして設定されている場合は、次の例に示すように、
vxddladm rmforeign コマンドを使って外部定義を削除します。
# vxddladm rmforeign blockpath=/dev/emcpowera10 ¥
charpath=/dev/emcpowera10

DMP が正確な照会データを受信できるようにするには、Symmetrix Director パラメー
タの共通シリアル番号（C-bit）を有効に設定する必要があります。

デバイス検出層の管理方法
ディスクアレイの動的追加はデバイス検出層（DDL）によって行われています。DDL は、
VxVM および DMP の操作に必要な、ディスクとその属性の検出を行う機能です。
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DDL は vxddladm ユーティリティを使って管理します。このユーティリティを使って、次の
タスクを実行できます。
■

iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスの階層の一覧表示

■

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタの一覧表示

■

ホストバスアダプタ上で設定されたポートの一覧表示

■

ホストバスアダプタから設定されたターゲットの一覧表示

■

ホストバスアダプタから設定されたデバイスの一覧表示

■

iSCSI 操作パラメータの取得または設定

■

サポートされているアレイタイプの一覧表示

■

アレイのサポートの DDL への追加

■

アレイのサポートの DDL からの削除

■

無効にされたディスクアレイに関する情報の一覧表示

■ DISKS（JBOD）カテゴリ内のサポートされているディスクの一覧表示
■ DISKS

カテゴリへの特定ベンダーのディスクの追加

■ DISKS

カテゴリからのディスクの削除

■

外部デバイスとしてのディスクの追加

次の項で、これらのタスクの詳細を説明します。
vxddladm（1M）マニュアルページを参照してください。

iSCSI を含むすべてのデバイスの一覧表示
iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスの階層を一覧表示できます。
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iSCSI を含むすべてのデバイスを一覧表示するには、次の作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm list

出力例を次に示します。
HBA fscsi0 (20:00:00:E0:8B:19:77:BE)
Port fscsi0_p0 (50:0A:09:80:85:84:9D:84)
Target fscsi0_p0_t0 (50:0A:09:81:85:84:9D:84)
LUN sda
. . .
HBA iscsi0 (iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba8ed1b5.45220f80)
Port iscsi0_p0 (10.216.130.10:3260)
Target iscsi0_p0_t0 (iqn.1992-08.com.netapp:sn.84188548)
LUN sdb
LUN sdc
Target iscsi0_p0_t1 (iqn.1992-08.com.netapp:sn.84190939)
. . .

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタの一覧表示
iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスについての情報を取得できま
す。取得される情報は次のとおりです。
ドライバ（Driver）

HBA を制御するドライバ。

ファームウェア（Firmware）

ファームウェアのバージョン。

検出（Discovery）

対象の検出で採用された方法。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。

アドレス（Address）

ハードウェアアドレス。

第 2 章 ディスクの管理
新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定

87

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタを一覧表示するには、次の作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm list hbas

このコマンドを使えば、システム上で設定された、iSCSI デバイスを含むすべての
HBA を取得できます。出力例を次に示します。

HBA-ID Driver Firmware
Discovery
State Address
---------------------------------------------------------------------------------------------c2
qlc
v.3.3.20 IPX Fabric
Online 20:00:00:E0:8B:19:77:BE
c3
iscsi iSNS(10.216.130.10) Online iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba8ed1b5.4522

ホストバスアダプタ上で設定されたポートの一覧表示
HBA に設定されたすべてのポートについての情報を取得できます。画面に次の情報が
表示されます。
HBA-ID

親 HBA。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。

アドレス（Address）

ハードウェアアドレス。

ホストバスアダプタ上で設定されたポートを一覧表示するには、次の作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm list ports

このコマンドを使えば、HBA で設定されたポートを取得できます。出力例を次に示
します。
PortID
HBA-ID
State
Address
------------------------------------------------------------------c2_p0
c2
Online
50:0A:09:80:85:84:9D:84
c3_p0
c3
Online
10.216.130.10:3260

ホストバスアダプタまたはポートから設定されたターゲットの一覧
表示
ホストバスアダプタから設定されたすべてのターゲットについての情報を取得できます。
取得される情報は次のとおりです。
エイリアス（Alias）

エイリアス名（設定されている場合）。
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HBA-ID

親 HBA またはポート。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。

アドレス（Address）

ハードウェアアドレス。

ターゲットを一覧表示するには
◆

すべてのターゲットを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm list targets

出力例を次に示します。
TgtID
Alias HBA-ID
State
Address
----------------------------------------------------------------c2_p0_t0
c2
Online
50:0A:09:80:85:84:9D:84
c3_p0_t1
c3
Online
iqn.1992-08.com.netapp:sn.84190939

ホストバスアダプタまたはポートから設定されたターゲットを一覧表示するには
◆

次のコマンドを使えば、HBA またはポートに基づいてフィルタ処理できます。
# vxddladm list targets [hba=hba_name|port=port_name]

たとえば、特定の HBA から設定されたターゲットを取得するには、次のコマンドを使
います。
# vxddladm list targets hba=c2
# vxddladm list targets hba=c2
TgtID
Alias HBA-ID
State
Address
----------------------------------------------------------------c2_p0_t0
c2
Online
50:0A:09:80:85:84:9D:84

ホストバスアダプタとターゲットから設定されたデバイスの一覧表
示
ホストバスアダプタから設定されたすべてのデバイスについての情報を取得できます。取
得される情報は次のとおりです。
Target-ID

親ターゲット。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。
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DDL の状況

デバイスが DDL によって要求されるかどうか。要求される場合、
出力には ASL 名も表示されます。

ホストバスアダプタから設定されたデバイスを一覧表示するには、次の作業を実行しま
す。
◆

設定されたデバイスを取得するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm list devices
Device
Target-ID
State
DDL status (ASL)
-----------------------------------------------------------sda
fscsi0_p0_t0 Online
CLAIMED (libvxemc.so)
sdb
fscsi0_p0_t0 Online
SKIPPED
sdc
fscsi0_p0_t0 Offline ERROR
sdd
fscsi0_p0_t0 Online
EXCLUDED
sde
fscsi0_p0_t0 Offline MASKED

ホストバスアダプタとターゲットから設定されたデバイスを一覧表示するには
◆

特定の HBA とターゲットから設定されたデバイスを取得するには、次のコマンドを使
います。
# vxddladm list devices target=target_name

iSCSI 操作パラメータの取得または設定
DDL は、iSCSI デバイスパスのパフォーマンスに影響を与える特定のパラメータを設定
および表示するためのインターフェースを提供します。ただし、基盤となる OS フレーム
ワークがこの値の設定をサポートする必要があります。OS のサポートがない場合、
vxddladm set コマンドはエラーを返します。
表 2-2

iSCSI のデバイスのパラメータ

パラメータ

デフォ
ルト値

最小値 最大値

DataPDUInOrder

はい
（yes）

いいえ
（no）

はい
（yes）

DataSequenceInOrder

はい
（yes）

いいえ
（no）

はい
（yes）

DefaultTime2Retain

20

0

3600

DefaultTime2Wait

2

0

3600
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パラメータ

デフォ
ルト値

最小値 最大値

ErrorRecoveryLevel

0

0

2

FirstBurstLength

65535

512

16777215

InitialR2T

はい
（yes）

いいえ
（no）

はい
（yes）

ImmediateData

はい
（yes）

いいえ
（no）

はい
（yes）

MaxBurstLength

262144 512

16777215

MaxConnections

1

1

65535

MaxOutStandingR2T

1

1

65535

MaxRecvDataSegmentLength

8182

512

16777215

特定の iSCSI ターゲットのイニシエータ上の iSCSI 操作パラメータを取得するには、次の
作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm getiscsi target=tgt-id {all | parameter}

このコマンドを使えば、すべての iSCSI 操作パラメータを取得できます。出力例を次
に示します。
# vxddladm getiscsi target=c2_p2_t0
PARAMETER
CURRENT
DEFAULT
MIN
MAX
-----------------------------------------------------------------------------DataPDUInOrder
yes
yes
no
yes
DataSequenceInOrder
yes
yes
no
yes
DefaultTime2Retain
20
20
0
3600
DefaultTime2Wait
2
2
0
3600
ErrorRecoveryLevel
0
0
0
2
FirstBurstLength
65535
65535
512
16777215
InitialR2T
ImmediateData
MaxBurstLength
MaxConnections
MaxOutStandingR2T
MaxRecvDataSegmentLength

yes
yes
262144
1
1
8192

yes
yes
262144
1
1
8182

no
no
512
1
1
512

yes
yes
16777215
65535
65535
16777215
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特定の iSCSI ターゲットのイニシエータ上で iSCSI 操作パラメータを設定するには、次の
作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm setiscsi target=tgt-id parameter=value

サポートされるアレイライブラリに関する詳細の表示
サポートされるアレイライブラリに関する詳細を表示するには、次の作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。

# vxddladm listsupport libname=library_name.so

サポートされるアレイライブラリに関する詳細を表示するには、次の作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm listsupport libname=library_name.so

サポートされているすべてのディスクアレイの一覧表示
この手順を使って、vxddladm コマンドの他の形とともに使う vid 属性と pid 属性の値を
取得します。
サポートされているすべてのディスクアレイを一覧表示するには、次の作業を実行しま
す。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm listsupport all

ディスクアレイライブラリのサポートの無効化
ディスクアレイライブラリのサポートを無効化するには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm excludearray libname=libvxenc.so

この例では、ライブラリ libvxenc.so に依存するディスクアレイのサポートを無効に
しています。この例に示すように、特定ベンダーのディスクアレイのサポートを無効に
することもできます。
# vxddladm excludearray vid=ACME pid=X1
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無効にされたディスクアレイライブラリのサポートの有効化
無効にされたディスクアレイライブラリのサポートを有効化するには、次の作業を実行し
ます。
◆

特定のディスクアレイライブラリに依存するすべてのアレイのサポートを無効にした
場合は、includearray キーワードを使って、除外ファイルリストのエントリを削除す
ることができます。例を次に示します。
# vxddladm includearray libname=libvxenc.so

無効にされたディスクアレイの一覧表示
現在 VxVM による使用が無効化されているすべてのディスクアレイを一覧表示するに
は、次の作業を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm listexclude

DISKS カテゴリ内のサポートされているディスクの一覧表示
DISKS（JBOD）カテゴリ内のサポートされているディスクを一覧表示するには、次の作業

を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm listjbod

DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加
アレイで利用できる ASL がない場合、JBOD デバイスとしてディスクアレイを追加する必
要があります。
JBOD は、指定されていない限り、アクティブ/アクティブ（A/A）であると見なされます。適
切な ASL が利用できない場合、A/A-A、A/P、または A/PF アレイは、パス遅延や I/O
エラーを避けるため、アクティブ/パッシブ（A/P）JBOD として認識される必要があります。
JBOD が ALUA 対応であれば、JBOD は ALUA アレイとして追加されます。
p.157 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。
警告: ここで説明する手順は、Veritas Volume Manager ではサポートされていないアレ
イに DMP を正しく設定するための手順です。この操作を行わないと、Veritas Volume
Manager でディスクへの独立したパスが別々のデバイスとして処理され、データの破損
を引き起こす可能性があります。
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DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイを追加するには、次の手順を実
行します。

1

次のコマンドを使って、アレイ内にあるディスクのベンダー ID とプロダクト ID を確認
します。
# /etc/vx/diag.d/vxdmpinq device_name
device_name には、アレイ内にあるいずれかのディスクのデバイス名（/dev/hdisk10

など）を指定します。このコマンドで出力されるベンダー ID（VID）とプロダクト ID（PID）
の値を書き留めてください。富士通製のディスクの場合は、表示されるシリアル番号
の文字数も書き留めておきます。出力例を次に示します。
# /etc/vx/diag.d/vxdmpinq /dev/sdj
Vendor id (VID)
Product id (PID)
Revision
Serial Number

:
:
:
:

SEAGATE
ST318404LSUN18G
8507
0025T0LA3H

この例では、ベンダー ID は SEAGATE、プロダクト ID は ST318404LSUN18G です。

2

データベースなど、アレイ上で設定された VxVM ボリュームにアクセスしているアプ
リケーションをすべて停止し、アレイに設定されているすべてのファイルシステムと
チェックポイントのマウントを解除します。

3

アレイがタイプ A/A-A、A/P、または A/PF の場合、auto-trespass モードで設定す
る必要があります。

4

次のコマンドを入力して、新しい JBOD カテゴリを追加します。
# vxddladm addjbod vid=vendorid [pid=productid] ¥
[serialnum=opcode/pagecode/offset/length]
[cabinetnum=opcode/pagecode/offset/length] policy={aa|ap}]
vendorid および productid には、前の手順で検出した VID および PID を指定

します。たとえば vendorid は、FUJITSU、IBM または SEAGATE などになります。富
士通製のデバイスの場合は、length 引数に対する引数としてシリアル番号の文字
数（10 など）も指定します。アレイがタイプ A/A-A、A/P、または A/PF の場合、
policy=ap 属性も指定する必要があります。
前述の例の場合、このタイプのディスクアレイを JBOD として定義するコマンドは次
のようになります。
# vxddladm addjbod vid=SEAGATE pid=ST318404LSUN18G
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5

アレイを VxVM 制御下に置くには、vxdctl enable コマンドを使います。
# vxdctl enable

p.82 の 「新しいディスクアレイ検出の有効化」 を参照してください。

6

アレイがサポートされたことを確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxddladm listjbod

前述の例のアレイに対する、このコマンドの出力例を次に示します。
VID

PID

SerialNum
CabinetNum
Policy
(Cmd/PageCode/off/len) (Cmd/PageCode/off/len)
==============================================================================
SEAGATE ALL PIDs
18/-1/36/12
18/-1/10/11
Disk
SUN
SESS01
18/-1/36/12
18/-1/12/11
Disk
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7

アレイが認識されたことを確認するには、次のように vxdmpadm listenclosure コ
マンドを使います。前述のアレイの場合の出力例は次のとおりです。
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME
ENCLR_TYPE

ENCLR_SNO

STATUS

=============================================================
OTHER_DISKS
OTHER_DISKS
OTHER_DISKS CONNECTED
Disk
Disk
DISKS
CONNECTED

アレイのエンクロージャ名およびエンクロージャタイプが、どちらも「Disk」に設定され
ていることを確認できます。アレイ内にあるディスクを表示するには、vxdisk list
コマンドを使います。
# vxdisk
DEVICE
Disk_0
Disk_1
...

8

list
TYPE
auto:none
auto:none

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online invalid
online invalid

DMP のパスが認識されたことを確認するには、vxdmpadm getdmpnode コマンドを
使います。前述のアレイの場合の出力例は次のとおりです。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=Disk
NAME
STATE
ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME
=====================================================
Disk_0 ENABLED Disk
2
2
0
Disk
Disk_1 ENABLED Disk
2
2
0
Disk
...

出力結果から、アレイ内のディスクに 2 つのパスが設定されていることが確認できま
す。
詳しくは、vxddladm help addjbod コマンドを入力してください。
vxddladm（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。

DISKS カテゴリからのディスクの削除
DISKS カテゴリからディスクを削除するには、次の手順を実行します。
◆

vxddladm コマンドに rmjbod キーワードを付けて使います。次の例は、ベンダー

（Seagate）のディスクを削除するコマンドを示しています。
# vxddladm rmjbod vid=SEAGATE
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外部デバイス
DDL では、マルチパス機能や RAM ディスク機能を提供するデバイスなど、サードパー
ティ製のドライバで制御される一部のデバイスについては検出できないことがあります。こ
れらのデバイスに対しては、DMP 機能ではなく、サードパーティ製の一部のアレイドライ
バに備えられている multipathing ケイパビリティを使うことをお勧めします。このような外
部デバイスは、vxddladm addforeign コマンドを使うことにより、VxVM で simple ディ
スクとして使えるようになります。このコマンドを使うと、I/O 処理に DMP を使う必要もなく
なります。次の例は、指定したディレクトリにブロックデバイスおよびキャラクタデバイスの
エントリを追加する方法を示しています。
# vxddladm addforeign blockdir=/dev/foo/dsk ¥
chardir=/dev/foo/rdsk

ブロックデバイスまたはキャラクタデバイスがドライバによってサポートされていない場合
は、次のようにコマンドから省略できます。
# vxddladm addforeign blockdir=/dev/foo/dsk

このコマンドを実行すると、デフォルトでは、OS によって管理されるデバイスツリー内の、
自動検出機構で検出されたデバイスと一致するエントリがすべて無効になります。この動
作は、vxddladm（1M） マニュアルページの説明に従い、-f オプションおよび -n オプショ
ンを使って上書きできます。
エントリを追加した外部デバイスは、vxdisk scandisks コマンドまたは vxdctl enable
コマンドのいずれかを使うと simple ディスクとして検出されるようになります。検出された
これらのディスクは、自動設定されたディスクと同じ方法で使えます。
外部デバイス機能は、RAM ディスクなどの標準的ではないデバイス、一部の半導体ディ
スク、EMC PowerPath などの仮想デバイスをサポートするため、VxVM 4.0 で導入され
ました。
外部デバイスのサポートには、次の制限があります。
■

外部デバイスは常に単一パスのディスクと見なされます。自動検出ディスクとは異な
り、DMP ノードがありません。

■

クラスタ環境の共有ディスクグループについてはサポートされていません。スタンドア
ロンホストシステムのみがサポートされています。

■

PGR（Persistent Group Reservation）操作についてはサポートされていません。

■

DMP の制御下にないため、障害が発生したディスクを自動的に有効にすること、お
よび DMP 管理コマンドを使うことができません。

■

エンクロージャ情報を VxVM から確認できません。これらのデバイスを使って作成さ
れたディスクグループは可用性が低くなります。

■

I/O フェンシング機能とクラスタファイルシステム機能は、外部デバイスではサポートさ
れません。
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アレイに適切な ASL が使える場合は、上記の制限なしに使えます。
p.83 の 「サードパーティ製ドライバの共存」 を参照してください。

VxVM の制御下のディスク
VxVM が稼動しているシステムにディスクを追加する場合は、ディスクを VxVM の制御
下に置き、そのディスクに割り当てられた領域を VxVM で管理できるようにする必要があ
ります。他にディスクグループを指定しない限り、VxVM はデフォルトディスクグループを
判別するルールに従って、新しいディスクをデフォルトのディスクグループに配置します。
p.210 の 「デフォルトのディスクグループの名前の付け方」 を参照してください。
ディスクを VxVM の制御下に置く方法は、次の各状況によって異なります。
■

新しいディスクの場合は、初期化してから VxVM の制御下に置く必要があります。メ
ニューベースの vxdiskadm ユーティリティを使って、この操作を行うことができます。
警告: 初期化すると、ディスク上の既存データは破棄されます。

■

ディスクをすぐに使わない場合は、初期化して（ディスクグループには追加せず）、後
の作業で使うために予約することができます。この操作を行うには、ディスクグループ
の名前を設定するときにnoneを入力します。この種類のスペアディスクとホットリロケー
ションのスペアディスクを混同しないでください。

■

VxVM の後の作業で使うために、ディスクを事前に初期化していた場合は、そのディ
スクを再初期化して VxVM の制御下に置くことができます。

■

ディスクを LVM で使っていた場合は、そのディスクを VxVM の制御下に置きながら、
既存データを保持できます。これは、変換機能を使うことで実現します。変換によっ
て、データの仮想レイアウトは完全に VxVM で制御されるようになります。
p.601 の 「Sistina LVM からの移行について」 を参照してください。

■

前回 VxVM の制御下に置かずに使ったディスクを、VxVM の制御下に置きながら、
ディスク上の既存データも保持する場合があります。これは、カプセル化を使うことで
実現します。
カプセル化では、ディスク上のデータが保持されます。

■

1 つ以上のコントローラ上にある複数のディスクを、同時に VxVM の制御下に置くこ
とができます。状況によっては、すべてのディスクが同じ方法で処理されない場合が
あります。

vxdiskadm ユーティリティを、特定のディスクまたはコントローラを使用可能として一覧表

示しないように設定できます。たとえば、SAN 環境では、多数の個別システムからディス
クエンクロージャを参照できるため、このように構成すると便利です。
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VxVM からデバイスを無効にするには、vxdiskadm のメインメニューから［VxVM が使うデ
バイスのパス、またはマルチパスの無効化 (Prevent multipathing/Suppress devices
from VxVM's view)］を選択します。

p.163 の 「マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化」 を参照してくださ
い。

ディスクの名前の付け方の変更
ディスクには、エンクロージャに基づく名前の付け方、またはオペレーティングシステムの
名前の付け方を使えます。
メモ: デバイス名が非常に長いデバイス（32 文字以上）は、名前の付け方に関係なく、エ
ンクロージャに基づく名前で表されます。OS に基づく名前に WWN 識別子が含まれる
場合、デバイス名は WWN の識別子を使って表示されます。ただし、デバイス名が 31
文字未満の場合に限ります。デバイス名が 31 文字より長い場合、そのデバイス名はエン
クロージャ名を使って表示されます。
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ディスクの名前の付け方を変更するには、次の作業を実行します。
◆

vxdiskadm のメインメニューから［ディスクの名前の付け方の変更（Change the disk
naming scheme）］を選択して、VxVM で使うディスクの名前の付け方を、希望のも

のに変更します。このオプションを選択すると、次の画面が表示されます。名前の付
け方を変更するには、y を入力してください。この操作によって、vxconfigd デーモ
ンが再起動され、新しいディスクの名前の付け方が有効にされます。
また、コマンドラインから名前の付け方を変更することもできます。エンクロージャに
基づく名前の付け方を選択するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm set namingscheme=ebn [persistence={yes|no}] ¥
[use_avid=yes|no] [lowercase=yes|no]

オペレーティングシステムに基づく名前の付け方を選択するには、次のコマンドを使
います。
# vxddladm set namingscheme=osn [persistence={yes|no}] ¥
[lowercase=yes|no]

オプションの persistence 引数を使うと、ディスクハードウェアを再設定しシステム
を再ブートした後に、VxVM で表示するディスクデバイスの名前を変更しないでおく
かどうかを選択できます。デフォルトでは、エンクロージャに基づく名前の付け方は
永続的です。オペレーティングシステムに基づく名前の付け方はデフォルトでは永
続的ではありません。
デフォルトでは、ASL によって指定された名前に大文字が含まれていても、エンク
ロージャ名は小文字に変換されます。したがって、エンクロージャに基づくデバイス
名は小文字になります。小文字への変換を無効にするには lowercase=no オプショ
ンを設定します。
エンクロージャに基づく名前付けでは、use_avid オプションを使って、デバイス名
のインデックス番号にアレイのボリューム ID を使うかどうかを指定します。デフォルト
は use_avid=yes です。これにより、デバイス名は enclosure_avid のように設定
されます。use_avid を no に設定すると、DMP デバイス名は enclosure_index
のように設定されます。インデックス番号は、デバイスが LUN シリアル番号でソート
された後に割り当てられます。
どちらの方法でも変更は即座に反映されます。
p.100 の 「永続的なデバイス名の再生成」 を参照してください。

ディスクの名前の付け方の表示
VxVM ディスクの名前の付け方は、オペレーティングシステムに基づく名前の付け方ま
たはエンクロージャに基づく名前の付け方に設定できます。このコマンドは VxVM ディス
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クの名前の付け方が現在設定されているかどうかを表示します。また、永続性が有効に
なっているかどうかなど、ディスクの名前の付け方に関する属性が表示されます。
現在のディスクの名前の付け方とその操作モードを表示するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxddladm get namingscheme

p.75 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。

永続的なデバイス名の再生成
永続的なデバイス命名機能では、ディスクデバイスの名前はシステムの再ブート後も維持
されます。DDL は永続的なデバイス名データベースに従ってデバイス名を割り当てます。
オペレーティングシステムに基づく名前の付け方を選択した場合、各ディスク名には通
常、ディスクへのパスのうちいずれかの名前が付けられます。ハードウェアを再構成して
再ブートすると、再構成前と異なる名前がディスクへのパスに対して生成されます。従っ
て、永続的なデバイス名は実際のパスに対応しなくなる場合があります。これにより、ディ
スクが使用不可になることはありませんが、ディスク名がそのパスのいずれかと関連する
ことはなくなります。
同様にエンクロージャベースの命名法を選択すると、デバイス名はエンクロージャ名とイ
ンデックス番号によって決まります。アレイによって開示される LUN の順序がハードウェ
ア構成により変更される場合、永続的なデバイス名は現在のインデックスを反映しないこ
とがあります。
永続的なデバイス名を再生成するには、次の手順を実行します。
◆

永続的な名前のリポジトリを再生成するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm [-c] assign names
-c オプションは、ユーザーが指定したすべての名前を消去し、自動生成された名

前と置換します。
-c オプションを指定しない場合、ユーザーが指定した既存の名前は維持されます

が、OSベースの名前とエンクロージャベースの名前は再生成されます。
ディスク名が、新しいパス名に対応するようになりました。

TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更
デバイスの命名を変更する機能は、ディスクの名前の付け方がオペレーティングシステム
に基づく命名に設定され、TPD 制御のエンクロージャにファブリックディスクが含まれて
いない場合のみ使えます。
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TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名を変更するには、次の手順を実行
します。
◆

ディスクエンクロージャを制御するサードパーティ製ドライバ（TPD）が、適切な ASL
によって共存をサポートしている場合、デフォルトの動作では、TPD が割り当てた
ノード名に基づいてデバイス名が割り当てられます。vxdmpadm コマンドを使うと、
TPD 割り当ての名前とオペレーティングシステムが認識しているデバイス名を切り替
えることができます。
# vxdmpadm setattr enclosure enclosure tpdmode=native|pseudo
tpdmode 属性の引数では、オペレーティングシステムが使う名前（native）または

TPD 割り当てのノード名（pseudo）を指定します。
次の例は、EMC0 という名前のエンクロージャに対して、TPD に基づく命名とオペレー
ティングシステムに基づく命名を切り替えるときのコマンドの使い方を示しています。
# vxdisk list
DEVICE
emcpower10
emcpower11
emcpower12
emcpower13
emcpower14
emcpower15
emcpower16
emcpower17
emcpower18
emcpower19

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
disk1
disk2
disk3
disk4
disk5
disk6
disk7
disk8
disk9
disk10

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

# vxdmpadm setattr enclosure EMC0 tpdmode=native
# vxdisk list
DEVICE
sdj
sdk
sdl
sdm
sdn
sdo
sdp
sdq
sdr
sds

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
disk1
disk2
disk3
disk4
disk5
disk6
disk7
disk8
disk9
disk10

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
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tpdmode が native に設定されると、最小のデバイス番号のパスが表示されます。

エンクロージャに基づくディスク名と OS に基づくディスク
名の関連付けの検出
エンクロージャに基づくディスク名と OS に基づくディスク名の関連付けを検出するには、
次の手順を実行します。
◆

エンクロージャに基づく名前の付け方を有効にして、vxprint コマンドを使い、ボ
リュームの構造を表示する場合は、OS に基づいた名前ではなく、エンクロージャに
基づいたディスクデバイス名（ディスクアクセス名）が表示されます。指定したエンク
ロージャに基づくディスク名に関連付けられた hdisk# 名を検出するには、次のい
ずれかのコマンドを使います。
# vxdisk list enclosure-based_name
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=enclosure-based_name

たとえば、ディスク ENC0_21 に関連する物理デバイスを検索する適切なコマンドは、
次のとおりです。
# vxdisk list ENC0_21
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=ENC0_21

これらのコマンドを実行して、ブロックディスクデバイスおよびキャラクタディスクデバ
イスのフルパス名を取得するには、表示されたデバイス名の接頭辞として
/dev/vx/dmp または /dev/vx/rdmp を追加します。

ディスクのインストールとフォーマット
ディスクおよびシステムのハードウェア機能によって、ディスクをインストールする前にシス
テムを停止して電源を切る必要がある場合や、システムの稼動中にディスクをホットイン
サートできる場合があります。多くのオペレーティングシステムで、再ブート時に新しいディ
スクの存在を検出します。システムの稼動中にディスクを挿入する場合は、オペレーティ
ングシステム固有のコマンドを入力して、システムに通知する必要があることがあります。
使用前にディスクを低レベルまたは中間レベルでフォーマットする必要がある場合は、オ
ペレーティングシステム固有のフォーマットコマンドを使ってフォーマットします。
メモ: SCSI ディスクは通常、フォーマット済みです。既存のフォーマットに障害がある場合
にのみ、再フォーマットを行う必要があります。
p.103 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してください。
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p.103 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。

デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更
ディスクのレイアウトの初期化のデフォルト値を表示または変更するには、次の手順を
実行します。
◆

vxdiskadm メインメニューから［デフォルトのディスクレイアウトの変更/表示
（Change/display the default disk layout）］を選択します。ディスクの初期

化については、デフォルト形式とプライベートリージョンのデフォルトのサイズを変更
できます。ディスク初期化の属性設定は、/etc/default/vxdisk というファイルに
保存されます。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクのカプセル化については、プライベートリージョンとパブリックリージョンのオ
フセット値も変更できます。ディスクのカプセル化の属性設定
は、/etc/default/vxencap というファイルに保存されます。
vxencap（1M）マニュアルページを参照してください。

VxVM へのディスクの追加
VxVM の制御下に置くフォーマット済みディスクには、新しいディスクまたは VxVM の制
御外で以前に使われたディスクを使えます。ディスクのセットは、コントローラ上のすべて
のディスク、選択したディスク、またはこれらの組み合わせで構成できます。
状況によっては、すべてのディスクが同じ方法で処理されない場合があります。
たとえば、あるディスクは初期化され、別のディスクはディスク上の既存データを保持する
ためにカプセル化されることがあります。
一度に複数のディスクを初期化するとき、特定のディスクまたは特定のコントローラを無効
にできます。
また、一度に複数のディスクをカプセル化するときにも、特定のディスクまたは特定のコン
トローラを無効にできます。
VxVM からデバイスを無効にするには、vxdiskadm のメインメニューから［VxVM が使うデ
バイスのパス、またはマルチパスの無効化 (Prevent multipathing/Suppress devices
from VxVM's view)］を選択します。

警告: 初期化では、ディスク上の既存データは保持されません。
使える有効なパーティションテーブルのないディスクは初期化できません。ディスク上に
空のパーティションテーブルを作成するには、fdisk コマンドを次のように使います。
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# fdisk /dev/sdX
Command (m for help): o
Command (m for help): w
/dev/sdX には、ディスクデバイスの名前（/dev/sdi など）を指定します。

警告: fdisk コマンドを実行すると、ディスク上のデータが破棄されることがあります。ディ
スク上のデータを保持する必要がある場合は、このコマンドを実行しないでください。
p.163 の 「マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化」 を参照してくださ
い。
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VxVM 用にディスクを初期化するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm メインメニューから [1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or
initialize one or more disks）］ を選択します。

2

次のプロンプトで、VxVM 制御に追加するディスクのディスクデバイス名を入力しま
す（またはディスクの一覧を表示するために、「list」を入力します）。
Select disk devices to add:
[<pattern-list>,all,list,q,?]
<pattern-list> には、単一ディスクまたは一連のディスクを指定できます。
<pattern-list> が複数の項目で構成されている場合は、スペースで区切って項

目を切り離します。たとえば、次のように 4 つのディスクを表します。
sde sdf sdg sdh

プロンプトで、list と入力した場合は、vxdiskadm プログラムによって、システムで
使えるディスクの一覧が表示されます。
DEVICE
sdb
sdc
sdd
sde
sdf
sdg

DISK
mydg01
mydg02
mydg03
mydg04
-

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online
online
online
online invalid

［ステータス（STATUS）］列の［online invalid］という語句は、ディスクがまだ追加
されていないか、VxVM の制御用に初期化されていないことを示します。ディスク名
およびディスクグループとともに「online」と表示されているディスクは、すでに VxVM
制御下にあります。
プロンプトで、初期化するディスクのデバイス名またはパターンを入力し、リターン
キーを押します。

3

操作を続行するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリターンキーを押し
ます）。
Here are the disks selected. Output format: [Device]
list of device names
Continue operation? [y,n,q,?] (default: y) y
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4

次のプロンプトで、ディスクの追加先ディスクグループを指定するか、none を入力し
て後で使うためにディスクを予約します。'
You can choose to add these disks to an existing disk group,
a new disk group, or you can leave these disks available for use
by future add or replacement operations. To create a new disk
group, select a disk group name that does not yet exist. To
leave the disks available for future use, specify a disk group
name of none.
Which disk group [<group>,none,list,q,?]

5

存在しないディスクグループ名を指定した場合は、vxdiskadm によって、新しいディ
スクグループを作成する確認を求めるプロンプトが表示されます。
There is no active disk group named disk group name.
Create a new group named disk group name? [y,n,q,?]
(default: y)y

ディスクグループでクロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）機能をサポート
するかどうか確認するように求められます。
Create the disk group as a CDS disk group? [y,n,q,?]
(default: n)

新しいディスクグループを異なるオペレーティングシステムプラットフォーム間で移動
させる場合は、y を入力します。それ以外の場合は、nを入力します。

6

次のプロンプトで、リターンキーを押してデフォルトのディスク名を使うか、n を入力し
て任意のディスク名を定義します。
Use default disk names for the disks? [y,n,q,?] (default: y)

7

ディスクをホットリロケーションのスペアにするかどうかを尋ねるプロンプトが表示され
たら、n を入力します（または、リターンキーを押します）。
Add disks as spare disks for disk group name? [y,n,q,?]
(default: n) n

8

ディスクをホットリロケーションへの適用対象から除外するかを尋ねるプロンプトが表
示されたら、n を入力します（または、リターンキーを押します）。
Exclude disks from hot-relocation use? [y,n,q,?}
(default: n) n
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9

次のプロンプトでサイトタグをディスクに追加するかどうかを選択します。
Add site tag to disks? [y,n,q,?] (default: n)

サイトタグは、常にディスクアレイまたはエンクロージャに適用され、リモートミラー機
能を使わない限り必要ありません。
y を入力してサイトタグを追加する場合、ステップ 11 でサイト名の入力を求めるメッ

セージが表示されます。

10 操作を続行するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリターンキーを押し
ます）。
The selected disks will be added to the disk group
disk group name with default disk names.
list of device names
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y) y

11 ステップ 9 でディスクにサイトタグを追加することにした場合、ここで、各エンクロー
ジャのディスクに適用するサイト名の入力を求めるメッセージが表示されます。
The following disk(s):
list of device names
belong to enclosure(s):
list of enclosure names
Enter site tag for disks on enclosure enclosure name
[<name>,q,?] site_name
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12 次のプロンプトが表示された場合、これにはすでに VxVM 用に初期化されている
ディスクがすべて一覧表示されます。
The following disk devices appear to have been initialized
already.
The disks are currently available as replacement disks.
Output format: [Device]
list of device names
Use these devices? [Y,N,S(elect),q,?] (default: Y) Y

このプロンプトにより、これらすべてのディスクに対して「はい（yes）」または「いいえ
（no）」を示したり（Y または N）、個別ベースで各ディスクを処理する方法を選択した
り（S）できます。
ディスクすべてを再初期化する場合は、次のプロンプトで Y を入力します。
VxVM NOTICE V-5-2-366 The following disks you selected for use
appear to already have been initialized for the Volume
Manager. If you are certain the disks already have been
initialized for the Volume Manager, then you do not need to
reinitialize these disk devices.
Output format: [Device]
list of device names
Reinitialize these devices? [Y,N,S(elect),q,?] (default: Y) Y
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13

vxdiskadm によって、1 つ以上のディスクがカプセル化の候補にあることが示されま

す。カプセル化では、アクティブなディスクを VxVM 制御に追加して、そのディスク
上のデータを保持できます。ディスク上のデータを保持する場合は、y を入力しま
す。保持する必要のあるデータがディスク上にないことが確実な場合は、n を入力
し、カプセル化を回避します。
VxVM NOTICE V-5-2-355 The following disk device has a valid
partition table, but does not appear to have been initialized
for the Volume Manager. If there is data on the disk that
should NOT be destroyed you should encapsulate the existing
disk partitions as volumes instead of adding the disk as a new
disk.
Output format: [Device]
device name
Encapsulate this device? [y,n,q,?] (default: y)
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14 ディスクのカプセル化を選択すると、vxdiskadm によってデバイス名が確認され、処
理を続行する許可を求めるプロンプトが表示されます。y を入力して（または、リター
ンキーを押して）、カプセル化を続行します。
VxVM NOTICE V-5-2-311 The following disk device has been
selected for encapsulation.
Output format: [Device]
device name
Continue with encapsulation? [y,n,q,?] (default: y) y
vxdiskadm now displays an encapsulation status and informs you
that you must perform a shutdown and reboot as soon as
possible:
VxVM INFO V-5-2-333 The disk device device name will be
encapsulated and added to the disk group disk group name with the
disk name disk name.

これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。
次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)
cdsdisk 形式を指定した場合は、この形式に変換できなかった場合に実行するア

クションの入力を求めるプロンプトが表示されます。
Do you want to use sliced as the format should cdsdisk fail?
[y,n,q,?] (default: y)
y を入力した場合、CDS ディスクとしてカプセル化できないディスクは sliced ディス

クとしてカプセル化されます。それ以外の場合は、カプセル化が失敗します。
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この後、vxdiskadm によって、ディスクのカプセル化が続行されます。次のようなコ
マンドを実行して、できるだけ早い段階でシステムを再ブートしてください。
# shutdown -r now
/etc/fstab ファイルが更新され、カプセル化したファイルシステムをマウントするた

めに使うボリュームデバイスを有効にします。場合によっては、バックアップスクリプ
ト、データベース、手動作成したスワップデバイスなどの参照項目を更新する必要が
あります。もとの /etc/fstab ファイルは、/etc/fstab.b4vxvm として保存されま
す。

15 ディスクのカプセル化を選択しなかった場合、vxdiskadm によって、カプセル化の
代わりに、ディスクの初期化を行うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。y を
入力し、これを確認します。
カプセル化せずに、初期化しますか?（Instead of encapsulating, initialize?）
[y,n,q,?](default: n) y
初期化し、VxVM の制御下に追加したディスクは、次の例のようなメッセージととも
に vxdiskadm によって確認されます。さらに、表面分析の実行を求めるプロンプト
が表示されることがあります。
VxVM INFO V-5-2-205 Initializing device device name.

16 これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。
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17 次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

この後、vxdiskadm によって、ディスクの追加が続行されます。
VxVM INFO V-5-2-88 Adding disk device device name to disk group
disk group name with disk name disk name.
.
.
.

18 次のプロンプトで、続けてディスクを初期化する（y）か、vxdiskadm メインメニューに
戻る（n）かを指定します。
Add or initialize other disks? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクのデフォルトのレイアウトは、変更可能です。
p.103 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してください。

ディスクの再初期化
VxVM 用に以前に初期化されたディスクを、新しいディスクと同様に VxVM の制御下に
置くことで、再初期化できます。
p.103 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。
警告: 再初期化では、ディスク上のデータは保持されません。ディスクの再初期化を行う
場合は、保持する必要のあるデータが含まれていないことを確認してください。
追加するディスクを以前 Volume Manager の制御外で使っていた場合は、ディスクをカ
プセル化して、ディスク情報を保持できます。追加するディスクを以前 LVM の制御下で
使っていた場合は、そのデータを変換プロセスによって VxVM ディスク上で保持できま
す。
p.601 の 「Sistina LVM からの移行について」 を参照してください。
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vxdiskadd を使った VxVM の制御下へのディスクの配置
vxdiskadd コマンドを使ってディスクを VxVM の制御下に配置するには、次の手順を実
行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxdiskadd disk

たとえば、ディスク sdb を初期化するには、次の手順を実行します。
# vxdiskadd sdb
vxdiskadd コマンドは、ディスクを調査して初期化されているかどうかを確認します。

また、VxVM に追加されたディスクやその他の状態もチェックします。
また、vxdiskadd コマンドは、ディスクをカプセル化できるかどうかもチェックします。
p.114 の 「ディスクのカプセル化」 を参照してください。
未初期化ディスクを追加すると、vxdiskadd コマンドにより、警告およびエラーメッ
セージがコンソールに表示されます。これらのメッセージは無視してください。ディス
クの初期化が完了すると、これらのメッセージは表示されません。初期化が完了する
と、vxdiskadd コマンドによって、成功メッセージが表示されます。
vxdiskadd のディスク追加用の対話的ダイアログは、vxdiskadm のものと類似して

います。
p.103 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。

VxVM での RAM ディスクのサポート
一部のシステムでは、RAM ディスクの作成をサポートしています。RAM ディスクは、小さ
なディスクデバイスのように見える、システムメモリで作成されたデバイスです。システムを
再ブートする際に、RAM ディスクの内容は頻繁に消去されます。起動時に消去される
RAM ディスクでは、VxVM が物理ディスクと認識できません。これは、物理ディスク上に
格納された情報（再ブート時に消去）がディスクの認識に使われるためです。
nopriv デバイスには、RAM ディスクをサポートするための特殊な機能があります。volatile

オプションは、デバイスの内容を再ブート後に残さないことを VxVM に指定します。揮発
性デバイスには、システムの起動時に特別な処理が実行されます。ボリュームがミラー化
されている場合、揮発性デバイスで作成されたプレックスには、不揮発性プレックスから
データがコピーされ、プレックスは常に修復されます。
VxVM で RAM ディスクを使うには、ブロックデバイスノードおよびキャラクタデバイスノー
ド（たとえば、/dev/dsk/ramd0 および /dev/rdsk/ramd0）の両方が、RAM ディスク用
に存在している必要があります。
VxVM に RAM ディスクデバイスを定義するには、次のコマンドを使います。
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# vxdisk define ramd0 type=nopriv volatile

通常、VxVM は、揮発性サブディスクを含むプレックスでのみ構成されるボリュームを起
動しません。これは、プレックスがボリュームの最新の内容を格納している保証がないた
めです。
再ブート後に、ボリュームの内容をすべて再編成する場合に使う RAM ディスクもありま
す。その場合、次のコマンドを使って、RAM ディスクで構成されたボリュームを再ブート
時に強制的に起動することができます。
# vxvol set startopts=norecov volume

このオプションは、gen 属性のボリュームでのみ使えます。
vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクのカプセル化
この項では、VxVM 用ディスクのカプセル化の方法を説明します。カプセル化では、ディ
スクを VxVM の制御下に置く際に、ディスク上のすべての既存データを保持します。
ルートディスクをカプセル化して、VxVM の制御下に置くことができます。ただし、カプセ
ル化可能なルートディスクのレイアウトと設定には制限があります。
p.120 の 「Linux でのルータビリティの使用に関する制限」 を参照してください。
p.119 の 「ルータビリティ」 を参照してください。
msdos のラベルの付いたディスクは、auto:sliced ディスクとしてカプセル化できます。

ただし、そのディスクに、パブリックリージョンへの割り当てが可能な 1 つ以上の予備のプ
ライマリパーティションと、プライベートリージョンへの割り当てが可能な 1 つの予備のプラ
イマリパーティションまたは論理パーティションが存在することが前提となります。
sun のラベルの付いたディスクも auto:sliced ディスクとしてカプセル化できます。ただ

し、そのディスクに、パブリックリージョンとプライベートリージョンへの割り当てが可能な 2
つ以上の予備のスライスが存在することが前提となります。
GPT（GUID Partition Table）のラベルの付いた EFI（Extensible Firmware Interface）
ディスクも auto:sliced ディスクとしてカプセル化できます。ただし、そのディスクに、パ
ブリックリージョンとプライベートリージョンへの割り当てが可能な 2 つ以上の予備のスライ
スが存在することが前提となります。
パーティションテーブル内のパブリックリージョンのエントリには、ディスク上の追加領域は
必要ありません。代わりに、そのエントリが既存のパーティションで使われているディスク
領域を表す（またはカプセル化する）ようにします。
パブリックリージョンとは異なり、プライベートリージョンのパーティションでは、既存のパー
ティションまたはスライスのいずれにも属さない少量の空き領域がディスクの先頭または
末尾に必要です。デフォルトでは、プライベートリージョンに必要な領域は 32 MB です。
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この値は、整数のシリンダ数に切り上げられます。最近のディスクでは、ほとんどの場合
1 シリンダで十分です。
VxVM 用のディスクをカプセル化するには、次の手順を実行します。

1

ルートディスクをカプセル化する前に、VxVM が使う、デバイスの名前の付け方を永
続的になるように設定します。
vxddladm set namingscheme={osn|ebn|gdn} persistence=yes

たとえば、エンクロージャに基づく名前の付け方と共に永続的な名前の付け方を使
うには、次の手順を実行します。
# vxddladm

2

set namingscheme=ebn persistence=yes

vxdiskadm のメインメニューで、［1 つ以上のディスクのカプセル化（Encapsulate
one or more disks）］を選択します。

ご使用のシステムによっては、ここで示した例とは異なるデバイス名が使われること
があります。
次のプロンプトで、カプセル化するディスクのディスクデバイス名を入力します。
Select disk devices to encapsulate:
[<pattern-list>,all,list,q,?] device name

<pattern-list> には、単一ディスクまたは一連のディスクを指定できます。
<pattern-list> が複数の項目で構成されている場合は、スペースで区切って項目
を切り離す必要があります。
カプセル化するディスクのアドレス（デバイス名）が不明な場合は、使用可能なディス
クの完全な一覧を要求するプロンプトで、l または list を入力します。

3

この操作を続行するには、次のプロンプトで、y を入力します（またはリターンキーを
押します）。
Here is the disk selected. Output format: [Device]
device name
Continue operation? [y,n,q,?] (default: y) y

4

次のプロンプトで、ディスクの追加先となるディスクグループを選択します。
You can choose to add this disk to an existing disk group or to
a new disk group. To create a new disk group, select a disk
group name that does not yet exist.
Which disk group [<group>,list,q,?]
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5

次のプロンプトで、リターンキーを押してデフォルトのディスク名を使うか、ディスク名
を入力します。
Use a default disk name for the disk? [y,n,q,?] (default: y)

6

操作を続行するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリターンキーを押し
ます）。
The selected disks will be encapsulated and added to the
disk group name disk group with default disk names.
device name
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y) y

7

カプセル化の続行を確認するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリター
ンキーを押します）。
The following disk has been selected for encapsulation.
Output format: [Device]
device name
Continue with encapsulation? [y,n,q,?] (default: y) y

ディスクを VxVM 用にカプセル化することを確認する、次のようなメッセージが表示
され、再ブートが必要であることが通知されます。
The disk device device name will be encapsulated and added to
the disk group diskgroup with the disk name diskgroup01.

8

非ルートディスクの場合は、ディスクのフォーマットを、異なるオペレーティングシステ
ム間で移動できる CDS ディスクとして行うか、移動できない sliced ディスクとして行
うかを選択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。ルートディスク、ブートディスクまたはスワップディスクの場合は、sliced 形式
です。
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9

次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

10

cdsdisk 形式を指定した場合は、手順 8 で、この形式に変換できなかった場合に

実行するアクションの入力を求めるプロンプトが表示されます。
Do you want to use sliced as the format should cdsdisk
fail? [y,n,q,?] (default: y)
y を入力した場合、CDS ディスクとしてカプセル化できないディスクは sliced ディス

クとしてカプセル化されます。それ以外の場合は、カプセル化が失敗します。

11 この後、vxdiskadm によって、ディスクのカプセル化が続行されます。次のようなコ
マンドを実行して、できるだけ早い段階でシステムを再ブートしてください。
# shutdown -r now
/etc/fstab ファイルが更新され、カプセル化したファイルシステムをマウントするた

めに使うボリュームデバイスを有効にします。場合によっては、バックアップスクリプ
ト、データベース、手動作成したスワップデバイスなどの参照項目を更新する必要が
あります。もとの /etc/fstab ファイルは、/etc/fstab.b4vxvm として保存されま
す。

12 次のプロンプトで、続けてディスクをカプセル化する（y）か、vxdiskadm メインメニュー
に戻る（n）かを指定します。
Encapsulate other disks? [y,n,q,?] (default: n) n

ディスクをカプセル化するときに使うデフォルトのレイアウトは変更できます。
p.103 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してくださ
い。

ディスクのカプセル化の失敗
ある状況の下では、プライベートリージョンを格納できるだけの空き領域がディスク上にな
いためにディスクのカプセル化に失敗することがあります。十分な空き領域がない場合
は、次のようなエラーメッセージを表示してカプセル化プロセスは突然終了します。
VxVM ERROR V-5-2-338 The encapsulation operation failed with the
following error:
It is not possible to encapsulate device, for the following
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reason:
<VxVM vxslicer ERROR V-5-1-1108 Unsupported disk layout.>

1 つの解決策は、nopriv フォーマットでディスクを設定することです。
p.118 の 「nopriv ディスクを使ったカプセル化」 を参照してください。

nopriv ディスクを使ったカプセル化
カプセル化すると、指定されたディスク上の既存パーティションがボリュームに変換されま
す。いずれかのパーティションにファイルシステムがある場合は、/etc/fstab エントリが
変更され、代わりにファイルシステムがボリュームにマウントされます。
ディスクをカプセル化するためには、VxVM がディスクの識別情報と設定情報の保存に
使うプライベートリージョンを格納できるだけの十分な空き領域（デフォルトでは 32 MB）
がディスク上に必要です。この空き領域を、他のパーティションに含めることはできません
vxencap（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdisk ユーティリティを使って、VxVM のプライベートリージョンのパーティション用に使

用可能な領域のないディスクを、カプセル化できます。カプセル化するには、プライベー
トリージョンを持たない nopriv デバイスとしてディスクを設定します。
nopriv デバイスを使う欠点は、VxVM でディスクのアドレスやコントローラの変更をトラッ

キングできないことです。通常、VxVM では、物理ディスク上のプライベートリージョンに
格納された識別情報を使い、物理ディスクの配置の変更をトラッキングします。nopriv
デバイスにはプライベートリージョンが存在しないため、物理ディスク上に格納された識別
情報も存在せず、トラッキングを行うことができません。
nopriv デバイスの用途の 1 つは、VxVM を使ってデータをディスク外に移動できるよう

に、ディスクをカプセル化することです。ディスク上に使用可能な領域ができたら、nopriv
デバイスを削除し、そのディスクを標準ディスクデバイスとしてカプセル化します。
nopriv デバイスのみでディスクグループを構成することはできません。これは、nopriv

デバイスに、ディスクグループの設定情報を格納する領域が存在しないためです。設定
情報は、ディスクグループ内の少なくとも 1 つのディスクに格納されている必要がありま
す。

カプセル化する nopriv ディスクの作成
警告: nopriv ディスクを使ってルートディスクをカプセル化しないでください。ルートディ
スクにプライベートリージョン用の十分な空き領域がない場合は、代わりにスワップ領域の
一部を使うことができます。
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カプセル化する nopriv ディスクを作成するには、次の手順を実行します。

1

パーティションが存在しない場合は、VxVM を使って、アクセスする領域用のディス
クパーティションを設定します。

2

次のコマンドを使って、VM ディスクをパーティションにマップします。
# vxdisk define partition-device type=nopriv
partition-device は、/dev/dsk ディレクトリのデバイスのベース名です。

たとえば、ディスクデバイス sdc のパーティション 3 をマップするには、次のコマンド
を使います。
# vxdisk define sdc3 type=nopriv

nopriv ディスク上の他のパーティション用のボリュームの作成
nopriv ディスク上の他のパーティションにボリュームを作成するには、次の手順を実行
します。

1

ディスクグループに該当するパーティションを追加します。

2

カプセル化したパーティション内でパーティションが存在する位置を決定します。

3

パーティション上にデータを保持しない場合は、vxassist を使って、必要なサイズ
のボリュームを作成します。
警告: vxassist は、デフォルトで、作成するボリュームのデータ領域を再初期化し
ます。パーティション上に保持すべきデータがある場合は、vxassist を使わないで
ください。代わりに、vxmake を使ってボリュームを作成し、vxvol init active コ
マンドでボリュームを起動します。

ルータビリティ
VxVM では、ルートファイルシステム、swap デバイス、ルートディスク上の他のファイルシ
ステムに属する各種ファイルを VxVM の制御下に置くことができます。この機能は、ルー
タビリティと呼ばれます。ルートディスク（すなわち、ルートファイルシステムを含むディス
ク）をカプセル化の過程を経て VxVM の制御下に置くことができます。
カプセル化すると、ディスク上の既存パーティションがボリュームに変換されます。一度
VxVM の制御下に置かれると、root デバイスおよび swap デバイスは、ボリュームとな
り、他の VxVM ボリュームと同じ特性を持ちます。スワップ領域用として構成されたボリュー
ムはスワップボリュームと呼ばれ、ルートファイルシステムを含むボリュームはルートボリュー
ムと呼ばれます。
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警告: ルートディスクのカプセル化は、ミラー化も併せて行う場合に限り実行してください。
ルートディスクのカプセル化自体には利点はありません。
rootvol ボリュームおよび swapvol ボリュームは、システムの正常起動に必要なルート

ディスクの他の部分（/usr など）とともにミラー化することができます。これにより、ディスク
障害発生時の、冗長性とリカバリ機能が完備されます。VxVM ルータビリティがないと、
root、swap、usr パーティションのいずれかが損失した場合に、残りのディスクからシス
テムを起動できなくなります。
起動に必要なディスクドライブをミラー化することにより、単一ディスクの障害でシステムが
使用不能になるのを回避することができます。起動に必要なディスクについては、使用可
能な別のディスク上にミラーを作成することをお勧めします（vxdiskadm コマンドを使用）。
root パーティションおよび swap パーティションを含むディスクに障害が発生した場合
は、これらのパーティションのミラーを含むディスクからシステムを再ブートできます。
カプセル化されたルートディスクに障害が発生した場合にシステムをリカバリするには、特
別な手順を適用する必要があります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

Linux でのルータビリティの使用に関する制限
msdos ディスクラベルの付いた起動可能なルートディスクには、最大 4 つのプライマリパー

ティションを含めることができます。SCSI ディスクの場合は /dev/sdx1 から /dev/sdx4
まで、IDE ディスクの場合は /dev/hdx1 から /dev/hdx4 までのパーティションです。5
つ以上のパーティションが必要な場合は、プライマリパーティションを拡張パーティション
として設定できます。拡張パーティションには、SCSI ディスクで最大 11 個の論理パーティ
ション（/dev/sdx5 から /dev/sdx15）、IDE ディスクで最大 12 個の論理パーティション
（/dev/hdx5 から /dev/sdx16）を含めることができます。
メモ: ルートディスクのカプセル化では、GPT のラベルの付いた ＥＦＩ ディスクはサポート
されません。
ルートディスクをカプセル化するには、パブリックリージョン用の未使用のプライマリパー
ティション 1 つと、プライベートリージョン用の未使用のプライマリパーティション 1 つまた
は未使用の論理パーティション 1 つが必要です。
パーティションテーブル内のパブリックリージョンのエントリには、ディスク上の追加領域は
必要ありません。代わりに、そのエントリが既存のパーティションで使われているディスク
領域を表す（またはカプセル化する）ようにします。
パブリックリージョンとは異なり、プライベートリージョンのパーティションには、比較的少量
のディスク空き領域が必要です。デフォルトでは、プライベートリージョンに必要な領域は

第 2 章 ディスクの管理
ルータビリティ

32 MB です。この値は、整数のシリンダ数に切り上げられます。最近のディスクでは、ほ
とんどの場合 1 シリンダで十分です。
カプセル化するルートディスクのパーティションレイアウトは、次の必要条件を満たす必要
があります。
■

パブリックリージョン用の未使用のプライマリパーティション 1 つ。

■

プライベートリージョンへの割り当てが可能な空きディスク領域または swap パーティ
ション。拡張パーティション内に空き領域または swap パーティションが存在しない場
合は、プライベートリージョン用に未使用のプライマリパーティションが 1 つ必要にな
ります。存在する場合は、未使用の論理パーティションが 1 つ必要です。

レイアウトの基準を満たしていないルートディスクをカプセル化しようとすると、vxencap ま
たは vxdiskadm コマンドによって次のエラーメッセージが表示されます。
Cannot find appropriate partition layout to allocate space
for VxVM public/private partitions.

以下の項では、ルートディスクレイアウトでカプセル化がサポートされる例とサポートされ
ない例を紹介しています。
■

「カプセル化がサポートされるルートディスクのレイアウト例」

■

「カプセル化がサポートされないルートディスクのレイアウト例」

Linux でルータビリティを使う場合、以下のような重要な制限があります。
■

ルートディスクのカプセル化は、標準の SCSI または IDE インターフェースを備えた
デバイスでのみサポートされています。ベンダー独自のインターフェースを備えた大
部分のデバイスでは、サポートされていません。ただし、COMPAQ SMART コントロー
ラと SMARTII コントローラは、/dev/ida/cXdXpX と /dev/cciss/cXdXpX という形
式のデバイス名を使っており、ルートディスクのカプセル化をサポートしています。

■

ルートディスクのカプセル化は、msdos または gpt のラベルの付いたディスクでのみ
サポートされています。sun のラベルの付いたディスクではサポートされていません。

■ root、boot および swap パーティションが同じディスク上に存在する必要があります。
■

SCSI と IDE ディスクのブートローダーとして、GRUB または LILO ブートローダーを
使う必要があります。

■

ブートローダー設定ファイル内のメニューエントリが有効である必要があります。

■

ブートローダー設定ファイルが、ルートディスクのカプセル化プロセスで編集されない
ようにする必要があります。

■ /boot パーティションが、BIOS が最初に認識するディスクに存在し、このパーティショ

ンがプライマリパーティションである必要があります。
一部のコンピュータはローカルディスクを無視するように設定できません。ローカル
ディスクはカプセル化するときに削除する必要があります。マルチパス設定の変更（複
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数の HBA システムの場合）は同じ影響をもたらす可能性があります。VxVM がサポー
トするのは、初期のブートストラップインストール設定がルートのカプセル化のために
変更されていないシステムのみです。
■

ブートローダーは、ルートディスクまたはルートディスクのミラー上に存在するマスター
ブートレコード（MBR）内に置かれている必要があります。

■

GRUB ブートローダーを使う場合、ルートディスクをカプセル化するには、/boot ディ
レクトリの root デバイスの場所を、最初のディスクドライブ sd0 または hd0 に設定す
る必要があります。

■

LILO または ELILO ブートローダーを使う場合、ルートディスクをカプセル化した後
で、FALLBACK、LOCK または -R オプションを使わないでください。
警告: LILO では VxVM ボリュームのレイアウトが識別されないため、LILO で
FALLBACK、LOCK または -R オプションを使うと、システムが起動しなくなる場合があり
ます。

■

A/P（アクティブ/パッシブ）アレイ内のセカンダリコントローラのみに接続された、カプ
セル化されたルートディスクからの起動は、サポートされていません。

■

Red Hat のデフォルトのレイアウトでは、ルータビリティを実装できません。ルートディ
スクのレイアウトを変更する場合は、カプセル化を行う前に、そのルートディスクが起
動可能であることを確認してください。
p.125 の 「例 5」 を参照してください。

■

カプセル化した後のルートディスクから、ボリュームを割り当てないでください。ディス
クに保存されているパーティション情報が破棄されます。

■

デバイスの名前の付け方は永続的になるように設定する必要があります。

カプセル化がサポートされるルートディスクのレイアウト例
次の例は、カプセル化がサポートされるルートディスクのレイアウトを示しています。

例1
図 2-1 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、root と swap が
2 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクにいくらかの空き領域があります。
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図 2-1

2 つのプライマリパーティション上に設定された root と swap、および
ディスク上の空き領域

ルートディスクのカプセル化前
/ (root)

swap
プライマリ
パーティション

プライマリ
パーティション

空き領域

ルートディスクのカプセル化後
/ (root)

swap

プライベート
リージョン

パブリックリージョン

2 つのプライマリパーティションは、/ と swap で使われています。未使用のプライマリパー
ティションが 2 つあり、ディスク上にはプライベートリージョン用のプライマリパーティション
に割り当てることのできる空き領域があります。

例2
図 2-2 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、root と swap が
2 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクに空き領域がありません。
図 2-2

2 つのプライマリパーティション上に設定された root と swap（空き領
域なし）

ルートディスクのカプセル化前
/ (root)
プライマリ
パーティション

swap
プライマリ
パーティション

ルートディスクのカプセル化後
/ (root)

swap

プライベート
リージョン

パブリックリージョン

2 つのプライマリパーティションは、/ と swap で使われています。2 つの未使用のプライ
マリパーティションがあり、swap パーティションの末尾の領域を使うことにより、新しいプラ
イマリパーティションにプライベートリージョンを割り当てることができます。
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例3
図 2-3 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と swap が
2 つのプライマリパーティション上に設定され、拡張パーティションにいくらかの空き領域
があります。
2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap、および
拡張パーティション内の空き領域

図 2-3

ルートディスクのカプセル化前
/boot

swap

プライマリ
パーティション

/var

/ (root)

拡張
パーティション

/home

論理
パーティション

/home1

拡張パーティション
の空き領域

ルートディスクのカプセル化後
/boot

swap

/ (root)

/var

/home

/home1

プライベート
リージョン

パブリックリージョン

3 つのプライマリパーティションは、/boot、swap、および拡張パーティションで使われて
います。拡張パーティションには、root を含む 4 つのファイルシステムがあります。拡張
プライマリパーティションの末尾の空き領域を使って、プライベートリージョン用の新しい
論理パーティションを作成できます。

例4
図 2-4 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot が 1 つの
プライマリパーティション上に設定され、root と swap が拡張パーティションに設定されて
います。
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図 2-4

プライマリパーティション上に設定された boot、および拡張パーティ
ション内に設定された root と swap

ルートディスクのカプセル化前
/boot

/ (root)

プライマリ
パーティション

拡張
パーティション

swap
論理
パーティション

ルートディスクのカプセル化後
/boot

/ (root)

swap

パブリックリージョン
プライベート
リージョン

2 つのプライマリパーティションは、/boot と拡張パーティションで使われています。拡張
パーティションには、root ファイルシステムとスワップ領域があります。swap パーティショ
ンの末尾の領域を使うことにより、プライベートリージョン用の新しい論理パーティションを
作成できます。

カプセル化がサポートされないルートディスクのレイアウト例
次の例は、カプセル化がサポートされないルートディスクのレイアウトを示しています。

例5
図 2-5 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot、swap、
root が 3 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクにいくらかの空き領域が
あります。
図 2-5

/boot

3 つのプライマリパーティション上に設定された boot、swap、root、お
よびディスク上の空き領域
/ (root)

プライマリパーティション

swap

空き領域（free space）

このレイアウトは、Red Hat のデフォルトのレイアウトと同じであり、使用可能な予備のプラ
イマリパーティションが 1 つしか存在せず、拡張パーティション内に swap パーティション
も空き領域も存在しないため、カプセル化できません。
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図 2-6 にこの問題の解決策を示します。swap パーティションまたは空き領域を拡張パー
ティションとして設定し、スワップ領域を論理パーティションに移動します。論理パーティ
ションには、プライベートリージョンを格納できるだけの十分な空き領域を残しておきます。
解決策: swap を論理パーティションとして再設定する

図 2-6

論理パーティション
/boot

/ (root)

プライマリ
パーティション

swap
拡張パーティション
拡張パーティションの
空き領域

もとの swap パーティションは削除する必要があります。再設定が完了すると、このルート
ディスクをカプセル化できます。
p.124 の 「例 3」 を参照してください。
図 2-7 にもう 1 つの解決策を示します。/boot を / の下にディレクトリとして再作成
し、/boot パーティションを削除して、新しい /boot の位置を使うように LILO または
GRUB を再設定します。
図 2-7

解決策: /boot をディレクトリとして再設定する
/boot がディレクトリとして存在する /

swap

プライマリパーティション
空き領域

空き領域

警告: ルートファイルシステムの先頭が最初の 1024 シリンダ内にない場合は、/boot を
移動するとシステムが起動しなくなることがあります。
再設定が完了すると、このルートディスクをカプセル化できます。
p.122 の 「例 1」 を参照してください。

例6
図 2-8 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と swap
が 2 つのプライマリパーティション上に設定され、拡張パーティションに空き領域がありま
せん。
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2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap、および
空き領域のない拡張パーティション

図 2-8

/boot

swap

プライマリ
パーティション

/ (root)
拡張
パーティション

論理
パーティション

空き領域
（free space）

このレイアウトは、使用可能な予備のプライマリパーティションが 1 つしか存在せず、拡張
パーティション内に swap パーティションも空き領域も存在しないため、カプセル化できま
せん。
図 2-9 にこの問題の解決策を示します。パーティション設定ツールを使って、拡張パー
ティションをディスク上の空き領域まで拡大します。
解決策: 拡張パーティションを拡大する

図 2-9
/boot

swap

プライマリパ
ーティション

/ (root)
拡張
パーティション

論理パーテ
ィション

拡張パーティショ
ンの空き領域

root ファイルシステムが含まれている論理パーティションの境界を変更しないように注意

する必要があります。再設定が完了すると、このルートディスクをカプセル化できます。
p.124 の 「例 3」 を参照してください。

例7
図 2-10 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と swap
が 2 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクに空き領域がありません。
2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap（空き領
域なし）

図 2-10

/boot

swap

プライマリ
パーティション

/ (root)
拡張
パーティション

/var

/home

論理
パーティション

このレイアウトは、使用可能な予備のプライマリパーティションが 1 つしか存在せず、拡張
パーティション内に swap パーティションも追加の論理パーティション用の空き領域も存
在しないためカプセル化できません。
図 2-11 にこの問題の解決策を示します。1 つ以上の既存のファイルシステムと対応する
論理パーティションを縮小します。
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解決策: 既存の論理パーティションを縮小する

図 2-11
/boot

swap

プライマリ
パーティション

/ (root)
拡張
パーティション

/var

/home

論理
パーティション 拡張パーティション
の空き領域

既存の論理パーティションを縮小すると、拡張パーティション内の領域がプライベートリー
ジョン用に解放されます。再設定が完了すると、このルートディスクをカプセル化できま
す。
p.124 の 「例 3」 を参照してください。

例8
図 2-12 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と swap
が 2 つのプライマリパーティション上に設定され、使用可能な論理パーティションがありま
せん。
2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap（使用
可能な論理パーティションなし）

図 2-12

/boot

/ (root)

プライマリ
パーティション

スワップ（11
個の論理パーティシ
ョンのうちの 1 個）

拡張パーティ
ション

拡張パーティション
の空き領域

SCSI ディスクを使う場合、このレイアウトは、使用可能な予備のプライマリパーティション
が 1 つしか存在しないためカプセル化できません。また、論理パーティション上に swap
が設定され、拡張パーティションに空き領域がある場合でも、追加の論理パーティション
は作成できません。この問題は、12 個の論理パーティションが作成されている IDE ディ
スクでも発生します。
この問題を解決するには、既存の論理パーティションの 1 つからすべてのデータを退避
させて、この論理パーティションを削除します。これにより、プライベートリージョン用に 1
つの論理パーティションが使用可能になります。その後、このルートディスクをカプセル化
できます。
p.124 の 「例 3」 を参照してください。
p.124 の 「例 4」 を参照してください。
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ルートボリュームの起動
オペレーティングシステムの起動時に、root ファイルシステムと swap 領域が使用可能
な状態にあることを条件として、vxconfigd デーモンによる VxVM 設定のロードやボ
リュームの起動が開始されます。rootvol ボリュームおよび swapvol ボリュームがシステ
ム起動時に通常のパーティションとして認識され、普通のディスクパーティションと同様に
オペレーティングシステムからアクセスできる状態になっている必要があります。
この制限があるため、各 rootvol プレックスおよび swapvol プレックスは、単一のパー
ティションにマップされる、ディスク上の連続した領域から作成する必要があります。起動
に使う rootvol ボリュームまたは swapvol ボリュームのプレックスをストライプ化、連結ま
たは分散することはできません。起動に使う可能性のあるこれらのプレックスのミラーにつ
いても同様です。
デフォルトのブートディスク以外のディスクから起動するようにシステム BIOS を設定する
方法については、ハードウェアベンダーのマニュアルを参照してください。

起動時のボリュームの制限
ルートディスク上のボリュームは、設定について非常に特殊な制限がある点で他のボリュー
ムとは異なります。
■

ルートボリューム（rootvol）は、デフォルトのディスクグループ bootdg 内に存在する
必要があります。bootdg 以外のディスクグループ内に rootvol という名前の別のボ
リュームを作成することはできますが、システムの起動に使えるのは、bootdg 内のボ
リューム rootvol のみです。

■ rootvol ボリュームと swapvol ボリュームのマイナーデバイス番号は、それぞれ 0 と

1 に設定されます。ルートディスク上の他のボリュームには、特定のマイナーデバイス
番号がありません。
■

ルートディスクデバイス上のボリュームの制限付きミラーを作成すると、そのミラーに対
応するオーバーレイパーティションが作成されます。オーバーレイパーティションに含
まれる領域は、制限付きミラーで使っているディスク領域と正確に一致します。デフォ
ルトのボリューム設定では、起動時に rootvol、varvol、usrvol および swapvol
の各ボリュームが完全に設定されるまでの間、ディスク上のデータへのアクセスには
オーバーレイパーティションが使われます。

■

処理効率目的で、rootvol デバイスにストライプ化ミラーを追加することは可能です
が、プライマリプレックスをストライプ化することまたは、プライマリプレックスに障害が
発生した場合にシステムのリカバリや起動に必要となる rootvol のミラーをストライプ
化することはできません。

■ rootvol および swapvol に、連続していない複数のサブディスクを持つプライマリプ

レックスを分散したり、格納することはできません。カプセル化されたブートディスクに
関連付けられているボリューム（rootvol、usrvol、varvol、optvol、swapvol な
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ど）は下位の物理的なディスクパーティションにマップされており、連続している必要
があるため、拡大または縮小することはできません。これを解決するには、ブートディ
スクのカプセル化を解除し、ブートディスクのパーティションを設定しなおしてから（必
要に応じて、パーティションを拡張または縮小）、再度カプセル化します。
■

ブートディスクの一部をミラー化する場合は、ミラーが作成されるディスクに、もとのプ
レックス上のデータを保存する十分な大きさが必要です。領域が足りないと、ミラー化
できないことがあります。

■

ルートディスク上のボリュームでは、DRL（dirty region logging）を使えません。

これらの必要条件に加えて、root、usr、var、opt および swap の各ボリュームに、少な
くとも 1 つの連続した（できればシリンダ位置を合わせた）ミラーを作るのもよい方法です。
これにより、通常のディスクパーティションに、これらのボリュームを容易に変換しなおすこ
とができます（たとえば、オペレーティングシステムのアップグレード時）。

ルートディスクのカプセル化とミラー化
VxVM では、ルートボリュームと起動に必要な他の領域を、別のディスク上にミラー化す
ることができます。ミラーを作成すると、ルートディスクをそのミラーの 1 つと置き換えること
で、root ディスクの障害のリカバリを実行できます。
root ディスクをカプセル化する前に、ルートディスクのパーティションテーブルをプリント

アウトするには、fdisk または sfdisk コマンドを使います。詳細については、該当する
マニュアルページを参照してください。今後、もとのルートディスクを再作成することが必
要になった場合は、この情報が必要になります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
p.120 の 「Linux でのルータビリティの使用に関する制限」 を参照してください。
ルートディスクをカプセル化するには、vxdiskadm コマンドを使います。
p.114 の 「ディスクのカプセル化」 を参照してください。
次の例（ルートディスクは sda）のように、vxencap コマンドを使うこともできます。
# /etc/vx/bin/vxencap -c -g diskgroup rootdisk=sda
diskgroup には、現在のブートディスクグループの名前を指定します。その時点でブー

トディスクグループが存在しない場合は、指定した名前で作成されます。bootdg という名
前はブートディスクグループ名のエイリアスとして予約されているため、使えません。変更
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。
ルートディスクをカプセル化する vxdiskadm プロシージャと vxencap プロシージャで
は、/etc/fstab ファイルとブートローダー設定ファイル（GRUB ではプラットフォームに
応じて /boot/grub/menu.lst または /etc/grub.conf、LILO では /etc/lilo.conf）
の更新も行います。
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■ rootvol、swapvol

およびカプセル化されたルートディスク上のその他のボリューム
について、/etc/fstab 内のエントリが変更されます。

■

ブートローダー設定ファイルに vxvm_root という特殊なエントリが追加され、カプセ
ル化されたルートディスクからシステムを起動できるようになります。

もとの /etc/fstab とブートローダー設定ファイルの内容は、GRUB では
/etc/fstab.b4vxvm、/boot/grub/menu.lst.b4vxvm または
/etc/grub.conf.b4vxvm、LILO では /etc/lilo.conf.b4vxvm というファイルに保存
されます。
警告: /etc/fstab とブートローダー設定ファイルに変更を加えるときは、VxVM によっ
て追加されたエントリを削除しないように注意してください。システムが正常に起動されな
くなることがあります。
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カプセル化の後で root ディスクを別のディスク上にミラー化するには、次の手順を実行
します。
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◆

既存の root ディスク以上のサイズを持つディスクを選択します。このディスクは、
Linux から既存のルートディスクと同じジオメトリを持つと認識され、VxVM またはそ
の他のサブシステムで使われていない（パーティションやスワップ領域がマウントされ
ていない）ディスクである必要があります。
vxdiskadm のメインメニューで［ディスク上でのボリュームのミラー化（Mirror Volumes
on a Disk）］を選択するか、VEA を使ってルートディスクのミラーを作成します（ミ

ラー化の操作をルートディスク上で実行した場合は、これらのコマンドによって自動
的に vxrootmir コマンドが呼び出されます）。
すでに Volume Manager の制御下に置かれているディスクは、ルートミラーに使え
ません。
ルートディスク上のすべてのファイルシステムをミラー化する場合は、次のコマンドを
実行します。
# /etc/vx/bin/vxrootmir mirror_da_namemirror_dm_name
mirror_da_name は、ルートディスクをミラー化するディスクのディスクアクセス名、
mirror_dm_name は、ミラーディスクに割り当てるディスクメディア名です。プライマ

リルートディスクに障害が発生した場合にシステムの起動に使う、代替 root ディス
クが設定されます。たとえば、ルートディスク sda をディスク sdb 上にミラー化して、
これに rootmir というディスク名を設定するには、次のコマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxrootmir sdb rootmir

ルートディスクのミラーを設定する処理は、時間がかかることがあります。
ルートディスクのカプセル化とミラー化が実行された後で、vxprint コマンドから出
力される内容の例を次に示します（簡潔にするため、TUTIL0 フィールド、PUTIL0
フィールド、サブディスクレコードは省略しています）。
Disk group: rootdg
TY NAME
dg rootdg

ASSOC
rootdg

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE ...
-

dm rootdisk
dm rootmir

sda
sdb

-

16450497
16450497

-

-

v rootvol
root
ENABLED
pl mirrootvol-01 rootvol ENABLED
pl rootvol-01
rootvol ENABLED

12337857
12337857
12337857

-

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

v

4112640

-

ACTIVE

swapvol

swap

ENABLED
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pl mirswapvol-01 swapvol ENABLED
pl swapvol-01
swapvol ENABLED

4112640
4112640

-

ACTIVE
ACTIVE

ルートディスクをカプセル化する際の METADATA サブディスクの
割り当て
METADATA サブディスクは、ルートディスクがカプセル化される際にパーティション情報を

保護するために作成されます。ルートディスクのカプセル化が解除されると、このサブディ
スクは自動的に削除されます。
次の fdisk 出力の例は、システムのルートディスクのもとのパーティションテーブルを表
します。
# fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2431 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot
Start
/dev/hda1
63
/dev/hda2
2104515
/dev/hda3
6329610
/dev/hda5
6329673
/dev/hda6
10522638
/dev/hda7
14715603
/dev/hda8
18908568
/dev/hda9
23101533

End
2104514
6297479
39054014
10522574
14715539
18908504
23101469
25205984

Blocks
1052226
2096482+
16362202+
2096451
2096451
2096451
2096451
1052226

Id
83
83
5
83
83
83
83
82

System
Linux
Linux
Extended
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux swap

拡張パーティション（hda3）の始まりと、最初の論理パーティション（hda5）の始まりの間に
ギャップがあります。論理パーティション（hda5 から hda9 まで）では、1 つの論理パーティ
ションの終点と次の論理パーティションの始まりの間にギャップがあります。これらのギャッ
プには、パーティション情報のメタデータが含まれています。これらのメタデータ領域はパ
ブリックリージョンの中にあるため、VxVM は、メタデータ領域が誤ってボリュームに割り
当てられるのを防ぐために、これらの領域にサブディスクを割り当てます。
ルートディスクがカプセル化された後で、vxprint コマンドから次のような内容が出力さ
れます。
Disk group: rootdg
TY
dg
dm
dm

NAME
rootdg
disk01
rootdisk

ASSOC
rootdg
sdh
hda

KSTATE
-

LENGTH
17765181
39053952

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

meta-rootdisk05
meta-rootdisk06
meta-rootdisk07
meta-rootdisk08
meta-rootdisk09
meta-rootdisk10
rootdiskPriv

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

63
63
63
63
63
63
2049

-

-

-

METADATA
METADATA
METADATA
METADATA
METADATA
METADATA
PRIVATE

v bootvol
pl bootvol-01
sd rootdisk-07

fsgen
ENABLED
bootvol
ENABLED
bootvol-01 ENABLED

2104452
2104452
2104452

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v homevol
pl homevol-01
sd rootdisk-05

fsgen
ENABLED
homevol
ENABLED
homevol-01 ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v optvol
pl optvol-01
sd rootdisk-04

fsgen
optvol
optvol-01

ENABLED
ENABLED
ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v rootvol
pl rootvol-01
sd rootdisk-02

root
ENABLED
rootvol
ENABLED
rootvol-01 ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v swapvol
pl swapvol-01
sd rootdisk-01

swap
ENABLED
swapvol
ENABLED
swapvol-01 ENABLED

2104452
2104452
2104452

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v usrvol
pl usrvol-01
sd rootdisk-06

fsgen
usrvol
usrvol-01

ENABLED
ENABLED
ENABLED

4192965
4192965
4192965

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v varvol
pl varvol-01
sd rootdisk-03

fsgen
varvol
varvol-01

ENABLED
ENABLED
ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

ルートディスクの新しいパーティションテーブルは次のようになります。
# fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2431 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot
/dev/hda1

Start
End
63 2104514

Blocks
1052226

Id
83

System
Linux
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/dev/hda2
/dev/hda3
/dev/hda4
/dev/hda5
/dev/hda6
/dev/hda7
/dev/hda8
/dev/hda9
/dev/hda10

2104515
6329610
63
6329673
10522638
14715603
18908568
23101533
39051966

6297479
39054014
39054014
10522574
14715539
18908504
23101469
25205984
39054014

2096482+
16362202+
19526976
2096451
2096451
2096451
2096451
1052226
1024+

83
5
7e
83
83
83
83
82
7f

Linux
Extended
Unknown
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux swap
Unknown

この例では、プライマリパーティション hda4 と、論理パーティション hda10 が作成され、
それぞれが VxVM のパブリックリージョンとプライベートリージョンを表しています。

ルートカプセル化システムでのカーネルのアップグレード
OS ベンダーは、セキュリティの問題や他の小さな製品不具合を解決するために製品の
メンテナンスパッチを頻繁にリリースします。OS ベンダーは、保守契約に準拠するように
または適切なベンダーサポートを受けられるように、これらのパッチを定期的に適用する
ことをユーザーに要求することがあります。このリリースよりも前のリリースでは、ルートカプ
セル化システムでカーネルのパッチをインストールしたりカーネルをアップグレードしたり
できませんでした。 これを行うには、システムのカプセル化を解除し、アップグレードを適
用して、ルートディスクを再カプセル化する必要がありました。現在は、ルートカプセル化
システムで OS カーネルをアップグレードできます。
ルートカプセル化システムで OS カーネルをアップグレードするには

1

アップグレードを適用します。

2

アップグレードを適用した後、次のコマンドを実行します。
# . /etc/vx/modinst-vxvm
# upgrade_encapped_root

上記のコマンドはカーネルのアップグレードをカプセル化されたシステムに適用でき
るかどうかを判断します。アップグレードが成功すると、コマンドは次のメッセージを
表示します。
# upgrade_encapped_root
The VxVM root encapsulation upgrade has succeeded.
Please reboot the machine to load the new kernel.

次の再ブート後に、システムはパッチが適用されたカーネルとカプセル化された
VxVM ルートボリュームを使って再起動されます。
一部のパッチは VxVM のインストールされたバージョンと完全に互換性がない場合があ
ります。この場合、スクリプトは失敗して、次のメッセージが表示されます。
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# upgrade_encapped_root
FATAL ERROR: Unencapsulate the root disk manually.
VxVM cannot re-encapsulate the upgraded system.

アップグレードスクリプトは、システムを以前の設定でブートするのに使うことができるシス
テム設定ファイル保存しています。アップグレードが失敗したら、次の手順に従って以前
の設定をリストアします。
メモ: 厳密な手順はオペレーティングシステムによって変わることがあります。
以前の設定をリストアするには

1

ブートストラップ時にスペースキーを押して、GRuB ブートローダーを割り込みます。
インストールされた各種カーネルバージョンと VxVM ルートのカプセル化バージョン
が示された一連の潜在的なブート設定が表示されます。
次に例を示します。
Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-53.el5)
Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-8.el5)
vxvm_root_backup
vxvm_root

2

カプセル化された VxVM ルートディスクを使って以前のカーネルバージョンをブー
トするように vxvm_root_backup オプションを選択します。

ルートカプセル化システムで OS カーネルを手動でアップグレードするには

1

アップグレードスクリプトが失敗した場合、ルートディスクをブートできるようにルート
ディスクのカプセル化を手動で解除できます。
p.138 の 「ルートディスクのカプセル化の解除」 を参照してください。

2

アップグレードをインストールし、再ブートします。

3

再ブートが成功すれば、ルートディスクを再びカプセル化およびミラー化できます。
p.130 の 「ルートディスクのカプセル化とミラー化」 を参照してください。
ただし、次の再ブート後に VxVM が正しく動作できない場合があり、すべての VxVM
のボリュームが利用不能になる場合があります。VxVM ボリュームをリストアするに
は、次のとおりにカーネルのアップグレードを削除する必要があります。
# rpm -e upgrade_kernel_package_name

次に例を示します。
# rpm -e kernel-2.6.18-53.el5
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ルートディスクのカプセル化の解除
vxunroot ユーティリティを使って、システムからルータビリティサポートを削除できます。

これにより、ルートディスク上の root、swap、home および他のファイルシステムに、ボ
リュームデバイスを通じてではなく、ディスクパーティションを通じて直接アクセスできるよ
うになります。
また、vxunroot ユーティリティを使って必要な設定変更を行うと、システムを VxVM に
まったく依存せずに起動できるようになります。
vxunroot でカプセル化を解除できるのは、カプセル化の時点でルートディスク上に存

在していたボリュームのみです。カプセル化後にルートディスク上に作成したボリューム
は、vxunroot を実行する前にすべて退避してください。
もとのディスクパーティションに対応しているルートディスク上のプレックスを削除しないで
ください。
警告: この手順を完結するには、システムを再ブートする必要があります。
システムから、ルータビリティを削除するには、次の手順を実行します。

1

vxplex コマンドを使って、ルートディスク以外のディスク上の、rootvol、swapvol、
usr、var、opt、home の各ボリュームのプレックスをすべて削除します。

たとえば、次のコマンドは、ディスク rootmir 上に設定された mirrootvol-01 およ
び mirswapvol-01 の各プレックスを削除します。
# vxplex -g bootdg -o rm dis mirrootvol-01 mirswapvol-01

2

vxunroot ユーティリティを実行します。
# /etc/vx/bin/vxunroot

他のディスク上にプレックスが残っている場合、vxunroot はディスクパーティション
への変換を実行しません。

動的 LUN 拡張
メモ: 動的 LUN 拡張機能を使うには、Storage Foundation のライセンスが必要です。
次の形式の vxdisk コマンドを使って、サイズ変更された仮想ディスクデバイスの新しい
サイズを VxVM に認識させることができます。
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# vxdisk [-f] [-g diskgroup] resize {accessname|medianame} ¥
[length=value]

デバイスは、スマートスイッチ、スマートアレイ、RAID コントローラによって提供される SCSI
インターフェースを備えている必要があります。デバイスに定義されているサイズをサイズ
変更操作で拡張した後、デバイス上の追加のディスク領域は割り当てに利用できます。
オプションとして length 属性を使って新しいサイズを指定できます。
ディスクアクセス名ではなくディスクメディア名を指定する場合は、-g オプションを使って
ディスクグループを指定する必要があります。指定しない場合は、デフォルトのディスクグ
ループが使われます。デフォルトのディスクグループが設定されていない場合は、エラー
メッセージが生成されます。
この機能では、新しい LUN サイズに合わせてディスクヘッダーとその他の VxVM 構造
を更新することによって動的 LUN 拡張をサポートしています。LUN 自体のサイズ変更は
行いません。
デバイス上のボリュームを拡張するときは、最初にデバイス自体を拡張してください。最
初にデバイス自体を拡張しないと、ボリュームを拡張するためにそのデバイス以外のスト
レージが使われるか、または利用可能な空きストレージがない場合はボリュームのサイズ
変更が失敗する可能性があります。
サイズ変更は、データが保持されるデバイスでのみ実行してください。データ保持のサ
ポートと資格の有無については、アレイのマニュアルを参照してください。また、この操作
では、LUN の最後のストレージのみが影響を受けるようにする必要があります。LUN の
最初のデータは変更しないでください。LUN の既存のデータの有効性は確認されませ
ん。この操作は、ディスクグループがインポートされるホスト（またはクラスタ共有ディスクグ
ループのマスターノード）で実行してください。
ディスクグループの一部ではない LUN のサイズ変更はサポートされません。ブートディ
スクグループ（エイリアス設定 bootdg）内の LUN、デポートされたディスクグループ内の
LUN、オフラインの LUN、未初期化状態の LUN、再初期化中の LUN、エラー状態の
LUN はサイズ変更できません。
警告: 物理ディスクをサイズの異なるディスクに交換するときは、データが保持されないた
め、この操作は実行しないでください。
デバイスのサイズを縮小するときは、最初にデバイス上のすべてのボリュームのサイズを
縮小するか、それらをデバイスから移動してください。デフォルトでは、縮小操作の実行
中にサブディスクの全体または一部が削除された結果としてサブディスクが無効になる
と、サイズ変更は失敗します。
サイズ変更するデバイスがディスクグループの唯一有効な設定コピーを保持している場
合は、-f オプションを指定してデバイスを強制的にサイズ変更できます。
ディスクグループの唯一有効な設定コピーを保持するデバイスをサイズ変更する場合、
サイズ変更中にシステムクラッシュが起きると、データ消失が発生する可能性があります。
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仮想ディスクデバイスのサイズ変更は、VxVM 制御外のトランザクションなしの操作です。
つまり、システムクラッシュが起きた後でサイズ変更コマンドの再発行が必要になることが
あります。また、システムクラッシュによって、デバイス上のプライベートリージョンが使用
不能な状態のままになることがあります。この場合は、ディスクを再初期化し、ディスクグ
ループに再接続して、そのデータを再同期するかバックアップからリカバリする必要があ
ります。

拡張コピーサービス
VxVM の拡張コピーサービス機能は、アレイベンダーが提供する拡張コピーエンジンと
連携して動作します。VxVM は、コピー元とコピー先のデバイスで拡張コピーが有効に
なっていることを検出すると、自動的に、コピー要求をアレイのコピーマネージャに任せま
す。
拡張コピーサービスのメリットは次のとおりです。
■

ディスク間の無停止コピー操作。コピー中もホストサーバーはオンラインのままになり、
コピーされるデータもサーバーからアクセス可能な状態のままになります。

■

サーバー不要のコピー操作。コピー操作は、アレイサブシステムとコピー先ディスクの
間で行われます。データのコピー操作によってホストサーバーの CPU または I/O リ
ソースが使われることはありません。

ディスクで拡張コピーサービス機能が有効になっているかどうかを確認するには、次の例
に示すように vxprint コマンドを使います。flags の行に ecopy_enabled エントリが表
示される場合、機能は有効になっています。
# vxprint -l disk03
Disk group: rootdg
Disk:
info:
assoc:
flags:
device:
devinfo:

disk03
diskid=1234567890.59.vm250e1.veritas.com
device=c2t2d0s2 type=auto
autoconfig ecopy_enabled
path=/dev/vx/dmp/c2t2d0s4
publen=35354136 privlen=9167

必要に応じて、vxplex att、cp、mv、snapstart コマンド、vxsd mv コマンドの呼び出
し時に、-o noecopy オプションを使って拡張コピーサービスをオフにできます。

ディスクの拡張コピーサービス操作の有効化
ディスクで拡張コピーサービス操作を有効にするには、次の手順を順番どおりに実行し
ます。
■

Hardware Assisted Copy のライセンスをインストールします。
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■

アレイの拡張コピー機能を有効にします。この手順はベンダーによって異なります。

■

拡張コピー機能をサポートするベンダー ASL をインストールします。ベンダー ASL
については、ご購入先にお問い合わせください。

日立製アレイの拡張コピーサービスの有効化
Hitachi SANRISE2800、Hitachi SANRISE2200 と Hitachi 9980V、Hitachi 9970V アレ
イで拡張コピーサービスを有効にするには、次の手順を実行します。
◆

次のコマンドを使って、ディスクの識別情報を格納する 2 つのファイル
/etc/vx/user_pwwn_file と /etc/vx/user_luid_file を作成します。
# /etc/vx/diag.d/vxwwnluid

このコマンドは、root として実行する必要があります。
user_pwwn_file ファイルには、アレイ内の各ディスクのディスクアクセス名とポート

の WWN（pwwn）が含まれます。日立製アレイの場合、コピー元とコピー先の両方
のデバイスがこのファイルにエントリを持っている必要があります。アレイ内の各ディ
スクの情報は単一の行で定義されます。ディスクアクセス名と PWWN は単一のタブ
文字で区切られます。
次に、user_pwwn_file ファイルのエントリ例を示します。
sde
sdf
sdg

50060e800404040b
50060e800404040b
50060e800404040b

user_luid_file ファイルには、アレイ内のディスクアクセス名とそれぞれに対応す

る LUN 番号が含まれます。アレイ内の各ディスクの情報は単一の行で定義されま
す。ディスクアクセス名と LUN は単一のタブ文字で区切られます。
次に、user_luid_file ファイルのエントリ例を示します。
sde
sdf
sdg

1
2
1

ディスクの削除
ディスクグループの最後のディスクを削除するには、そのグループを無効にする必要が
あります。
p.254 の 「ディスクグループの無効化」 を参照してください。
ディスクグループを無効にする代わりに、ディスクグループを破棄することができます。
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p.254 の 「ディスクグループの破棄」 を参照してください。
ディスクに障害が発生しているまたは発生した場合は、システムからディスクを削除し、別
のシステムに移動することができます。
ディスクを削除するには、次の手順を実行します。

1

削除するディスク上に設定されているボリュームを対象とする、アプリケーションの動
作をすべて停止します。ボリューム上に設定されているファイルシステムのマウントを
解除し、データベースを停止します。

2

ボリュームを停止するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] stop vol1 vol2 ...

3

ボリュームを他のディスクに移動するか、ボリュームのバックアップを作成します。ボ
リュームを移動するには、vxdiskadm を使って複数のディスク上のボリュームをミラー
化し、続いてボリュームのもとのコピーを削除します。必要のなくなったボリュームは、
移動する代わりに削除することができます。

4

ディスク上のデータが他のディスクに移動されているか不要であることを確認します。

5

vxdiskadm のメインメニューで、［ディスクの削除（Remove a disk）］を選択します。

6

次のプロンプトで、削除するディスクのディスク名を入力します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

7

ディスク上にボリュームが存在する場合は、ディスクから退避させるかどうかを尋ねる
メッセージが VxVM より表示されます。ボリュームを保持する場合は、y を入力しま
す。それ以外の場合は、n を入力します。
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8

次の確認プロンプトで、リターンキーを押して操作を続行します。
VxVM NOTICE V-5-2-284 Requested operation is to remove disk
mydg01 from group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)
vxdiskadm ユーティリティは、ディスクグループからディスクを削除し、次の成功メッ

セージを表示します。
VxVM INFO V-5-2-268 Removal of disk mydg01 is complete.

これで、ディスクを削除するか、交換用ディスクとしてシステム上に残しておくことが
できます。

9

次のプロンプトで、他のディスクを削除する（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る
（n）かを指定します。
Remove another disk? [y,n,q,?] (default: n)

サブディスクのあるディスクの削除
サブディスクが定義されているディスクを削除することができます。たとえば、1 つのディス
ク上にすべてのボリュームを統合することができます。vxdiskadm プログラムを使って、
ディスクの削除を行う場合は、そのディスク外へボリュームを移動することも選択できます。
移動できないサブディスクもあります。次の理由のいずれかにより、サブディスクを移動で
きないことがあります。
■

サブディスクの属するディスクグループで残っているディスク上に、十分な領域がない
場合。

■

ボリューム上の既存のプレックスやストライプサブディスクから異なるディスク上に、プ
レックスまたはストライプサブディスクを割り当てることができない場合。

vxdiskadm プログラムを使ってサブディスクを移動できない場合は、ディスク削除の操作

を進める前に、いくつかのディスクからプレックスを削除して空き領域を増やしてください。
p.349 の 「ボリュームの削除」 を参照してください。
p.280 の 「プレックスのオフライン化」 を参照してください。
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サブディスクのあるディスクを削除するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm プログラムを実行して、メインメニューで［ディスクの削除（Remove a disk）］

を選択します。
ディスクを使っているサブディスクがある場合は、次のメッセージが表示されます。
VxVM ERROR V-5-2-369 The following volumes currently use part of
disk mydg02:
home usrvol
Volumes must be moved from mydg02 before it can be removed.
Move volumes to other disks? [y,n,q,?] (default: n)

2

y を選択すると、可能であれば、すべてのサブディスクがディスクから移動されます。

サブディスクのないディスクの削除
サブディスクを含んでいないディスクをディスクグループから削除するには、次の手順を
実行します。
◆

vxdiskadm プログラムを実行してメインメニューで［ディスクの削除（Remove a disk）］

を選択し、この例に示されているようにプロンプトに応答して mydg02 を削除します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg02
VxVM NOTICE V-5-2-284 Requested operation is to remove disk mydg02 from
group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y) y
VxVM INFO V-5-2-268 Removal of disk mydg02 is complete.
Clobber disk headers? [y,n,q,?] (default: n) y
y を入力すると、ディスクは VxVM の制御下から完全に削除されます。ディスクを

VxVM の制御下から完全に削除しない場合は、n を入力してください。

VxVM 制御下からのディスクの削除
ディスクグループからディスクを削除すると、Veritas Volume Manager の制御下からディ
スクを完全に削除できます。
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警告: vxdiskunsetup コマンドは、VxVM メタデータをディスクから消去して、Veritas
Volume Manager の制御下からディスクを削除します。データが失われないようにする
には、ディスク上のデータをすべてディスクから退避させておく必要があります。
vxdiskunsetup コマンドは、Veritas Volume Manager に精通したシステム管理者の
みが十分な注意を払って使う必要があります。
VxVM 制御下からディスクを削除するには
◆

次のコマンドを入力します。
# /usr/lib/vxvm/bin/vxdiskunsetup sdx

ディスクの削除と交換
障害の発生したディスクと交換用ディスクの様式は同一である必要があります。つまり、セ
クタあたりのバイト数、トラックあたりのセクタ数、シリンダあたりのトラック数とセクタ数、シリ
ンダの総数、アクセス可能なシリンダの数が一致する必要があります。
メモ: 物理ディスクを取り外す前に、オペレーティングシステムまたはディスクアレイに固有
のコマンドを実行する必要があります。
ディスクに障害が発生し、まだディスク全体で損傷していない場合は、ディスクを交換で
きます。この操作では、損傷したディスクまたは障害が発生したディスクを、所属するディ
スクグループから切断し、新しいディスクと交換します。必要に応じて、ディスクの交換を
後日に延期できます。
ディスクを取り外したことでボリュームが無効になった場合、データをバックアップから復
元できるように、ボリュームを再起動します。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
ディスクを交換するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm メインメニューから［ディスクの交換のための削除（Remove a disk for
replacement）］を選択します。

2

次のプロンプトで、交換するディスクのディスク名を入力します（または、ディスクの一
覧を表示するために、list を入力します）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg02
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3

交換のために削除するディスクを選択すると、この操作で影響の及ぶボリュームす
べてが表示されます。例を次に示します。
VxVM NOTICE V-5-2-371 The following volumes will lose mirrors
as a result of this operation:
home src
No data on these volumes will be lost.
The following volumes are in use, and will be disabled as a
result of this operation:
mkting
Any applications using these volumes will fail future
accesses. These volumes will require restoration from backup.
Are you sure you want do this? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクを交換する際に、名前が表示されているボリュームを無効にし、データを保
持せずに、ディスクを削除するには、y を入力するかリターンキーを押します。
ディスクの削除の操作を停止し、無効にされるボリュームに関連するデータのバック
アップを作成するか、データを移動するには、n または q を入力しリターンキーを押
します。
たとえば、ボリューム mkting を mydg02 以外のディスクに移動するには、次のコマ
ンドを使います。
# vxassist move mkting ¥!mydg02

ボリューム内のデータのバックアップの作成またはデータの移動を行った後に、手
順 1 からもう一度始めます。
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次のプロンプトで（提示された一覧から）交換用ディスクのデバイス名を選択するか、
リターンキーを押してデフォルトディスクを選択します。このプロンプトで交換用ディ
スクを選択せずに物理ディスクを交換する場合は、none を入力します。
The following devices are available as replacements:
sdb
You can choose one of these disks now, to replace mydg02.
Select none if you do not wish to select a replacement disk.
Choose a device, or select none
[<device>,none,q,?] (default: sdb)

選択一覧に表示されていても、古いディスクドライブを交換用に選択しないでくださ
い。必要に応じて、新しいディスクの初期化を選択できます。
物理ディスクを交換する場合は、none を入力します。
p.148 の 「障害が発生したディスクまたは削除したディスクの交換」 を参照してくださ
い。

5

手順 4 でディスクの交換を選択した場合は、次のプロンプトでリターンキーを押して、
この操作を確認します。
VxVM NOTICE V-5-2-285 Requested operation is to remove mydg02
from group mydg. The removed disk will be replaced with disk device
sdb. Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)
vxdiskadm によって、もとのディスクの削除中であることを示す次のようなメッセージ

が表示されます。
VxVM NOTICE V-5-2-265 Removal of disk mydg02 completed
successfully.
VxVM NOTICE V-5-2-260 Proceeding to replace mydg02 with device
sdb.

6

これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。
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7

次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

8

1 つ以上のミラープレックスがディスクから移動された場合は、FastResync を使って
プレックスを再同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
Use FMR for plex resync? [y,n,q,?] (default: n) y
vxdiskadm displays the following success message:
VxVM NOTICE V-5-2-158 Disk replacement completed successfully.

9

次のプロンプトで、他のディスクを削除する（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る
（n）かを指定します。
Remove another disk? [y,n,q,?] (default: n)

サブディスクの再配置処理を解除して、もとの交換用ディスクに配置できます。
p.457 の 「ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設定」 を参照してくだ
さい。

障害が発生したディスクまたは削除したディスクの交換
次の手順は、障害が発生したディスクまたは削除したディスクを交換する方法を説明して
います。
障害が発生したディスクまたは削除したディスクと交換するディスクを指定するには、次
の手順を実行します。

1

vxdiskadm メインメニューから［障害が発生したディスクまたは削除したディスクの交換
（Replace a failed or removed disk）］を選択します。

2

次のプロンプトで、交換するディスクのディスク名を入力します（または、ディスクの一
覧を表示するために、list を入力します）。
Select a removed or failed disk [<disk>,list,q,?] mydg02
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3

vxdiskadm プログラムは、交換用ディスクとして使用可能なディスクデバイスのデバ

イス名を表示します。ご使用のシステムによっては、ここに示した例とは異なるデバ
イス名が使われることがあります。ディスクのデバイス名を入力するか、リターンキー
を押してデフォルトのデバイスを選択します。
The following devices are available as replacements:
sdb sdk
You can choose one of these disks to replace mydg02.
Choose "none" to initialize another disk to replace mydg02.
Choose a device, or select "none"
[<device>,none,q,?] (default: sdb)

4

交換用ディスクがすでに初期化されているかどうかに応じて、次の手順の中から適
切なものを実行します。
■

ディスクが事前に初期化されていない場合は、次のプロンプトでリターンキーを
押してディスクを交換します。
VxVM INFO V-5-2-378 The requested operation is to initialize
disk device sdb and to then use that device to
replace the removed or failed disk mydg02 in disk group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

■

ディスクがすでに初期化されている場合は、次のプロンプトでリターンキーを押し
てディスクを交換します。
VxVM INFO V-5-2-382 The requested operation is to use the
initialized device sdb to replace the removed or
failed disk mydg02 in disk group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

5

これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。
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6

次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

7

この後、vxdiskadm プログラムにより、ディスクの交換処理が続行されます。処理に
成功すると、次のメッセージが返されます。
VxVM NOTICE V-5-2-158 Disk replacement completed successfully.

次のプロンプトで、他のディスクを交換する（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る
（n）かを指定します。
Replace another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクのオンライン化
通常のシステム処理中に、ディスクを別のシステムに移動すると、VxVM ではそのディス
クを自動的に認識しません。ディスクデバイスのオンライン化処理では、VxVM を有効に
してディスクを認識し、このディスクがディスクグループの一部であるかどうかを確認しま
す。また、この処理では、ディスクグループのデポート処理またはディスクデバイスの無効
化（オフライン）処理により無効にされていたディスクへのアクセスを、再び有効にします。
ディスクを有効にするには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューから、［ディスクデバイスのオンライン化（Enable (online)
a disk device）］を選択します。

2

次のプロンプトで、有効にするディスクのデバイス名を入力します（またはデバイスの
一覧を表示するために、list を入力します）。
Select a disk device to enable [<address>,list,q,?]
sdc
vxdiskadm では、指定されたデバイスを有効にします。

3

次のプロンプトで、別のデバイスを有効にする（y）か、vxdiskadm のメインメニュー
に戻る（n）かを指定します。
Enable another device? [y,n,q,?] (default: n)
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ディスクデバイスのオフライン化
ディスクデバイスをオフラインにしなければならない場合があります。ディスクが破損して
いる場合は、削除する前にそのディスクを無効にする必要があります。また、物理ディス
クデバイスを別の場所に移動して別のシステムに接続する前に、そのディスクを無効にす
る必要があります。
警告: ディスクデバイスのオフライン化は、ディスクのホットスワップによる削除および挿入
をサポートしている場合のみ役立ちます。システムがディスクのホットスワップによる削除
および挿入をサポートしていない場合、システムを停止する必要があります。
ディスクをオフライン化するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューから、［ディスクデバイスのオフライン化（Disable
(offline) a disk device）］を選択します。

2

次のプロンプトで、無効にするディスクのアドレスを入力します。
Select a disk device to disable [<address>,list,q,?]
sdc
vxdiskadm プログラムでは、指定されたディスクを無効にします。

3

次のプロンプトで、別のデバイスを無効にする（y）か、vxdiskadm のメインメニュー
に戻る（n）かを指定します。
Disable another device? [y,n,q,?] (default: n)

ディスク名の変更
VM ディスク名を指定しない場合は、VxVM の制御下にディスクを追加した場合に、VxVM
によりデフォルトの名前が設定されます。VM ディスク名は、VxVM がディスクの位置また
はディスクタイプを識別するために使われます。
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ディスク名を変更するには、次の手順を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] rename old_diskname new_diskname

デフォルトでは VxVM により、サブディスクオブジェクトの配置された VM ディスクの
名前がサブディスクオブジェクトに設定されます。VM ディスクの名前を変更しても、
そのディスク上のサブディスクの名前は自動的に変更されません。
たとえば、vxdisk list の出力で次のように表示される場合、ディスク mydg03 の
名前を mydg02 に変更できます。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
sdb
auto:sliced
sdc
auto:sliced
sdd
auto:sliced

DISK
mydg01
mydg03
-

GROUP
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online

次のコマンドを使って、ディスクの名前を変更します。
# vxedit -g mydg rename mydg03 mydg02

名前が変更されていることを確認するには、再度 vxdisk list コマンドを使いま
す。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
sdb
auto:sliced
sdc
auto:sliced
sdd
auto:sliced

DISK
mydg01
mydg02
-

GROUP
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online

ディスクの予約
デフォルトでは、vxassist コマンドにより、空き領域の存在するディスクから領域が割り
当てられます。非常に遅いまたは非常に速いディスクの常用を回避する、など特別な目
的用に 1 組のディスクを予約することができます。
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ディスクを予約するには、次の手順を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] set reserve=on diskname

このコマンドを入力すると、vxassist プログラムでは、vxassist のコマンドライン上
で特にディスクが指定されない限り、選択したディスクから領域を割り当てません。た
とえば、mydg03 が予約されている場合は、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] make vol03 20m mydg03
vxassist コマンドは、予約を上書きし、mydg03 上に 20 MB のボリュームを作成

します。ただし、このコマンドを実行すると、他のディスク上に空き領域が存在しない
場合でも、mydg03 を使いません。
# vxassist -g mydg make vol04 20m

ディスクの予約を無効にするには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] set reserve=off diskname
vxedit（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスク情報の表示
ディスクを使う前に、そのディスクが初期化され VxVM 制御下に置かれているかどうかを
知る必要があります。ディスクがディスクグループに属しているかどうかも確認する必要が
あります。ディスクグループに属していないディスク上には、ボリュームを作成できないた
めです。vxdisk list コマンドは、認識しているすべてのディスクのデバイス名、そのディ
スク名、各ディスクに関連するディスクグループ名および各ディスクの状態を表示します。
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VxVM で認識されているすべてのディスクに関する情報を表示するには、次の手順を実
行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxdisk list

VxVM は、次のような画面を返します。
DEVICE
sdb
sdc
sdd

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
mydg04
mydg03
-

GROUP
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online invalid

［状態 （STATUS）］列の［online invalid］という語句は、ディスクがまだ VxVM の
制御下に追加されていないことを示します。これらのディスクは、以前 VxVM によっ
て初期化されていた可能性または初期化されていなかった可能性の両方が考えら
れます。［online］として一覧表示されているディスクは、すでに VxVM の制御下に
置かれています。
個々のディスクに関する情報を表示するには、次の手順を実行します。
◆

次のコマンドを入力します。
# vxdisk [-v] list diskname
-v オプションを指定すると、ディスクに定義されているすべてのタグとタグ値が追加

で表示されます。このオプションを指定しない場合、タグは表示されません。

vxdiskadm を使ったディスク情報の表示
ディスク情報の表示では、初期化済みかどうか、属するディスクグループ、ディスクの状態
が表示されます。list コマンドは、認識しているすべてのディスクのデバイス名、そのディ
スク名、各ディスクに関連するディスクグループ名および各ディスクの状態を表示します。
ディスク情報を表示するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm プログラムを起動し、メインメニューから、［ディスク情報の一覧表示（List
disk information）］を選択します。

2

次の表示画面で、表示するディスクのアドレスを入力するか、すべてのディスクを一
覧表示するために［all］を入力します。
List disk information
Menu: VolumeManager/Disk/ListDisk
VxVM INFO V-5-2-475 Use this menu operation to display a list of
disks. You can also choose to list detailed information about
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the disk at a specific disk device address.
Enter disk device or "all" [<address>,all,q,?] (default: all)
■ ［all］ を入力した場合は、VxVM により、デバイス、ディスク名、グループ、状態

が表示されます。
■

情報を表示するデバイスのアドレスを入力した場合は、完全なディスク情報（デ
バイス名、ディスクのタイプ、ディスクのパブリックリージョンおよびプライベートリー
ジョンに関する情報を含む）が表示されます。

この情報を確認した後、リターンキーを押すと、メインメニューに戻ります。
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3
Dynamic Multipathing の
管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

DMP の動作方法

■

マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化

■

マルチパス化の有効化およびデバイスの VxVM からの有効化

■

コントローラとストレージプロセッサに対する I/O の有効化と無効化

■

DMP データベース情報の表示

■

ディスクへのパスの表示

■

DMP ノードのカスタム名の設定

■

vxdmpadm を使った DMP の管理

DMP の動作方法
Veritas Volume Manager（VxVM）の DMP（Dynamic Multipathing）機能では、パス
フェールオーバーと負荷分散を行って、可用性、信頼性、パフォーマンスを向上します。
この機能は、様々なベンダーのマルチポートディスクアレイに対応しています。
マルチポートディスクアレイは、複数のパスを介して、ホストシステムに接続することができ
ます。ディスクへの様々なパスを検出するために、DMP では、対応している各アレイタイ
プに特有の機構を使います。また、DMP では、DMP に対応していて同じホストシステム
に接続されているアレイタイプの様々なエンクロージャを識別します。
p.79 の 「新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定」 を参照してください。
DMP で使われるマルチパスポリシーは、ディスクアレイの特性によって異なります。
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DMP では、次の標準アレイタイプをサポートします。
アクティブ/アクティブ（A/A）

複数のパスを同時に使って I/O を行うことができます。
また DMP により、I/O 負荷が LUN への複数のパス
上に均等に分散されるので I/O スループットが向上し
ます。1 つのパスが失われた場合、DMP は自動的に、
そのアレイに対して使える他のパスを介して I/O を行
います。

非対称アクティブ/アクティブ（A/A-A）

A/A-A または非対称アクティブ/アクティブアレイは、
パフォーマンスをほとんど低下させずにセカンダリスト
レージパスからアクセスできます。通常は、A/A-A ア
レイは A/A アレイではなく A/P アレイのように動作し
ます。ただし、フェールオーバー中は、A/A-A アレイ
は A/A アレイのように動作します。

アクティブ/パッシブ（A/P）

通常の操作中に 1 つのコントローラ（アクセスポートま
たはストレージプロセッサ）上のプライマリ（アクティブ）
パス経由で LUN（論理ユニット番号。ハードウェアを
使って作成される実際のディスクまたは論理ディスク）
へのアクセスが可能です。
非明示的フェールオーバーモード（auto-trespass
モード）では、プライマリパスに障害が発生した場合、
別のコントローラ上のセカンダリ（パッシブ）パスに I/O
をスケジューリングすることによって、A/P アレイが自
動的にフェールオーバーします。このパッシブポート
は、アクティブポートに障害が発生するまで I/O には
使われません。A/P アレイでは、プライマリパスで I/O
障害が発生すると、単一の LUN でパスのフェール
オーバーが実行されます。

明示的フェールオーバーモードまたは非 LUN のセカンダリパスへのフェールオーバーを実行
auto-trespass モードのアクティブ/パッシ するには、該当するコマンドをアレイに発行する必要
ブ（A/P-F）
があります。
LUN グループフェールオーバーが設定さ LUN グループフェールオーバーが設定されたアクティ
れたアクティブ/パッシブ（A/P-G）
ブ/パッシブアレイ（A/PG アレイ）の場合、1 つのコン
トローラを介して接続されている LUN のグループは
単一のフェールオーバーエンティティとして扱われま
す。A/P アレイの場合と異なり、フェールオーバーは
個々の LUN レベルではなくコントローラレベルで実
行されます。プライマリコントローラおよびセカンダリコ
ントローラは、それぞれ別の LUN グループに接続さ
れます。プライマリコントローラの LUN グループ内の
LUN の 1 つに障害が発生した場合、そのグループ内
のすべての LUN に対して、セカンダリコントローラへ
のフェールオーバーが実行されます。
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同時アクティブ/パッシブ（A/P-C）

A/P アレイ、AP/F アレイ、A/PG アレイの一種で、1
つのコントローラに複数のプライマリパスを持つことに
明示的フェールオーバーモードまたは非
より、同時 I/O と負荷分散をサポートします。この機能
auto-trespass モードの同時アクティブ/
は、複数のポートを持つコントローラ、またはアレイとコ
パッシブ（A/PF-C）
ントローラ間に SAN ハブあるいはスイッチを挿入する
LUN グループフェールオーバーが設定さ ことによって提供されます。セカンダリ（パッシブ）パス
れた同時アクティブ/パッシブ（A/PG-C）
へのフェールオーバーは、すべてのアクティブなプラ
イマリパスに障害が発生した場合にのみ実行されま
す。

ASL（Array Support Library）では、DMP がサポートする標準タイプ以外のアレイタイ
プを DMP に定義できます。
VxVM は、DMP メタノード（DMP ノード）を使って、システムに接続されているディスクデ
バイスにアクセスします。DMP に対応しているアレイ内のディスクの場合は、DMP により
各ディスクに接続するパスセットに 1 つのノードがマップされます。さらに、DMP によりそ
のディスクアレイに適合するマルチパスポリシーがノードに関連付けられます。DMP に対
応していないアレイ内のディスクの場合は、DMP によりディスクに接続するパスそれぞれ
に、個別のノードがマップされます。ノードの raw デバイスおよびブロックデバイスは、ディ
レクトリ /dev/vx/rdmp および /dev/vx/dmp にそれぞれ作成されます。
図 3-1 では、DMP によりサポートされているディスクアレイ内のディスクにどのようにノー
ドが設定されるかについて説明しています。
DMP で、ディスクに対する複数の物理パスを 1 つのノードで表す方
法

図 3-1

VxVM
ホスト
c1

c2

DMP
によるマップ

1 つの DMP
ノード
DMP

マルチパス
マルチパス
ディスク
VxVM では、ディスクが属するアレイを識別することができるディスクデバイス名前の付け
方を導入しました。
図 3-2 には、エンクロージャ内の 1 つのディスクに 2 つのパス（sdf と sdm）が存在し、
VxVM により 1 つの DMP ノード（enc0_0）を使ってディスクにアクセスされる例が示され
ています。

159

160

第 3 章 Dynamic Multipathing の管理
DMP の動作方法

SAN 環境における、ディスクエンクロージャに対するマルチパスの例

図 3-2

ホスト
c1

VxVM

c2

enc0_0
DMP に
よるマップ

ファイバーチ
ャネルハブま
たはスイッチ

DMP

sdf

sdm

ディスクエンクロージャ

enc0
パスに応じてディスクは
sdf または sdm
p.25 の 「エンクロージャに基づく名前の付け方」 を参照してください。
p.98 の 「ディスクの名前の付け方の変更」 を参照してください。
p.79 の 「新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定」 を参照してください。

パスでの I/O を DMP で監視する方法
VxVM の以前のリリースには、エラー処理を実行するカーネルデーモン（errord）と、パ
スリストアアクティビティを実行するカーネルデーモン（restored）がありました。
リリース 5.0 からは、DMP が、エラー処理、パスリストア、統計情報収集、SCSI 要求コー
ルバックなどのタスクに使うカーネルスレッドのプールを保守します。vxdmpadm stat コ
マンドを使うと、スレッドに関する情報が提供されます。errord と restored の名前は、
下位互換性のために引き続き維持されています。
1 つのカーネルスレッドは、パスで I/O エラーが発生すると、そのパスに対応する HBA
の精査を開始することで応答します。続いて、別のスレッドが HBA からの応答に従って
適切な処理を行います。適用した処理は、そのパスでの I/O 要求を再試行することも、そ
のパスを破棄して代替パスで I/O をスケジュール設定し直すこともできます。
リストアカーネルスレッドは定期的（通常は 5 分間隔）に起動して、パスの健全性を調べ、
リストアされたパスで I/O を再開します。パスによっては断続的にエラーが起きることがあ
るため、パスが一定期間（デフォルトでは 5 分）健全であり続けた場合にのみ、このパス
で I/O を再開します。DMP ではパスのチェックに異なるポリシーを設定できます。
p.201 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。
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統計情報収集スレッドは、各 I/O 要求の開始時間と終了時間、各パスでの I/O エラー数
と再試行回数を記録します。この情報を使って、I/O 要求によって SCSI ドライバのフラッ
ドが起きないように、DMP を設定できます。この機能を I/O 調整と呼びます。
I/O 要求がミラーボリュームに関連する場合、VxVM は、FAILFAST フラグを指定します。
この場合、DMP はエラーになった I/O 要求をそのパス上で再試行する代わりに、エラー
が起きたというマークをパス上のディスクに付けます。
p.161 の 「パスフェールオーバー機構」 を参照してください。
p.161 の 「I/O 調整」 を参照してください。

パスフェールオーバー機構
マルチポートディスクアレイで VxVM の DMP 機能を使うと、システムの信頼性が向上し
ます。ディスクアレイへのパスの 1 つが失われた場合、DMP では、管理者が介入しなく
ても、I/O 要求に対して次に使用可能なパスが自動的に選択されます。
また、接続が修復または復元されたり、OS が正しくデバイスを認識している場合にシステ
ムが完全に起動した後にデバイスの追加や削除が行われると、DMP に通知されます。
必要に応じて、パスでの I/O エラーに対する DMP の応答は、個々のアレイへのパスご
とに調整できます。DMP では、I/O 要求が成功することなく一定時間が経過した場合、
またはパスでの一定回数の再試行が失敗した場合に、I/O 要求を時間切れにするように
設定できます。
p.197 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。

I/O 調整
I/O 調整を有効にし、応答動作が低下したパスでの未処理の I/O 要求数が増加した場
合、未処理の I/O 要求数が一定値に達したとき、またはそのパスで最後に I/O 要求が成
功してから一定時間が経過したときに、新しい I/O 要求をそのパスに送らないように DMP
を設定できます。調整がパスに適用されると、そのパスでの未処理の I/O 要求は、別の
使用可能なパス上にスケジュール設定されます。この調整は、パスにエラーがないと HBA
から報告があった場合、またはパスでの未処理の I/O 要求が成功した場合に、パスから
削除されます。
p.199 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。

負荷分散
DMP では、分散パス機構を使って、アクティブ/アクティブ、A/P-C、A/PF-C、A/PG-C
ディスクアレイのパス間で負荷分散が行われます。負荷分散が行われると、使用可能な
パスすべての総帯域幅を使って、I/O スループットが最大化されます。特定の帯域幅内
で収まる連続入出力は、ディスクトラックキャッシュを有効に利用するために、同じパスを
使って送信されます。特定の帯域幅に収まらないほど大量の連続入出力は、特定のパ
スへの負荷を減らすために、使用可能なパス上に分散されます。
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アクティブ/パッシブディスクアレイの場合は、I/O はプライマリパスで送信されます。プラ
イマリパスに障害が発生した場合、I/O は使用可能な他のプライマリパスまたはセカンダ
リパスでの送信に切り替えられます。あるコントローラから別のコントローラへ連続して LUN
制御が移動し I/O 処理が極端に遅くなると、アクティブ/パッシブディスクアレイに対する
パスの負荷分散は、複数 I/O の同時処理をサポートしていない限り行われません。
ボリュームの作成時に複数のコントローラにまたがってミラー化するよう、ストレージ属性
を指定する場合（たとえば、vxassist make に mirror=ctlr 属性を指定してボリュー
ムを作成した場合）には、アクティブ/パッシブアレイの両パスは同一コントローラ上にある
ものと見なされます。
A/P-C、A/PF-C および A/PG-C アレイの場合、アクティブ/アクティブアレイの場合と同様
に、現在アクティブなすべてのパス間で負荷分散が行われます。
vxdmpadm コマンドを使うと、エンクロージャやディスクアレイへのパスに適用する I/O ポ

リシーを変更できます。
p.189 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。

クラスタ環境における DMP
メモ: VxVM のクラスタ機能を使うには、追加ライセンスが必要です。
アクティブ/パッシブタイプのディスクアレイを複数のホストで共有するクラスタ環境では、
クラスタ内のすべてのノードが同一の物理パスでディスクにアクセスする必要があります。
ディスクへのアクセスに複数のパスを同時に使うと、I/O パフォーマンスが大幅に低下し
ます（ピンポン効果とも呼ばれます）。単一のクラスタノードでパスフェールオーバーが発
生した場合でも、すべてのノードが継続して同一の物理パスを共有できるように、クラスタ
全体が調整されます。
VxVM 4.1 より前のリリースでは、クラスタ化と DMP 機能は、A/P アレイでパスがリストア
されたときに自動フェールバックを処理できず、明示的フェールオーバーモードアレイの
フェールバックもサポートしていませんでした。フェールバックは、パス障害が修復された
後に、各クラスタノードで vxdctl enable コマンドを実行することにより、手動で実行す
る必要がありました。リリース 4.1 からは、フェールバックは、マスターノードによって調整
され、クラスタ全体で自動的に実行されるようになりました。明示的フェールオーバーモー
ドアレイの自動フェールバックも、適切な下位コマンドを実行することにより処理できます。
この機能は必要に応じて、アレイポリシーモジュール（APM）で定義されるフェールバック
を無効にするオプションを選択することにより無効にできます。
メモ: A/P アレイの自動フェールバックサポートには、アレイに適合する ASL（必要に応じ
て APM も）を入手して、インストールすることが必要です。
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アクティブ/アクティブタイプのディスクアレイの場合、すべてのディスクは、接続されたす
べての物理パスを通じて同時にアクセスできます。クラスタ環境では、すべてのノードが
同じ物理パスでディスクにアクセスする必要はありません。
p.84 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。
p.204 の 「アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定」 を参照してくださ
い。

共有ディスクグループでのコントローラの有効化と無効化
VxVM 5.0 より前のリリースでは、共有 Veritas Volume Manager ディスクグループの一
部であるディスクに接続されているパスまたはコントローラを有効または無効にすることは
できませんでした。VxVM 5.0 以降では、クラスタ内の共有 DMP ノードで、これらの操作
をサポートします。

マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効
化
VxVM DMP ドライバ（vxdmp）によってドライバがマルチパス化されないようにする、また
はデバイスを VxVM から無効にするには、次の手順を使います。
警告: システムの再ブートが必要な場合があります。
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マルチパス化を無効にして、デバイスを VxVM から無効にするには

1

vxdiskadm コマンドを実行し、メインメニューで［VxVM が使用するデバイスのパス、ま
たはマルチパスの無効化（Prevent multipathing/Suppress devices from
VxVM's view）］を選択します。続行するかどうかの確認を求めるプロンプトが表示

されます。

2

次のオプションから、実行する操作を選択します。
オプション 1

VxVM から特定のコントローラ上のすべてのパスを無効にします。これ
らのパスは次に再ブートされるまで、またはパスが再び有効にされるま
で、無効状態のままになります。

オプション 2

VxVM から特定のパスを無効にします。

オプション 3

特定のベンダー ID とプロダクト ID に一致するディスクを VxVM から
無効にします。

オプション 4

VxVM によってマルチパス化されていないディスクのパスグループを
定義します（パスグループでは、明示的に同じディスクに対する代替パ
スを定義します）。1 つのパスのみが VxVM で表示可能になります。

オプション 5

特定のコントローラ上のすべてのディスクのマルチパス化を無効にしま
す。

オプション 6

特定のパスのマルチパス化を無効にします。指定したパスに対応する
ディスクは、OTHER_DISKS カテゴリで認識され、マルチパス化されま
せん。

オプション 7

特定のベンダー ID とプロダクト ID に一致するディスクのマルチパス
化を無効にします。特定のベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせ
に対応するディスクは、OTHER_DISKS カテゴリで認識され、マルチ
パス化されません。

オプション 8

現在無効になっているか、マルチパス化されていないデバイスを一覧
表示します。

マルチパス化の有効化およびデバイスの VxVM からの
有効化
デバイスのマルチパス化を再び有効にする、またはデバイスを再び VxVM で表示可能
にするには、次の手順を使います。
警告: システムの再ブートが必要な場合があります。
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マルチパス化を有効にして、デバイスを VxVM で表示可能にするには

1

vxdiskadm コマンドを実行し、メインメニューで［VxVM が使用するデバイスのパス、ま
たはマルチパスの有効化（Allow multipathing/Unsuppress devices from
VxVM's view）］を選択します。続行するかどうかの確認を求めるプロンプトが表示

されます。

2

次のオプションから、実行する操作を選択します。
オプション 1

特定のコントローラ上のすべてのパスを VxVM で表示可能にします。

オプション 2

特定のパスを VxVM で表示可能にします。

オプション 3

特定のベンダー ID とプロダクト ID に一致するディスクを VxVM で表
示可能にします。

オプション 4

パスグループの定義を削除します（パスグループでは、明示的に同じ
ディスクに対する代替パスを定義します）。いったん、パスグループを
削除すると、そのパスグループ内で定義されているすべてのパスが再
び表示可能になります。

オプション 5

特定のコントローラ上のパスを持つすべてのディスクのマルチパス化を
有効にします。

オプション 6

特定のパスのマルチパス化を有効にします。

オプション 7

特定のベンダー ID とプロダクト ID に一致するディスクのマルチパス
化を有効にします。

オプション 8

現在無効になっているか、マルチパス化されていないデバイスを一覧
表示します。

コントローラとストレージプロセッサに対する I/O の有効
化と無効化
DMP を使うと、コントローラに対する、またはストレージプロセッサのアレイポートに対する
I/O を無効にして、管理上の操作が実行できるようになります。この機能は、ホスト上の
HBA コントローラの管理、または VxVM に対応しているディスクアレイに接続したアレイ
ポートの管理に使うことができます。コントローラまたはアレイポートの I/O 操作は、管理
タスクが完了した後に有効に戻すことができます。この一連の操作は、VxVM で提供さ
れている vxdmpadm コマンドを使って実行することができます。
アクティブ/アクティブタイプのディスクアレイの場合は、VxVM により、分散パス機構が使
われ、マルチパス化されたディスクに対する I/O のスケジュールが行われます。その結
果、I/O は、その時点で使用可能な任意のパスを介して処理されます。たとえば、システ
ムにアクティブ/アクティブストレージアレイが接続されていて、（ハードウェアでサポートさ
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れているときに）このディスクアレイに接続されているインターフェースボードを変更する
必要がある場合は、vxdmpadm コマンドを使って、このインターフェースボードに接続され
ているコントローラの一覧を表示することができます。インターフェースボードを介してアク
セスされるディスクに対する後続の I/O を停止するには、コントローラを無効にします。こ
の後、ディスクアレイ内のディスクに対して実行中の I/O を混乱させることなく、そのボー
ドを交換することができます。
アクティブ/パッシブタイプのディスクアレイの場合は、障害が発生しない限り、VxVM に
より I/O にプライマリパスを使うことがスケジュールされます。アレイポートのインターフェー
スカードまたはディスクアレイに接続されているホスト上の HBA コントローラカードを変更
する（ハードウェアが対応している場合）には、アレイポートまたは HBA コントローラに対
する I/O 操作を無効にします。これにより、すべての I/O がアクティブなセカンダリパスま
たは別のコントローラ上のアクティブなプライマリパス上に切り替えられ、ハードウェアを変
更することができます。
操作が終了した後は、vxdmpadm を使って、そのコントローラを介したパスを再び有効に
することができます。
p.194 の 「パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の無効化」 を参照してください。
p.195 の 「パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の有効化」 を参照してください。
p.196 の 「ディスクコントローラファームウェアのアップグレード」 を参照してください。
メモ: VxVM のリリース 5.0 からは、クラスタ共有ディスクグループが設定されているディス
クアレイへのアクセスに使われているコントローラで、上記の操作はサポートされます。

DMP データベース情報の表示
vxdmpadm コマンドを使って、DMP データベース情報の一覧表示と他の管理タスクを実

行することができます。このコマンドを実行すると、ディスクに接続されているすべてのコ
ントローラおよび DMP データベースに保存されている他の関連情報を一覧表示するこ
とができます。この情報は、システムのハードウェアの配置および有効化や無効にする必
要のあるコントローラの判定に役立てることができます。
vxdmpadm コマンドでは、ディスクアレイシリアル番号や、どの DMP デバイス（ディスク）が

ディスクアレイに接続されているのか、どのパスが特定のコントローラ、エンクロージャ、ア
レイポートに接続されているのかといった、有用な情報が提供されます。
p.169 の 「vxdmpadm を使った DMP の管理」 を参照してください。

ディスクへのパスの表示
vxdisk コマンドは、特定のメタデバイスに関するマルチパス情報を表示するのに使われ

ます。メタデバイスは、システムのいずれかの HBA コントローラからの物理パスを複数持
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つ特定の物理ディスクを表すデバイスです。VxVM では、システム内のすべての物理ディ
スクを、1 つ以上の物理パスを持つメタデバイスとして表します。
システム上のマルチパス情報を表示するには
◆

vxdisk path コマンドを実行すると、次に示すように、システム上のデバイスパス、

ディスクアクセス名、ディスクメディア名、ディスクグループの関係が表示されます。
# vxdisk path
SUBPATH
sda
sdi
sdb
sdj
.
.
.

DANAME
sda
sdi
sdb
sdj

DMNAME
mydg01
mydg01
mydg02
mydg02

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg

STATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

この出力例では、2 つのディスク（mydg01 と mydg02）にそれぞれ 2 つのパスが存在
し、各ディスクが ENABLED 状態であることが示されています。
特定のメタデバイスのマルチパス情報を表示するには
◆

次のコマンドを使います。
# vxdisk list devicename

たとえば、sdl のマルチパス情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdisk list sdl
vxdisk list コマンドの通常の出力例は、次のとおりです。
Device:
devicetag:
type:
hostid:
disk:
group:
flags:
pubpaths:
privpaths:
version:
iosize:
public:
private:
update:

sdl
sdl
sliced
zort
name=mydg04 id=962923652.362193.zort
name=mydg id=962212937.1025.zort
online ready private autoconfig autoimport imported
block=/dev/vx/dmp/sdl3 char=/dev/vx/rdmp/sdl3
block=/dev/vx/dmp/sdl5 char=/dev/vx/rdmp/sdl5
2.2
min=512 (bytes) max=16 (blocks)
slice=3 offset=0 len=16450497
slice=5 offset=1 len=2049
time=962923719 seqno=0.7
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headers:
0 248
configs:
count=1 len=1488
logs:
count=1 len=225
Defined regions:
config
priv 000017-000247[000231]: copy=01 offset=000000
enabled
config
priv 000249-001505[001257]: copy=01 offset=000231
enabled
log
priv 000745-000854[000110]: copy=01 offset=000000
enabled
Multipathing information:
numpaths:
2
sdl
state=enabled
type=secondary
sdp
state=disabled
type=primary

この出力の［Multipathing information］セクションの［numpaths］行ではデバイ
スに 2 つのパスが存在することが示され、それに続く 2 行で 1 つのパスがアクティブ
（state=enabled）で、もう 1 つのパスでエラーが起きていること（state=disabled）
が示されています。
type フィールドは、EMC CLARiiON、日立 SANRISE1100（DF500）、SANRISE1200

（DF500F）および SANRISE9500V シリーズ、Sun StorEdge 6xxx および Sun
StorEdge T3 アレイといったアクティブ/パッシブタイプのディスクアレイ上のディスク
の場合に表示されます。このフィールドでは、ディスクへのパスがプライマリパスであ
るか、セカンダリパスであるかが表示されます。
type フィールドは、EMC Symmetirx、日立 SANRISE2000 シリーズ、Sun StorEdge

99xx シリーズおよび IBM ESS シリーズといったアクティブ/アクティブタイプのディス
クアレイ上のディスクの場合には表示されません。このタイプのディスクアレイに、プ
ライマリパスおよびセカンダリパスといった概念は存在しません。

DMP ノードのカスタム名の設定
DMP ノード名はディスクへの複数のパスを表すメタデバイス名です。DMP ノード名は
VxVM の名前の付け方に従ってデバイス名から生成されます。
p.75 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。
DMP ノードのカスタム名を指定できます。ユーザーが指定した名前は、名前の永続性が
無効になっても永続的に保持されます。
DMP のノードのカスタム名を指定するには
◆

次のコマンドを使います。
# vxdmpadm setattr dmpnode dmpnodename name=name
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名前は入力ファイルから割り当てることもできます。これにより、意味のある名前を使って
システムの DMP ノードをカスタマイズできます。
ファイルから DMP ノードを割り当てるには

1

スクリプト vxgetdmpnames を使って、設定内のデバイスからポピュレートされたサン
プルファイルを取得します。サンプルファイルは必要な形式を示し、カスタム名を指
定するためのテンプレートとして機能します。

2

名前を割り当てるには、次のコマンドを使います。
# vxddladm assign names file=pathname

vxdmpadm を使った DMP の管理
vxdmpadm ユーティリティは、VxVM の DMP 機能へのコマンドライン管理インターフェー

スです。
vxdmpadm ユーティリティを使って、次のタスクを実行できます。
■

特定のパスに対する DMP デバイス名の取得

■

LUN グループのメンバーの表示

■

DMP デバイスノード、HBA コントローラ、アレイポート下のすべてのパスの一覧表示

■

ホスト上の HBA コントローラに関する情報の表示

■

エンクロージャに関する情報の表示

■

エンクロージャのストレージプロセッサに接続したアレイポートに関する情報の表示

■

他社のマルチパス化ドライバにより制御されるデバイスに関する情報の表示

■

DMP ノード、エンクロージャ、パス、コントローラの I/O 統計情報の収集

■

エンクロージャへのパスに関する属性の設定

■

エンクロージャへのパスに対して使われる I/O ポリシーの設定

■

システム上のパス、HBA コントローラ、アレイポートに対する I/O の有効化または無効
化

■

ディスクコントローラファームウェアのアップグレード

■

エンクロージャ名の変更

■

I/O 要求エラーに対する DMP の応答方法の設定

■

I/O 調整機構の設定

■

DMP パスリストアスレッドの動作の制御
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以降の項では、出力例を示してこれらのタスクを詳しく説明します。
vxdmpadm は、各種の DMP チューニングパラメータの値を変更する場合にも使えます。

p.545 の 「チューニングパラメータ値の変更」 を参照してください。
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。

DMP ノードに関する情報の取得
次のコマンドを実行すると、指定した物理パスを制御する DMP ノードが表示されます。
# vxdmpadm getdmpnode nodename=sdk
nodename 属性には物理パスを指定することができます。この物理パスは /dev ディレク

トリに一覧表示された有効なパスである必要があります。
このコマンドの出力は、次のようになります。
NAME
STATE
ENCLR-TYPE
PATHS
ENBL
DSBL
ENCLR-NAME
===============================================================
sdl
ENABLED ACME
2
2
0
enc0

LUN のシリアル番号とアレイのボリューム ID を表示するには、-v オプションを使います。
# vxdmpadm -v getdmpnode nodename=sd1

NAME
STATE
PATHS
ENBL
DSBL
ENCLR-NAME
SERIAL-NO
ARRAY_VO
===============================================================================
sdl
ENABLED 2
2
0
HDS9500-ALUA0 D600172E015B
E01

指定したエンクロージャのすべての DMP ノードのリストを取得するには、getdmpnode で
enclosure 属性を使います。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=enc0
NAME
STATE
ENCLR-TYPE PATHS
ENBL
DSBL
ENCLR-NAME
===============================================================
sdm
ENABLED ACME
2
2
0
enc0
sdn
ENABLED ACME
2
2
0
enc0
sdo
ENABLED ACME
2
2
0
enc0
sdp
ENABLED ACME
2
2
0
enc0

特定の DMP ノードの DMP 情報を表示するには、getdmpnode で dmpnodename 属性
を使います。
# vxdmpadm getdmpnode dmpnodename=emc_clariion0_158
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NAME
STATE
ENCLR-TYPE
PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME
======================================================================
emc_clariion0_158 ENABLED EMC_CLARiiON 1
1
0
emc_clariion0

DMP ノードについての統合された情報の表示
vxdmpadm list dmpnode コマンドは DMP のノードの詳細情報を表示します。情報に

は、エンクロージャ名、LUN シリアル番号、ポート ID 情報、デバイス属性などが含まれま
す。
次のコマンドは、システムのすべての DMP ノードに関する統合された情報を表示します。
# vxdmpadm list dmpnode all

次のコマンドは、特定のエンクロージャ内のすべての DMP ノードに関する統合された情
報を表示します。
# vxdmpadm list dmpnode enclosure=enclosure name

次のコマンドは、指定した DMP ノードの詳細情報を表示します。DMP ノードは名前また
はパス名で指定できます。
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=dmpnodename

コマンドは、リストされた DMP ノードのサブパスごとにパス情報も表示します。パスの状態
は、障害により無効になったパスと、管理上の目的で手動で無効にされたパスでは異な
ります。vxdmpadm disable コマンドを使って手動で無効にされたパスは、disabled(m)
として表示されます。
指定したエンクロージャのすべての DMP ノードのリストを取得するには、list dmpnode
で enclosure 属性を使います。
# vxdmpadm list dmpnode enclosure=enc0

特定の DMP ノードの DMP 情報を表示するには、list dmpnode で dmpnodename 属
性を使います。
# vxdmpadm list dmpnodename=emc_clariion0_158
dmpdev
state
enclosure
cab-sno
asl
vid
pid
array-name

=
=
=
=
=
=
=
=

emc_clariion0_19
enabled
emc_clariion0
APM00042102192
libvxCLARiiON.so
DGC
CLARiiON
EMC_CLARiiON
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array-type
iopolicy
avid
lun-sno
udid
dev-attr
###path
path
path

=
=
=
=
=
=
=
=

CLR-A/P
MinimumQ
6006016070071100F6BF98A778EDD811
DGC%5FCLARiiON%5FAPM00042102192%5F6006016070071100F6BF98A778EDD811
name state type transport ctlr hwpath aportID aportWWN attr
hdisk11 enabled(a) primary FC fscsi0 07-08-02 B0APM00042102192 50:06:01:68:10:\
21:26:c1 = hdisk31 disabled(m) secondary FC fscsi1 08-08-02 A0APM00042102192 50:06:01:60:\
10:21:26:c1 -

LUN グループのメンバーの表示
次のコマンドを実行すると、指定した DMP ノードと同じ LUN グループに属する DMP
ノードが表示されます。
# vxdmpadm getlungroup dmpnodename=sdq
NAME
STATE
ENCLR-TYPE PATHS
ENBL
DSBL
ENCLR-NAME
===============================================================
sdo
ENABLED ACME
2
2
0
enc1
sdp
ENABLED ACME
2
2
0
enc1
sdq
ENABLED ACME
2
2
0
enc1
sdr
ENABLED ACME
2
2
0
enc1

DMP ノード、コントローラ、エンクロージャ、アレイポートによって制御され
るパスの表示
vxdmpadm getsubpaths コマンドを実行すると、DMP が認識するすべてのパスが一覧

表示されます。vxdmpadm getsubpaths コマンドには、特定の DMP ノード、コントロー
ラ、エンクロージャ、またはアレイポート上のサブパスを一覧表示するオプションもありま
す。アレイポート上のパスを一覧表示するには、エンクロージャ名とアレイポート ID の組
み合わせ、またはアレイポート WWN を指定します。
DMP が認識するすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getsubpaths
vxdmpadm getsubpaths コマンドを dmpnodename 属性と組み合わせると、指定した

DMP ノード名によって制御される、/dev/vx/rdmp ディレクトリから LUN までのすべての
パスが表示されます。
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# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=sdu
NAME
STATE[A] PATH-TYPE[M]CTLR-NAMEENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS
===================================================================
sdu
ENABLED(A) PRIMARY
c2
ACME
enc0
sdt
ENABLED
PRIMARY
c1
ACME
enc0
-

A/A アレイの場合、I/O に使える有効パスはすべて ENABLED(A) として表示されます。
I/O ポリシーが singleactive に設定されている A/P アレイの場合、1 つのパスのみが
ENABLED(A) として表示されます。その他のパスは ENABLED でも使えません。I/O ポリ
シーが singleactive に設定されていない場合、DMP は、状態が ENABLED(A) と表示
されているパスのグループ（すべてプライマリまたはすべてセカンダリ）を使えます。
p.189 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。
DISABLED 状態のパスは I/O 操作には使えません。
getsubpaths を使うと、特定の HBA コントローラに接続しているすべてのパスに関する

情報を入手できます。
# vxdmpadm getsubpaths ctlr=c2
NAME
STATE[-] PATH-TYPE[-] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS
====================================================================
sdk
ENABLED PRIMARY
sdk
ACME
enc0
sdl
ENABLED PRIMARY
sdl
ACME
enc0
sdm
ENABLED SECONDARY
sdm
ACME
enc0
sdn
ENABLED SECONDARY
sdn
ACME
enc0
-

また、getsubpaths を使うと、アレイ上のポートに接続しているすべてのパスに関する情
報を入手できます。アレイポートは、エンクロージャの名前とアレイポート ID で指定する
ことも、アレイポートの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=HDS9500V0 portid=1A
# vxdmpadm getsubpaths pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

たとえば、アレイポート上のサブパスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=HDS9500-ALUA0 portid=1A

NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] DMPNODENAME ENCLR-NAME CTLR
ATTRS
===========================================================================
c1t65d0s2 ENABLED(A)
PRIMARY
c1t65d0s2
HDS9500-ALUA0 c1
c1t66d0s2 ENABLED(A)
PRIMARY
c1t66d0s2
HDS9500-ALUA0 c1
-

174

第 3 章 Dynamic Multipathing の管理
vxdmpadm を使った DMP の管理

getsubpaths を使うと、エンクロージャのすべてのサブパスに関する情報を入手できま

す。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=enclosure_name [ctlr=ctlrname]

エンクロージャ上のすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=Disk

エンクロージャ上のコントローラのすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンド
を実行します。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=Disk ctlr=c1

デフォルトでは、vxdmpadm getsubpaths コマンドの出力は、エンクロージャ名、DMP
ノード名によってソートされ、さらにその中ではパス名でソートされます。パス名、DMP ノー
ド名、エンクロージャ名、またはホストコントローラ名に基づいて出力をソートするには、-s
オプションを使います。
サブパスの情報をソートするには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -s {path | dmpnode | enclosure | ctlr} getsubpaths <clauses>

コントローラに関する情報の表示
次のコマンドを実行すると、システム上のすべての HBA コントローラの属性が一覧表示
されます。
# vxdmpadm listctlr all
CTLR-NAME
ENCLR-TYPE
STATE
ENCLR-NAME
===============================================================
c1
OTHER
ENABLED
other0
c2
X1
ENABLED
jbod0
c3
ACME
ENABLED
enc0
c4
ACME
ENABLED
enc0

この出力では、コントローラ c1 はエンクロージャタイプが OTHER であるため、認識される
DMP カテゴリに含まれないディスクに接続されていることがわかります。
その他のコントローラは、認識される DMP カテゴリに含まれるディスクに接続されていま
す。
すべてのコントローラが、I/O 操作に利用可能であることを示す ENABLED 状態になって
います。
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状態が DISABLED であれば、コントローラが I/O 操作に利用不能であるという意味です。
利用不能の場合は、ハードウェア障害が起きているか、vxdmpadm disable コマンドを
使ってそのコントローラ上での I/O 操作が無効にされている可能性があります。
この形式のコマンドを実行すると、特定のエンクロージャおよび特定のエンクロージャタイ
プに属するコントローラが一覧表示されます。
# vxdmpadm listctlr enclosure=enc0 type=ACME
CTLR-NAME
ENCLR-TYPE
STATE
ENCLR-NAME
===============================================================
c2
ACME
ENABLED
enc0
c3
ACME
ENABLED
enc0

エンクロージャに関する情報の表示
特定のエンクロージャの属性（エンクロージャタイプ、エンクロージャシリアル番号、状態、
アレイタイプ、LUN 数など）を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm listenclosure enc0
ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO
STATUS ARRAY_TYPE
LUN_COUNT
=============================================================================
enc0
A3
60020f20000001a90000 CONNECTED A/P
30

次のコマンドを実行すると、システム内のすべてのエンクロージャの属性が一覧表示され
ます。
# vxdmpadm listenclosure all
ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO
STATUS
ARRAY_TYPE
LUN_COUNT
=================================================================================
Disk
Disk
DISKS
CONNECTED
Disk
6
ANA0
ACME
508002000001d660
CONNECTED
A/A
57
enc0
A3
60020f20000001a90000 CONNECTED
A/P
30

アレイポートに関する情報の表示
パス、DMP ノード、HBA コントローラを介してアクセス可能なアレイポートの属性を表示
するには、次のいずれかのコマンドを使います。
# vxdmpadm getportids path=path-name
# vxdmpadm getportids dmpnodename=dmpnode-name
# vxdmpadm getportids ctlr=ctlr-name

175

176

第 3 章 Dynamic Multipathing の管理
vxdmpadm を使った DMP の管理

アレイポートに関して表示される情報には、そのエンクロージャの名前、ID、WWN 識別
子が含まれます。
次のコマンド形式を実行すると、特定のエンクロージャ内のすべてのアレイポートに関す
る情報を表示します。
# vxdmpadm getportids enclosure=enclr-name

次の例では、DMP ノード sdg を介してアクセス可能なアレイポートに関する情報が表示
されます。
# vxdmpadm getportids dmpnodename=sdg
NAME
ENCLR-NAME ARRAY-PORT-ID pWWN
==============================================================
sdg
HDS9500V0
1A
20:00:00:E0:8B:06:5F:19

TPD 制御デバイスに関する情報の表示
サードパーティ製ドライバ（TPD）共存機能を使うと、DMP の監視機能を残したまま、サー
ドパーティ製マルチパス化ドライバによって制御されている I/O に DMP をバイパスさせ
ることができます。次のコマンドは、指定した TPD デバイスに対して、DMP が検出したパ
スを表示するコマンドおよび指定した TPD 制御ノードに対して DMP が検出した対応す
る TPD デバイスを表示するコマンドです。
# vxdmpadm getsubpaths tpdnodename=TPD_node_name
# vxdmpadm gettpdnode nodename=DMP_node_name

p.100 の 「TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更」 を参照してくださ
い。
たとえば、EMC Symmetrix アレイ内の PowerPath によって制御され、かつ、DMP にも
認識される次のようなディスクを想定します。
# vxdisk list
DEVICE
emcpower10
emcpower11
emcpower12
emcpower13
emcpower14
emcpower15
emcpower16
emcpower17

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
disk1
disk2
disk3
disk4
disk5
disk6
disk7
disk8

GROUP
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg

STATUS
online
online
online
online
online
online
online
online
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emcpower18
emcpower19

auto:sliced
auto:sliced

disk9
disk10

ppdg
ppdg
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online
online

次のコマンドを実行すると、DMP が PowerPath 制御のノード emcpower10 に対応する
パスを検出し、表示します。
# vxdmpadm getsubpaths tpdnodename=emcpower10
NAME
TPDNODENAME PATH-TYPE[-]DMP-NODENAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME
===================================================================
sdq
emcpower10s2 emcpower10
EMC
EMC0
sdr
emcpower10s2 emcpower10
EMC
EMC0

逆に次のコマンドは、DMP が、パス sdq に対応する PowerPath ノードを検出し、
PowerPath ノードに関する情報を表示します。
# vxdmpadm gettpdnode nodename=sdq
NAME
STATE
PATHS ENCLR-TYPE
ENCLR-NAME
===================================================================
emcpower10s2 ENABLED 2
EMC
EMC0

HBA の詳細の表示
vxdmpadm getctlr コマンドを実行すると、HBA ベンダーの詳細とコントローラ ID が表

示されます。iSCSI デバイスでは、コントローラ ID は IQN または IEEE 形式に基づく名前
になります。FC デバイスでは、コントローラ ID は WWN です。WWN は ESD から取得さ
れます。したがって、ESD が動作していなければこのフィールドはブランクになります。
ESD は、イベントの発生を DDL に通知するために使われるデーモンプロセスです。「コ
ントローラ ID」として表示される WWN は、ホストコントローラに関連付けられた HBA ポー
トの WWN にマップされます。
# vxdmpadm getctlr c5

LNAME
PNAME HBA-VENDOR CTLR-ID
===========================================================================
c5
c5
qlogic 20:07:00:a0:b8:17:e1:37
c6
c6 qlogic iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba8ed1b5.45220f80

拡張デバイス属性の表示
vxdisk -p list コマンドを実行すると、ハードウェアミラーなどの DDL 拡張属性が状

態フィールドに表示されます。
vxdisk -p list コマンドを実行すると、次のアレイの拡張属性が表示されます。
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■

EMC Symmetrix

■

DS8k

■

Hitachi/HDS

■

XP12k

次に例を示します。
# vxdisk -p list
………….
LUN_SERIAL_NO :
LUN_OWNER
:
LIBNAME
:
HARDWARE_MIRROR:
DDL_DEVICE_ATTR:
DMP_DEVICE
:
CAB_SERIAL_NO :
ATYPE
:
ARRAY_VOLUME_ID:
ARRAY_CTLR_ID :
ANAME
:
TRANSPORT
:
……….

00AA
Y
libvxhdsalua.sl
/dev/rdsk/c4t0d7
SVOL
c4t0d7
D6000180
ALUA
00AA
1
HDS9500-ALUA
SCSI

ASL はプロパティ DDL_DEVICE_ATTR を通して DDL にこの情報を供給します。
vxdisk -x attribute -p list コマンドを実行すると、プロパティリストと属性の 1 行

リストが表示されます。同じコマンド内に複数の -x オプションを指定すれば、複数のエン
トリを表示できます。次に例を示します。
# vxdisk -x DDL_DEVICE_ATTR -x SCSI_VERSION -x VID -p list
DEVICE
disk_1
c2t0d0
c2t1d0
c4t0d0
c4t0d2
c4t0d3
c4t0d4
c4t0d5
c4t0d6
c4t0d7
c4t1d9

SCSI_VERSION
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VID
IBM
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Hitachi
Hitachi

DDL_DEVICE_ATTR
NULL
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
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c4t1d10
c4t1d11
c4t1d12

3
3
3

Hitachi
Hitachi
Hitachi
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TC-PVOL
PVOL
SVOL

また、vxdisk -e list と入力すると、最後の列に EXT_ATTR が印刷されます。
# vxdisk -e list

DEVICE
Disk_01
Disk_02
Hitachi_03
Hitachi_04

TYPE
auto
auto
auto
auto

DISK
-

GROUP
-

STATUS
LVM
LVM
online
online

OS_NATIVE_NAME
hdisk1
hdisk0
hdisk73
hdisk40

EXT_ATTR
PVOL
SVOL

修正された ASL のリストでは、現在次の属性が検出されています。
a. EMC Symmetrix
次は EMC Symmetrix アレイが認識できる属性のリストです。
?
?
?
?
?
?

STD This is the standard device and is not involved in any special operat
BCV
Mirror device created by Timefinder operation
BCV-NR BCV device in Not ready state.
MIRROR This is EMC Mirror device.
SRDF-R1 Primary/source device involved in SRDF operation
SRDF-R2 Secondary/Target device involved in SRDF operation.

b. DS8k
次は DS8000 アレイが認識できる属性のリストです。

? STD This is the standard device and is not involved in any special opera
? FlashCopy Disk is involved in Point in time copy operation and it is the t

c. Hitachi/HDS
次は日立アレイが認識できる属性のリストです
?
?
?
?
?
?
?

STD
PVOL
SVOL
TC-PVOL
TC-SVOL
VVOL
HDP

d. XP12k

This is the standard HDS device and is not involved in any spec
Shadow image primary/original device
Shadow image secondary/clone device
Truecopy primary/original device
Truecopy secondary/clone device
Quick shadow device
Hitachi Dynamic provisioning volume
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?
?
?
?

STD
PVOL
SVOL
ThP

This is the standard XP-12K device and is not involved in any specia
Primary device involved in cloning
Secondary device involved in cloning.
Thin Provisioning volume

VxVM または DMP 制御からのデバイスの除外と追加
vxdmpadm exclude コマンドを実行すると、指定する基準に基づいてデバイスが VxVM

制御から除外されます。デバイスは、vxdmpadm include コマンドを使って VxVM 制御
に再び追加できます。デバイスは、VID:PID の組み合わせ、パス、コントローラ、または
ディスクに基づいて追加または除外できます。感嘆符（!）を使えば、指定したもの以外の
パスまたはコントローラを除外または追加できます。
# vxdmpadm exclude { all | product=<VID:PID> | ctlr=[!]<ctlr> |
path=[!]<pathname> | dmpnodename=<diskname> [ path=!<pathname>] }
# vxdmpadm include { all | product=<VID:PID> | ctlr=[!]<ctlr> |
path=[!]<pathname> | dmpnodename=<diskname> [ path=!<pathname>] }

各パラメータについては次のとおりです。
all - すべてのデバイス
product=<VID:PID> - 指定した VID:PID を持つすべてのデバイス
ctlr=<ctlr> - 指定したコントローラ上のすべてのデバイス
path=<pathname> - 指定したデバイス
dmpnodename=<diskname> - DMP ノード下のすべてのデバイス
dmpnodename=<diskname> path=!<pathname> - 指定したものを除く、DMP ノード
下のすべてのデバイス

I/O 統計情報の収集と表示
vxdmpadm iostat コマンドを使って、指定した DMP ノード、エンクロージャ、パス、コン

トローラについての I/O 統計情報を収集および表示することができます。
統計情報の収集を有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat start [memory=size]

I/O のカウンタを 0 にリセットするには、次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat reset
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memory 属性を使うと、各 CPU の I/O 統計情報の記録に使うメモリの最大サイズを制限

できます。デフォルトでは、各 CPU に対して 32k（32 KB）に制限されます。
収集した統計情報を一定の間隔で表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat show {all | dmpnodename=dmp-node | ¥
enclosure=enclr-name | pathname=path-name | ctlr=ctlr-name} ¥
[interval=seconds [count=N]]

このコマンドを実行すると、すべてのコントローラ（all）についての I/O 統計情報か、指
定した DMP ノード、エンクロージャ、パス、コントローラについての I/O 統計情報が表示
されます。表示される統計情報は、統計情報の収集に使われた CPU ごとの CPU 使用
率とメモリサイズ、読み取り操作および書き込み操作の数、読み取りおよび書き込みが行
われた KB 数、読み取りまたは書き込みが行われた KB あたりの平均時間（ミリ秒）です。
interval 属性および count 属性を使うと、I/O 統計情報を表示する間隔（秒）と表示す

る行数をそれぞれ指定できます。統計情報の記録に使えるメモリが十分でない場合は、
指定した値よりも間隔が短くなることがあります。
統計情報の収集を無効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat stop

vxdmpadm iostat コマンドの使用例
次に、vxdmpadm iostat コマンドを使ったセッション例を示します。最初に次のコマンド
を実行すると I/O 統計情報の収集が有効になります。
次に、vxdmpadm iostat コマンドを使ったセッション例を示します。最初に次のコマンド
を実行すると I/O 統計情報の収集が有効になります。
# vxdmpadm iostat start

続いて次のコマンドを実行すると、読み取りおよび書き込み操作の総数、読み取りおよび
書き込みが行われたキロバイト数など、すべてのパスに関する現在の統計情報が表示さ
れます。
# vxdmpadm iostat show all
cpu usage = 7952us
per cpu
OPERATIONS
KBYTES
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
sdf
87
0
44544
0
sdk
0
0
0
0
sdg
87
0
44544
0
sdl
0
0
0
0
sdh
87
0
44544
0
sdm
0
0
0
0

memory = 8192b
AVG TIME(ms)
READS
WRITES
0.001194 0.000000
0.000000 0.000000
0.007265 0.000000
0.000000 0.000000
0.001200 0.000000
0.000000 0.000000
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sdi
sdn
sdj
sdo
sdj
sdp

87
0
87
0
87
0

0
0
0
0
0
0

44544
0
44544
0
44544
0

0
0
0
0
0
0

0.007315
0.000000
0.001132
0.000000
0.000997
0.000000

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

次のコマンドを実行すると、vxdmpadm で統計情報の収集に使われるメモリのサイズが
変更されます。
# vxdmpadm iostat start memory=4096

統計情報は、次のようにパス名、DMP ノード名およびエンクロージャ名ごとにフィルタし
て表示することができます（各 CPU のメモリサイズは前のコマンドに従って変更されてい
ます）。
# vxdmpadm iostat show pathname=sdk
cpu usage = 8132us
per cpu memory = 4096b
OPERATIONS
BYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdk
0
0
0
0 0.000000 0.000000
# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdf
cpu usage = 8501us
per cpu memory = 4096b
OPERATIONS
BYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdf
1088
0
557056
0 0.009542 0.000000
# vxdmpadm iostat show enclosure=Disk
cpu usage = 8626us
per cpu memory = 4096b
OPERATIONS
BYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdf
1088
0
557056
0 0.009542 0.000000

統計情報を表示する回数および間隔を指定することもできます。次のコマンドを実行す
ると、特定のパスについての統計情報の増分が表示されます。この例では、回数は 2 回、
間隔は 2 秒と指定しています。
# vxdmpadm iostat show pathname=sdk interval=2 count=2
cpu usage = 8195us
per cpu memory = 4096b
OPERATIONS
BYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdk
0
0
0
0 0.000000 0.000000
cpu usage = 59us

per cpu memory = 4096b
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PATHNAME
sdk

OPERATIONS
READS
WRITES
0
0

BYTES
READS
0

WRITES
0

AVG TIME(ms)
READS
WRITES
0.000000 0.000000

キューに入れられた I/O または無効な I/O の統計の表示
指定した DMP ノード、または指定したパスまたはコントローラについて、DMP 内のキュー
に入れられた I/O を表示するには、-q オプションを付けた vxdmpadm iostat show コ
マンドを使用します。DMP ノードの場合、-q オプションを付けると、基盤となるレイヤーに
送信された、指定した DMP ノード上の I/O が表示されます。パスまたはコントローラを指
定した場合、-q オプションを付けると、指定したパスまたはコントローラに送信され、DMP
にまだ返されていない I/O が表示されます。
vxdmpadm iostat コマンドの詳細については、vxdmpadm（1m）マニュアルページを参

照してください。
DMP ノード上のキューに入れられた I/O 件数を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -q iostat show clauses

次に例を示します。
# vxdmpadm -q iostat show dmpnodename=c5t2d1s2
QUEUED I/Os
DMPNODENAME
c5t2d1s2

Pending I/Os
READS WRITES
2
15
30

DMP ノード、パスまたはコントローラ上でエラーが返された I/O の件数を表示するには、
次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -e iostat show clauses

たとえば、パス上でエラーが返された I/O の件数を表示するには、次のようなコマンドを
使います。
# vxdmpadm -e iostat show pathname=c5t2d1s2

累積 I/O 統計情報の表示
累積 I/O 統計情報を DMP ノード、コントローラ、アレイポート ID、またはホストアレイコン
トローラのペアとエンクロージャごとに表示するには、vxdmpadm iostat コマンドの
groupby 節を使います。groupby 節を指定しない場合、統計はパスごとに表示されま
す。
DMP ノードでグループ化するには、次のコマンドを使います。
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# vxdmpadm iostat show groupby=dmpnode [all | dmpnodename=dmpnodename
| enclosure=enclr-name]

次に例を示します。
コントローラでグループ化するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm iostat show groupby=ctlr [ all | ctlr=<ctlr> ]

次に例を示します。
# vxdmpadm iostat show groupby=ctlr ctlr=c5
OPERATIONS
BLOCKS
AVG TIME(ms)
CTLRNAME
READS
WRITES READS WRITES
READS
WRITES
c5
224
14
54
7
4.200 11.100

アレイポートでグループ化するには、次のコマンドを使います。
vxdmpadm iostat show groupby=arrayport [ all | pwwn=<array port wwn>
| enclosure=<enclr> portid=<array-port-id> ]

次に例を示します。
# vxdmpadm iostat show groupby=arrayport enclosure=HDS9500-ALUA0 portid=1A
OPERATIONS
BLOCKS
AVG TIME(ms)
PORTNAME
READS
WRITES READS WRITES
READS
WRITES
1A
224
14
54
7
4.200 11.100

エンクロージャでグループ化するには、次のコマンドを使います。
vxdmpadm iostat show groupby=enclosure [ all | enclosure=<enclr> ]

次に例を示します。
# vxdmpadm iostat show groupby=enclosure enclosure=EMC_CLARiiON0
OPERATIONS
ENCLRNAME
EMC_CLARiiON 0

BLOCKS
READS
WRITES
0 0
0
0.000

AVG TIME(ms)
READS
WRITES
0.000

READS

すべてのデータエントリがゼロであるエンティティはフィルタで除外することもできます。こ
のオプションは多くのフェールオーバーデバイスを含んでいるクラスタ環境に特に有用で
す。アクティブパスの統計のみを表示できます。
iostat show コマンドの出力からすべてがゼロのエントリをフィルタ処理するには、次の

コマンドを使います。
vxdmpadm -z iostat show <clauses>

WRITES
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次に例を示します。
# vxdmpadm -z iostat show dmpnodename=c2t16d4s2

PATHNAME
c3t16d4s2
c2t17d4s2

OPERATIONS
READS
10
20

WRITES
110
126

BLOCKS
READS
2
4

AVG TIME(ms)
WRITES
READS
25
12.000
29
9.500

WRITES
27.960
19.413

統計データの表示単位を指定できるようになりました。デフォルトでは、読み取り/書き込
み時間は小数第 2 位までのミリ秒単位で表示されます。スループットデータは「ブロック」
単位で表示され、その出力は拡大縮小されます。つまり、有効数字を一定に保ったまま、
小さい値は小さい単位で表示され、大きい値は大きい単位で表示されます。-u オプショ
ンには次のオプションを指定できます。
k

スループットをキロブロック単位で表示します。

m

スループットをメガブロック単位で表示します。

g

スループットをギガブロック単位で表示します。

bytes

スループットを正確なバイト数で表示します。

us

読み取り/書き込みの平均時間をマイクロ秒単位で表示します。

たとえば、読み取り/書き込みの平均時間をマイクロ秒単位で表示するには、次のコマン
ドを実行します。
# vxdmpadm -u us iostat show pathname=c2t17d4s2
OPERATIONS
PATHNAME
c2t17d4s2

READS
20

BLOCKS
WRITES
126

READS
4

AVG TIME(microsec)
WRITES
READS
29
9500.000

WRITES
19413.793

エンクロージャへのパスに関する属性の設定
vxdmpadm setattr コマンドを使って、エンクロージャまたはディスクアレイへのパスに関

する属性を設定することができます。設定できる属性は次のとおりです。
active

スタンバイ（フェールオーバー）パスをアクティブパスに変更します。
A/P-C ディスクアレイへのアクティブパスを指定するには、次のコマン
ドを実行します。
# vxdmpadm setattr path sde pathtype=active
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nomanual

パスのもとのプライマリ属性またはセカンダリ属性を復元します。A/P
ディスクアレイに対するパスの属性を復元するには、次のコマンドを実
行します。
# vxdmpadm setattr path sdm ¥
pathtype=nomanual

nopreferred

パスの通常の優先順位を復元します。パスに対するデフォルトの優先
順位を復元するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr path sdk ¥
pathtype=nopreferred

preferred
[priority=N]

特定のパスを優先パスとして指定し、オプションで優先順位番号を割
り当てます。優先順位番号を指定する場合は、1 以上の整数にする必
要があります。パスの優先順位の高さは、I/O 負荷の伝送能力の高さ
を表します。
p.189 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。
アクティブ/アクティブディスクアレイの I/O ポリシーに priority 属性
を設定し、パスの優先順位を 2 に指定するには、次のコマンドを実行
します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 ¥
iopolicy=priority
# vxdmpadm setattr path sdk pathtype=preferred ¥
priority=2

primary

特定のパスをアクティブ/パッシブディスクアレイのプライマリパスとして
定義します。A/P ディスクアレイのプライマリパスを指定するには、次の
コマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr path sdm pathtype=primary

secondary

特定のパスをアクティブ/パッシブディスクアレイのセカンダリパスとして
定義します。A/P ディスクアレイのセカンダリパスを指定するには、次
のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr path sdn pathtype=secondary

standby

通常の I/O スケジュールには使わないスタンバイパスを設定します。こ
のパスは、I/O に使えるアクティブパスが存在しない場合に使われま
す。A/P-C アレイのスタンバイパスを指定するには、次のコマンドを実
行します。
# vxdmpadm setattr path sde pathtype=standby
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デバイスまたはエンクロージャの冗長レベルの表示
必要な冗長レベルを下回っているデバイスを一覧表示するには、vxdmpadm getdmpnode
コマンドを使います。
アクティブパス数が特定の値よりも少ないデバイスを一覧表示するには、次のコマンドを
使います。
# vxdmpadm getdmpnode redundancy=value

たとえば、アクティブパス数が 3 つよりも少ないデバイスを一覧表示するには、次のコマ
ンドを使います。
# vxdmpadm getdmpnode redundancy=3
NAME STATE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME
=========================================================================
c5t0d1 ENABLED
2
2
0
HDS9500-ALUA0
c5t1d0 ENABLED
4
2
2
HDS9500-ALUA1
c6t0d5 ENABLED
1
1
0
EMC_CLARiiON0

特定の冗長レベルにある特定のエンクロージャのデバイスを一覧表示するには、次のよ
うなコマンドを使います。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=EMC_CLARiiON0 redundancy=3
NAME STATE PATHS ENBL DSBL
=================================================
c6t0d5 ENABLED
1
1

冗長レベルが各デバイスに最小冗長レベルとして指定された数未満になっているすべて
のデバイスを一覧表示するには、キーワード mrl を使います。
# vxdmpadm getdmpnode redundancy=mrl

特定のデバイスの最小冗長レベルを表示するには、次のように vxdmpadm getattr コ
マンドを使います。
# vxdmpadm getattr enclosure|arrayname|arraytype component-name redundancy

たとえば、エンクロージャ HDS9500-ALUA0 の最小冗長レベルを表示するには、次のコ
マンドを実行します。
# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 redundancy
ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT
=============================================
HDS9500-ALUA0
0
4
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アクティブパスの最小数の指定
デバイスまたはエンクロージャの最小冗長レベルを設定できます。最小冗長レベルは、
デバイスまたはエンクロージャに対してアクティブにする必要のあるパスの最小数です。
パス数がエンクロージャの最小冗長レベルを下回ると、メッセージがシステムコンソール
に送信され、DMP ログファイルにも記録されます。また、通知が vxnotify クライアントに
送信されます。
最小冗長レベルに設定した値は dmppolicy.info ファイルに格納され、永続的に保持
されます。最小冗長レベルを設定しない場合、デフォルト値は 0 です。
最小冗長レベルを設定するには、vxdmpadm setattr コマンドを使うことができます。
アクティブパスの最小数を指定するには
◆

次のように、redundancy 属性を使って vxdmpadm setattr コマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure|arrayname|arraytype component-name
redundancy=value
value はアクティブパス数です。

たとえば、エンクロージャ HDS9500-ALUA0 の最小冗長レベルを設定するには、
次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure HDS9500-ALUA0 redundancy=2

I/O ポリシーの表示
エンクロージャ、アレイまたはアレイタイプに現在設定されている I/O ポリシーおよびデ
フォルトで設定される I/O ポリシーを表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使い
ます。
たとえば、JBOD ディスクに設定されているデフォルトおよび現在の I/O ポリシー
（iopolicy）を表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getattr enclosure Disk iopolicy
ENCLR_NAME
DEFAULT
CURRENT
--------------------------------------Disk
MinimumQ
Balanced

分散 I/O ポリシーでパーティションサイズ 2 MB に設定されているエンクロージャ enc0
のパーティションサイズ（partitionsize）を表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getattr enclosure enc0 partitionsize
ENCLR_NAME

DEFAULT

CURRENT
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--------------------------------------enc0
2048
4096

I/O ポリシーの指定
vxdmpadm setattr コマンドを使って、ディスクアレイまたはエンクロージャへの複数の

パスに I/O 負荷を分散する I/O ポリシーを変更することができます。ポリシーは、特定の
エンクロージャ（HDS01 など）、特定のタイプのすべてのエンクロージャ（HDS など）、また
は特定のアレイタイプのすべてのエンクロージャ（アクティブ/アクティブの場合は A/A、ア
クティブ/パッシブの場合は A/P など）に対して設定できます。
警告: VxVM のリリース 4.1 から、I/O ポリシーは /etc/vx/dmppolicy.info ファイルに
記録され、システムを再ブートしても保持されます。
このファイルは編集しないでください。
設定できるポリシーは次のとおりです。
adaptive

I/O をパスに動的にスケジュールしてディスクに対する全体的な I/O スルー
プットを最大化するためのポリシーです。このポリシーは、I/O 負荷が場合に
よって異なるような環境で使うと便利です。たとえば、I/O 転送が長い場合
（テーブルのスキャン）や短い場合（無作為検索）があるデータベースなどで
使います。また、このポリシーはパスによってホップ数が異なる SAN 環境で
も有効です。このポリシーは DMP で自動的に管理されるため、設定を変更
することはできません。
たとえば、エンクロージャ enc1 に対して I/O ポリシーを adaptive に設定す
るには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc1 ¥
iopolicy=adaptive
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balanced
ディスクドライブおよび RAID コントローラでのキャッシュ処理を最適化する
[partitionsize=size] ためのポリシーです。キャッシュのサイズは通常 120 から 500 KB 以上で、
各ハードウェアの特性によって異なります。通常の処理時は、ディスク（LUN）
は複数の領域（パーティション）に論理的に分割され、指定した領域に対す
る I/O が 1 つのアクティブパスにのみ送出されます。そのパスに障害が発
生した場合は、作業負荷は自動的に別のアクティブパスに分散されます。
partitionsize 属性に size 引数を使って、パーティションサイズを指定する
ことができます。パーティションサイズのブロック数は、2 の累乗の値（2 から
231）に調整できます。
パーティションサイズのデフォルト値は 2048 ブロック（1 MB）です。2 の累乗
以外の値は、自動的に適切な値に切り下げられます。パーティションサイズ
に 0 を指定すると、デフォルトのパーティションサイズである 2048 ブロック（1
MB）が使われます。たとえば、日立製 SANRISE2800 A/A アレイの推奨
パーティションサイズは、I/O 処理パターンが主に順次読み取りまたは書き
込みである場合、32,768 から 131,072 ブロック（16 MB から 64 MB）です。

メモ: キャッシュサイズより大きい値を設定する場合には、このポリシーを使
う利点はありません。
たとえば、パーティションサイズが 4096 ブロック（2 MB）のエンクロージャ
enc0 の balanced I/O ポリシーを設定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 ¥
iopolicy=balanced partitionsize=4096

minimumq

LUN のキューに残っている未処理の I/O 要求の数が最も少ないパスに I/O
を送出するポリシーです。キューが最も短いパスは DMP で自動的に判別さ
れるため、設定を変更することはできません。
たとえば、JBOD に対して I/O ポリシーを minimumq に設定するには、次の
コマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure Disk ¥
iopolicy=minimumq
これはすべてのアレイでデフォルトの I/O ポリシーです。
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priority

SAN 内のパスによって処理効率が異なるため負荷分散を手動で強制的に
行う場合に便利なポリシーです。使用可能なパスの設定や処理効率特性、
およびシステムのその他の要素にも考慮して、各パスに優先順位を割り当
てることができます。
p.185 の 「エンクロージャへのパスに関する属性の設定」 を参照してくださ
い。
たとえば、すべての SENA アレイに対して I/O ポリシーを priority に設
定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr arrayname SENA ¥
iopolicy=priority

ラウンドロビン

I/O をラウンドロビンシーケンスのパス間で同等に共有するポリシーです。た
とえば、3 つのパスが存在する場合、最初の I/O 要求で 1 つのパスが使わ
れると、2 番目では別のパス、3 番目では残っている 3 つ目のパスが使わ
れ、4 番目の I/O 要求では再度最初のパスというように割り当てられていき
ます。このポリシーは DMP で自動的に管理されるため、設定を変更するこ
とはできません。
たとえば、すべてのアクティブ/アクティブアレイに対して I/O ポリシーを
round-robin に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A ¥
iopolicy=round-robin

singleactive

I/O を単一のアクティブパスに送信するポリシーです。このポリシーは、1 つ
のコントローラに 1 つのアクティブパスが存在し、他のパスはフェールオー
バーを実行する場合に使われる、A/P アレイ用に設定できます。A/A アレイ
用に設定した場合、パス間での負荷分散は実行されず、代替パスは高可用
性（HA）を得る場合にのみ使われます。現在のアクティブパスに障害が発生
した場合、I/O は代替アクティブパスに切り替えられます。単一のアクティブ
パスは DMP で選択されるため、設定を変更することはできません。
たとえば、JBOD ディスクに I/O ポリシー singleactive を設定するには、
次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr arrayname Disk ¥
iopolicy=singleactive

非対称アクティブ/アクティブアレイのパスでの I/O のスケジュール
設定
adaptive、balanced、minimumq、priority、round-robin I/O ポリシーとともに
use_all_paths 属性を指定して、I/O 要求が、非対称アクティブ/アクティブ（A/A-A）ア

レイのプライマリパスに加え、セカンダリパスでもスケジュール設定するかどうかを指定で
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きます。アレイの特性によっては、負荷分散の向上の結果として、総 I/O スループットが
増加することがあります。ただし、この機能は、アレイベンダーが推奨している場合に限り
有効にしてください。A/A-A 以外のアレイタイプには効果がありません。
この属性のデフォルト設定は use_all_paths=no です。
エンクロージャ、アレイ名またはアレイタイプに対する use_all_paths の現在の設定を
表示できます。これを行うには、use_all_paths オプションを vxdmpadm gettattr コ
マンドに指定します。
# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 use_all_paths
ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT
===========================================
HDS9500-ALUA0 no
yes
use_all_paths 属性が適用されるのは A/A-A アレイのみです。他のアレイの場合、上

記コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。
Attribute is not applicable for this array.

SAN 環境における負荷分散の適用例
この例では、複数の SAN スイッチを経由した、アクティブ/パッシブデバイスへのプライマ
リパスが複数ある SAN 環境において負荷分散を設定する方法について説明します。
vxdisk list コマンドによる次のサンプル出力からわかるように、デバイス sdm には 8
つのプライマリパスがあります。
# vxdisk list sdq
Device: sdq
.
.
.
numpaths: 8
sdj state=enabled
sdk state=enabled
sdl state=enabled
sdm state=enabled
sdn state=enabled
sdo state=enabled
sdp state=enabled
sdq state=enabled

type=primary
type=primary
type=primary
type=primary
type=primary
type=primary
type=primary
type=primary

さらに、このデバイスはエンクロージャ ENC0 内にあり、ディスクグループ mydg に属し、単
純な連結ボリューム myvol1 を含んでいます。
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まず、次のコマンドを入力して、DMP 統計情報の収集を有効にします。
# vxdmpadm iostat start

次に dd コマンドを使って、ボリュームからの入力作業負荷を適用します。
# dd if=/dev/vx/rdsk/mydg/myvol1 of=/dev/null &

デバイスの DMP 統計情報を表示する vxdmpadm iostat コマンドを実行すると、すべ
ての I/O が 1 つのパス sdq に対して行われていることがわかります。
# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdq interval=5 count=2
.
.
.
cpu usage = 11294us per cpu memory = 32768b
OPERATIONS
KBYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdj
0
0
0
0
0.000000
0.000000
sdk
0
0
0
0
0.000000
0.000000
sdl
0
0
0
0
0.000000
0.000000
sdm
0
0
0
0
0.000000
0.000000
sdn
0
0
0
0
0.000000
0.000000
sdo
0
0
0
0
0.000000
0.000000
sdp
0
0
0
0
0.000000
0.000000
sdq
10986
0
5493
0
0.411069
0.000000

次の vxdmpadm コマンドを使って、このデバイスを含むエンクロージャの I/O ポリシーを
表示します。
# vxdmpadm getattr enclosure ENC0 iopolicy
ENCLR_NAME
DEFAULT
CURRENT
============================================
ENC0
Round-Robin
Single-Active

この出力から、このエンクロージャのポリシーが singleactive に設定されており、その
結果、すべての I/O が 1 つのパスで行われていることがわかります。
I/O 負荷を複数のプライマリパスに分散するために、次のようにポリシーを round-robin
に設定します。
# vxdmpadm setattr enclosure ENC0 iopolicy=round-robin
# vxdmpadm getattr enclosure ENC0 iopolicy
ENCLR_NAME

DEFAULT

CURRENT
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============================================
ENC0
Round-Robin
Round-Robin

次に DMP 統計情報をリセットします。
# vxdmpadm iostat reset

作業負荷をかけたままの状態にして、I/O ポリシーを複数のプライマリパスへの負荷分散
に変更した効果を確認することができます。
# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdq interval=5 count=2
.
.
.
cpu usage = 14403us per cpu memory = 32768b
OPERATIONS
KBYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdj
2041
0
1021
0
0.396670
0.000000
sdk
1894
0
947
0
0.391763
0.000000
sdl
2008
0
1004
0
0.393426
0.000000
sdm
2054
0
1027
0
0.402142
0.000000
sdn
2171
0
1086
0
0.390424
0.000000
sdo
2095
0
1048
0
0.391221
0.000000
sdp
2073
0
1036
0
0.390927
0.000000
sdq
2042
0
1021
0
0.392752
0.000000

次のコマンドを入力すると、エンクロージャを single active I/O ポリシーに戻すことがで
きます。
# vxdmpadm setattr enclosure ENC0 iopolicy=singleactive

次に dd コマンドを使って、ボリュームからの入力作業負荷を適用します。

パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の無効化
パス、HBA コントローラ、アレイポートを介した I/O を無効にすると、DMP は、指定したパ
スを介して、または指定のコントローラまたはアレイポートに接続したパスを介して I/O 要
求を発行できなくなります。それらのパスから発行された保留中の I/O 要求が完了するま
で、コマンドはブロックされます。要求が終了するまで、ブロックされます。
メモ: VxVM のリリース 5.0 からは、この操作は、クラスタ共有ディスクグループが設定さ
れているディスクアレイへのアクセスに使われているコントローラでサポートされます。
パスに対する I/O を無効にするには、次のコマンドを使います。
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# vxdmpadm [-c|-f] disable path=path_name

HBA コントローラに接続したパスに対する I/O を無効にするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdmpadm [-c|-f] disable ctlr=ctlr_name

アレイポートに接続したパスに対する I/O を無効にするには、次のいずれかのコマンドを
使います。
# vxdmpadm [-c|-f] disable enclosure=enclr_name portid=array_port_ID
# vxdmpadm [-c|-f] disable pwwn=array_port_WWN

ここで、アレイポートは、エンクロージャ名とアレイポート ID で指定することも、アレイポー
トの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。
次に、アレイポートで I/O を無効にするコマンドの使用例を示します。
# vxdmpadm disable enclosure=HDS9500V0 portid=1A
# vxdmpadm disable pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

-c オプションを使うと、ディスクへの有効なパスが 1 つだけであるかどうかを確認できま
す。この場合、-f オプションを使ってそのパスを強制的に無効にしない限りは、disable
コマンドの実行はエラーになり、エラーメッセージが表示されます。
disable 操作が単一のパスを介してルートディスクに接続されたコントローラに対して発

行され、代替パス上に設定されたルートディスクミラーがない場合、その操作は失敗しま
す。そのようなミラーが存在する場合は、コマンドは成功します。

パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の有効化
コントローラを有効にすると、以前に無効にされたパス、HBA コントローラ、アレイポートで
I/O を再び受け入れられるようになります。この操作は、パス、コントローラ、アレイポート
がホストにアクセス可能であり、このホスト上で I/O を実行できる場合にのみ成功します。
アクティブ/パッシブディスクアレイを接続している場合に、enable 操作を行うと、プライマ
リパスに対する I/O のフェールバックが実行されます。同様にして、以前に切断されたシ
ステムボード上のコントローラに対する I/O を行うこともできるようになります。
メモ: VxVM のリリース 5.0 からは、この操作は、クラスタ共有ディスクグループが設定さ
れているディスクアレイへのアクセスに使われているコントローラでサポートされます。
パスに対する I/O を有効にするには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm enable path=path_name
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HBA コントローラに接続したパスに対する I/O を有効にするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdmpadm enable ctlr=ctlr_name

アレイポートに接続したパスに対する I/O を有効にするには、次のいずれかのコマンドを
使います。
# vxdmpadm enable enclosure=enclr_name portid=array_port_ID
# vxdmpadm [-f] enable pwwn=array_port_WWN

ここで、アレイポートは、エンクロージャ名とアレイポート ID で指定することも、アレイポー
トの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。
次に、アレイポートで I/O を有効にするコマンドの使用例を示します。
# vxdmpadm enable enclosure=HDS9500V0 portid=1A
# vxdmpadm enable pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

ディスクコントローラファームウェアのアップグレード
システムの再ブートまたは VxVM ドライバのロード解除を行わずに、ディスクコントローラ
ファームウェアをアップグレードできます。
まず、ディスクドライブベンダーから適切なファームウェアアップグレードを入手します。通
常は、ベンダーのサポート Web サイトから、適切なファイルとマニュアルをダウンロードで
きます。
ディスクコントローラファームウェアをアップグレードするには

1

ディスクデバイスに関連付けされたプレックスを無効にします。
# /opt/VRTS/bin/vxplex -g diskgroup det plex

（この例では、1 つの HBA 上の 2 つのコントローラにわたってミラー化されているボ
リュームを使います。)

2

HBA の一方のコントローラを通じてすべてのディスクへの I/O を停止します。
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm disable ctlr=first_cntlr

HBA のもう一方のコントローラに対して、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm -f disable ctlr=second_cntlr

3

ディスクドライブベンダーから入手した手順を使って、コントローラが無効にされてい
るディスク上でファームウェアをアップグレードします。
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4

アップグレードの実行後、すべてのコントローラを再度有効にします。
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm enable ctlr=first_cntlr
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm enable ctlr=second_cntlr

5

デバイスに関連付けされたプレックスを再度有効にします。
# /opt/VRTS/bin/vxplex -g diskgroup att volume plex

このコマンドの実行は、ミラーセットのサイズに応じて時間がかかります。

エンクロージャ名の変更
vxdmpadm setattr コマンドを使って、既存のエンクロージャに意味のある名前を設定

することができます。例を次に示します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 name=GRP1

この例では、エンクロージャ名を enc0 から GRP1 に変更しています。
メモ: エンクロージャ名の接頭辞の長さは、最大 25 文字です。名前にアンダーバー（_）
を使うことはできません。
次のコマンドは、変更された名前を表示します。
# vxdmpadm listenclosure all
ENCLR_NAME
ENCLR_TYPE
ENCLR_SNO
STATUS
============================================================
other0
OTHER
OTHER_DISKS
CONNECTED
jbod0
X1
X1_DISKS
CONNECTED
GRP1
ACME
60020f20000001a90000
CONNECTED

I/O エラーに対する応答の設定
指定したエンクロージャ、ディスクアレイ名、またはアレイタイプへのパスでエラーの発生
した I/O 要求に対して DMP がどのように応答するかを設定できます。デフォルトでは、
DMP は、エラーになった I/O 要求を単一のパスに対し最大 5 回再試行する設定になっ
ています。
エンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 要求エラー時の
処理に対する現在の設定を表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使います。
p.200 の 「リカバリオプション値の表示」 を参照してください。
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DMP がパス上で I/O 要求の送信を再試行する回数について制限を設定するには、次
のコマンドを使います。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption=fixedretry retrycount=n
retrycount に対する引数の値には、DMP が別の利用可能なパスで I/O 要求を再度

スケジュール設定するまで、またはすべての要求を失敗するまでに再試行する回数を指
定します。
次のバージョンのコマンドを実行すると、固定した試行回数を指定する代わりに、DMP が
パス上で I/O 要求を再試行できる期間を指定できます。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption=timebound iotimeout=seconds
iotimeout に対する引数の値には、DMP が別の使用可能なパスで要求を再度スケ

ジュール設定するか、I/O 要求をすべて失敗する前に、未処理の I/O 要求が成功する
のを待機する秒数を指定します。効果的な再試行回数は、1 回の再試行にかかる時間
の和で iotimeout を割った値になります。次の再試行を行えば経過時間が指定した期
限を超えると予想した場合、DMP はこの期限が来る前に I/O 要求の送信の再試行を中
止します。
iotimeout のデフォルト値は、10 秒です。Oracle などの一部のアプリケーションでは、
iotimeout をもっと大きい値（60 秒など）に設定する方が望ましい場合があります。

メモ: fixedretry 設定と timebound 設定は相互に排他的です。
次の例では、エンクロージャ enc0 に対するリカバリを期限付きで設定し、iotimeout の
値を 60 秒に設定します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=timebound ¥
iotimeout=60

次の例では、すべてのアクティブ/アクティブアレイへのパスに対して固定再試行限度を
10 回に設定します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=fixedretry ¥
retrycount=10
recoveryoption=default を指定すると、DMP を recoveryoption=fixedretry
retrycount=5 に対応するデフォルト設定にリセットします。次に例を示します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=default
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上記のコマンドを実行すると、 I/O 調整がデフォルト設定されるという影響もあります。
p.199 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。
メモ: I/O エラーへの応答の設定はシステムの再ブート後にも保持されます。

I/O 調整機構の設定
デフォルトでは、DMP はすべてのパスの I/O 調整がオフになるように設定されます。エ
ンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 調整の現在の設定
を表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使います。
p.200 の 「リカバリオプション値の表示」 を参照してください。
I/O 調整を有効にすると、統計情報収集デーモンのアクティビティのために、CPU とメモ
リに対して少しのオーバーヘッドがかかります。I/O 調整を無効にすると、デーモンは統
計情報を収集せず、I/O 調整が再度有効になるまで活動なしのままになります。
I/O 調整をオフにするには、vxdmpadm setattr コマンドを次の形式で使います。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption=nothrottle

次の例は、エンクロージャ enc0 へのパスに対して I/O 調整を無効にする方法を示しま
す。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=nothrottle
vxdmpadm setattr コマンドを使うと、指定したエンクロージャ、ディスクアレイ名、アレイ

タイプへのパスで I/O 調整を有効にできます。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type}¥
recoveryoption=throttle {iotimeout=seconds|queuedepth=n}
iotimeout 属性が指定されている場合、その引数は、DMP がそのパス上の I/O 調整を

呼び出すまでに未処理の I/O 要求の成功を待機する時間を秒単位で指定します。
iotimeout のデフォルト値は、10 秒です。iotimeout をもっと大きい値に設定すると、
I/O 調整が呼び出される前に、潜在的に SCSI ドライバ内でより多くの I/O要求がキュー
に入れられる原因になります。
queuedepth 属性が指定されている場合、その引数は、DMP が I/O 調整を呼び出すま

でに、パスで未処理にしておける I/O 要求の数を指定します。queuedepth のデフォル
ト値は 20 です。queuedepth にこれより大きい値を設定すると、I/O 調整が呼び出される
までに、SCSI ドライバでより多くの I/O 要求をキューに入れることができます。
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メモ: iotimeout 属性と queuedepth 属性は相互に排他的です。
たとえば次の例では、エンクロージャ enc0 に対して、iotimeout の値を 60 秒に設定し
ます。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=throttle ¥
iotimeout=60

次のコマンドは、すべてのアクティブ/アクティブアレイへのパスに対して、queuedepth
の値を 30 に設定します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=throttle ¥
queuedepth=30

I/O 調整をデフォルト設定にリセットするには、次のように recoveryoption=default を
指定します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=default

上記のコマンドは、recoveryoption=nothrottle に対応するデフォルトの動作を設定
します。上記のコマンドは、I/O エラーに対する応答のデフォルト動作も設定します。
p.197 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。
メモ: I/O 調整設定はシステムの再ブート後にも保持されます。

リカバリオプション値の表示
エンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 要求エラー時の
処理に対する現在の設定を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm getattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption

次の例では、vxdmpadm getattr コマンドを使って、エンクロージャで設定された
recoveryoption オプション値を表示します。
# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 recoveryoption
ENCLR-NAME
RECOVERY-OPTION DEFAULT[VAL]
CURRENT[VAL]
===============================================================
HDS9500-ALUA0 Throttle
Nothrottle[0] Queuedepth[60]
HDS9500-ALUA0 Error-Retry
Fixed-Retry[5] Timebound[20]

これは、デフォルトと現在のポリシーオプションとその値を示します。
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表 3-1 に、エラー後の I/O 再試行に関するリカバリオプションの設定の概略を示します。
表 3-1

エラー後の I/O 再試行に関するリカバリオプション

リカバリオプション

使用可能な設定

説明

recoveryoption=fixedretry

Fixed-Retry (retrycount)

I/O がエラーになった場合、
DMP はエラーとなった I/O 要
求を指定回数再試行します。

recoveryoption=timebound

Timebound (iotimeout)

I/O がエラーになった場合、
DMP はエラーとなった I/O 要
求を指定時間（秒単位）再試行
します。

表 3-2 に、I/O 調整に関するリカバリオプションの設定の概略を示します。
表 3-2

I/O 調整に関するリカバリオプション

リカバリオプション

使用可能な設定

説明

recoveryoption=nothrottle

なし

I/O 調整は使われません。

recoveryoption=throttle

Queuedepth (queuedepth)

キューに入れられた I/O 要求数
が指定数を超えた場合、DMP
はパスを調整します。

recoveryoption=throttle

Timebound (iotimeout)

指定時間（秒単位）以内に I/O
要求が戻らない場合、DMP は
パスを調整します。

DMP パスリストアポリシーの設定
DMP は、指定した時間間隔に基づきパスの状態を監視するカーネルスレッドを保守しま
す。パスに対して実行される分析の種類は、設定されたチェックポリシーに応じて変わり
ます。
メモ: DMP パスリストアスレッドでは、vxdmpadm disable を使って無効にしたコントロー
ラを介するパスに対する無効化の状態は変更されません。
次のいずれかのリストアポリシーを設定するには、vxdmpadm start restore コマンド
を使います。
■ check_all
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パスリストアスレッドは、システム上のすべてのパスを分析し、オンライン状態に戻って
いるパスを有効にするとともに、アクセスできないパスを無効にします。このポリシーを
設定するコマンドは、次のとおりです。
# vxdmpadm start restore [interval=seconds] policy=check_all
■ check_alternate

パスリストアスレッドは、オンラインに戻っているパスを有効にするとともに、少なくとも
1 つの代替パスが正常であるかどうかをチェックします。この条件が満たされない場合
は、通知が生成されます。このポリシーを使うと、正常なすべてのパスで inquiry コマ
ンドを実行する必要がないため、使用可能なパスが多数存在する場合には、
check_all に比べて無駄が少なくなります。各 DMP ノードのパスが 2 つのみの場
合、このポリシーは check_all と同じです。このポリシーを設定するコマンドは、次の
とおりです。
# vxdmpadm start restore [interval=seconds] ¥
policy=check_alternate
■ check_disabled

デフォルトのパスリストアポリシーです。パスリストアスレッドは、ハードウェアの故障が
原因で以前に無効にされたパスの状態をチェックし、オンライン状態に戻っている場
合はそれらのパスを再び有効にします。このポリシーを設定するコマンドは、次のとお
りです。
# vxdmpadm start restore [interval=seconds] ¥
policy=check_disabled
■ check_periodic

パスリストアスレッドは、特定のサイクル数ごとに 1 回 check_all を実行し、残りのサ
イクルで check_disabled を実行します。使用可能なパスが多数存在する場合にこ
のポリシーを使うと、check_all の実行に伴って周期的に処理速度が低下すること
があります。このポリシーを設定するコマンドは、次のとおりです。
# vxdmpadm start restore interval=seconds ¥
policy=check_periodic [period=number]

このポリシーを使う場合は、interval 属性を指定する必要があります。check_all
ポリシーの実行間隔のデフォルト値は 10 サイクルです。
interval 属性値には、パスリストアスレッドがパスを調べる頻度を指定します。たとえば、
パスリストアスレッドを停止して次のコマンドを実行すると、ポーリング間隔が 400 秒に設
定されます。
# vxdmpadm start restore interval=400
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5.0MP3 リリースからは、vxdmpadm settune コマンドでもリストアポリシー、リストア間隔、
リストア期間を変更できます。このコマンドを実行すると、これらの引数の値は DMP チュー
ニングパラメータとして保存されるので、設定は再ブート後も保持されます。現在の設定
を表示するには、vxdmpadm gettune を使います。
p.552 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。
パスリストアスレッドを停止してから、新しい属性でそのスレッドを再起動することもできま
す。
p.203 の 「DMP パスリストアスレッドの停止」 を参照してください。
ポリシーまたは間隔を指定せずに vxdmpadm start restore コマンドを実行すると、パ
スリストアスレッドは、以前管理者が vxdmpadm settune コマンドを使って設定したポリ
シーと間隔の永続的な設定で起動します。管理者がポリシーまたは間隔を設定していな
い場合は、システムのデフォルト値が使われます。システムのデフォルトリストアポリシー
は、check_disabled です。システムのデフォルト間隔は 300 秒です。
警告: システムのデフォルト値よりも短い間隔を指定すると、システムパフォーマンスに悪
影響を与える可能性があります。

DMP パスリストアスレッドの停止
DMP パスリストアスレッドを停止するには次のコマンドを使います。
# vxdmpadm stop restore

警告: パスリストアスレッドを停止すると、自動パスフェールバックは停止します。

DMP パスリストアスレッドの状態の表示
自動パスリストアカーネルスレッドの状態、ポーリング間隔、パスの状態のチェックに使う
ポリシーを表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm stat restored

このコマンドの出力は次のようになります。
The number of daemons running : 1
The interval of daemon: 300
The policy of daemon: check_disabled
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DMP エラー処理スレッドに関する情報の表示
DMP エラーを処理するカーネルスレッドに関する情報を表示するには、次のコマンドを
使います。
# vxdmpadm stat errord

1 つのデーモンが実行中と表示されます。

アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定
アレイポリシーモジュール（APM）は、動的にロード可能なカーネルモジュールで、アレイ
ベンダーによって提供される場合があります。APM は次の手順を定義します。
■

アレイ内のディスクへの複数のパスが有効な場合に I/O パスを選択する。

■

パスフェールオーバー機構を選択する。

■

パスに障害が発生した場合の代替パスを選択する。

■

パスの変更を有効にする。

■

SCSI 予約または予約解除要求に応答する。

DMP には、アレイを登録する際、これらの機能のデフォルトが設定されています。APM
では、DMP または APM ベンダーによって提供される既存の設定値の一部または全部
を変更できます。
次のコマンドを使って、システムに設定されたすべての APM を表示することができます。
# vxdmpadm listapm all

このコマンドの出力には各モジュールのファイル名、サポートされるアレイタイプ、APM
名、APM のバージョン、モジュールが現在ロードされ使われているかどうかが含まれま
す。各モジュールの詳細情報を確認するには、モジュール名をコマンドの引数として指
定します。
# vxdmpadm listapm module_name

APM を追加および設定するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -a cfgapm module_name [attr1=value1 ¥
[attr2=value2 ...]]

オプションの設定属性およびその値は、各アレイの APM に特有のものです。詳しくは、
アレイベンダーが提供するドキュメントを参照してください。
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メモ: デフォルトでは、DMP は最新の APM を使います。DMP で以前の APM のバージョ
ンを強制的に使うには、-a オプションの代わりに -u オプションを指定します。APM の最
新バージョンが使用中でなければ、以前のバージョンに切り替わります。
-r オプションを指定すると、現在ロードされていない APM を削除することができます。
# vxdmpadm -r cfgapm module_name
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。
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4
ディスクグループの作成と
管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクグループについて

■

ディスク情報の表示

■

ディスクグループの作成

■

ディスクグループへのディスクの追加

■

ディスクグループからのディスクの削除

■

ディスクグループのデポート

■

ディスクグループのインポート

■

複製した識別子を持つクローンディスクの扱い方

■

ディスクグループ名の変更

■

ディスクグループ間のディスク移動

■

システム間のディスクグループ移動

■

競合する設定コピーの扱い方

■

ディスクグループの内容の再編成

■

ディスクグループの無効化

■

ディスクグループの破棄

■

ディスクグループのアップグレード
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■

VxVM の設定デーモンの管理

■

ディスクグループ設定データのバックアップとリストア

■

vxnotify による設定の変更の監視

ディスクグループについて
ディスクグループはディスクの集合に名前を付けたものであり、共通の設定情報を共有し
ます。ボリュームはディスクグループ内で作成され、そのディスクグループ内のディスクの
みを使います。
4.0 より前の Veritas Volume Manager（VxVM）のリリースでは、システムに VxVM をイ
ンストールすると、デフォルトのディスクグループ rootdg が設定され、このディスクグルー
プには少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。デフォルトでは、各操作は
rootdg ディスクグループに対して実行されていました。リリース 4.0 以降では、ディスクグ
ループが 1 つも設定されていない状態でも VxVM は正常に機能します。最初のディス
クを VxVM の制御下に置くまでは、ディスクグループを設定する必要はありません。ディ
スクグループに rootdg という名前を付ける必要はなく、rootdg という名前をディスクグ
ループに付けた場合でも、この名前が原因で特殊なプロパティを設定されることはありま
せん。
p.209 の 「コマンドに対するディスクグループの仕様」 を参照してください。
メモ: 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。
また、VxVM 4.0 より前のリリースでは、インポートされたすべてのディスクグループの中
のすべてのディスクグループ内でオブジェクト名が重複しないように定義されている場合
は、vxdisk などのコマンドではディスクグループを推測していました。4.0 以上のリリース
では、どのコマンドを使っても、この方法でディスクグループの名前を解決することはでき
ません。
Veritas Volume Manager のCDS（Cross-platform Data Sharing）機能を使うと、異な
るオペレーティングシステムが稼動するマシン間で VxVM のディスクやオブジェクトを移
動できます。ディスクグループは CDS と互換性を持つように作成されます。
『Veritas Storage Foundation Cross-platform Data Sharing 管理者ガイド』を参照し
てください。
システム管理者は、追加のディスクグループを作成して、システムのディスクを目的ごとに
分類することができます。システム内に大量のディスクが存在する場合を除き、通常は 1
つのシステムで複数のディスクグループを使う必要はありません。ディスクの初期化、予
約およびディスクグループへの追加は任意の時点で実行できます。ディスクは、VxVM
オブジェクトの作成に必要になるまでディスクグループに追加する必要はありません。
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ディスクをディスクグループに追加すると、ディスクに名前が設定されます（mydg02 など）。
この名前によって、ボリュームの作成やミラーといった操作の対象となるディスクが識別さ
れます。この名前は、下位の物理ディスクにも直接関連付けられます。物理ディスクを別
のターゲットアドレスまたは別のコントローラに移動しても、ディスク名 mydg02 は引き続き
その物理ディスクを参照します。ディスクを交換するには、まず、交換するディスクの名前
を別の物理ディスクに関連付け、もとのディスクに格納されていたすべてのボリュームデー
タを（ミラーまたはバックアップコピーから）修復します。
ディスクグループのサイズが大きいと、VxVM オブジェクトによってプライベートリージョン
が一杯になることがあります。ディスクグループに数百以上のディスクや VxVM オブジェ
クトが含まれる場合は、ディスクのプライベートリージョンを大きめに設定してください。プ
ライベートリージョンの大部分は、ディスクグループの設定データベース用の領域として
使われます。この設定データベースには、ディスクグループ内の各 VxVM オブジェクトの
レコードが格納されます。1 件の設定レコードが占有する領域は約 256 バイトであるた
め、ディスクグループ内に作成できるレコード数は設定データベースのコピーサイズから
概算できます。コピーサイズ（ブロック数）は、vxdg list diskgroup コマンドの出力か
ら取得できます。「config:」で始まる行の permlen パラメータの値として表示されます。
この値は、ディスクグループの設定データベースの全コピーに対する len の最小値で
す。設定データベース内に残っている空き領域の量は、free パラメータの値として表示
されます。
p.212 の 「ディスク情報の表示」 を参照してください。
空き領域不足の問題を解決する 1 つの方法は、関係するディスクグループを 2 つの別々
のディスクグループに分割することです。
p.241 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
p.260 の 「ディスクグループ設定データのバックアップとリストア」 を参照してください。

コマンドに対するディスクグループの仕様
多くの VxVM コマンドでは、-g オプションを使ってディスクグループを指定できます。た
とえば、ディスクグループ mktdg 内に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 mktdg make mktvol 5g

このボリュームに対応するブロック型特殊デバイスは、/dev/vx/dsk/mktdg/mktvol で
す。

システム全体で予約済みのディスクグループ名
次のディスクグループ名は予約済みであるため、新しく作成するディスクグループの名前
として使うことはできません。
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bootdg

ブートディスクグループを示します。これは、システムのブートに使うボリュー
ムが含まれるディスクグループのエイリアスです。ルートディスクが制御下に
入ると、VxVM は該当するディスクグループを bootdg に設定します。それ
以外の場合、bootdg は nodg（ディスクグループなし）に設定されます。

defaultdg

デフォルトのディスクグループを示します。これは、コマンドに -g オプション
が指定されていない場合または VXVM_DEFAULTDG 環境変数が定義され
ていない場合に使うディスクグループ名のエイリアスです。デフォルトでは、
defaultdg は nodg（ディスクグループなし）に設定されます。

nodg

操作に対してディスクグループが定義されていないことを示します。たとえ
ば、ルートディスクが VxVM の制御下にない場合、bootdg は nodg に設
定されます。

警告: bootdg に割り当てられた値は変更しないでください。変更すると、システムが起動
しなくなる場合があります。
システムをアップグレードした後でも、デフォルトのディスクグループ（defaultdg）として
rootdg という名前のディスクグループを設定すると便利な場合があります。defaultdg
と bootdg が同じディスクグループを参照する必要はなく、デフォルトのディスクグループ
またはブートディスクグループのどちらかに rootdg という名前を付ける必要もありませ
ん。

デフォルトのディスクグループの名前の付け方
-g オプションを使える VxVM コマンドには、このオプションを使ってディスクグループを

指定することをお勧めします。ディスクグループを指定しない場合、VxVM は次のような
ルールを順に適用してディスクグループの名前を決定します。
■

環境変数 VXVM_DEFAULTDG で指定されたデフォルトのディスクグループ名を使いま
す。この変数を、システム全体で予約済みのディスクグループ名、bootdg、
defaultdg、nodg のいずれかに設定することもできます。この変数が定義されてい
ない場合には、次のルールが適用されます。

■

システム全体でデフォルトのディスクグループのエイリアスである defaultdg に割り
当てられたディスクグループを使います。このエイリアスが設定されていない場合に
は、次のルールが適用されます。
p.211 の 「システム全体のデフォルトのディスクグループの表示と指定」 を参照してく
ださい。

■

ディスクアクセスレコードの編集操作など、ディスクグループ名が不明でも操作を実行
できる場合は、そのまま操作を実行します。

前述のルールが 1 つも該当しない場合、要求した操作は実行できません。
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警告: VxVM 4.0 より前のリリースでは、あるコマンドの操作対象となっているオブジェクト
名を検索して、そのディスクグループを推測するコマンド群がありました。4.0 以上ではこ
の機能はサポートされません。オブジェクト名からディスクグループを推測することを期待
しているスクリプトを実行すると、失敗することがあります。

システム全体のブートディスクグループの表示
現在定義されているシステム全体のブートディスクグループを表示するには、次のコマン
ドを入力します。
# vxdg bootdg
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

システム全体のデフォルトのディスクグループの表示と指定
現在定義されているシステム全体のデフォルトのディスクグループを表示するには、次の
コマンドを入力します。
#

vxdg defaultdg

デフォルトのディスクグループが定義されていない場合は、nodg と表示されます。また、
次のコマンドを使ってデフォルトのディスクグループを表示することもできます。
# vxprint -Gng defaultdg 2>/dev/null

この場合には、デフォルトのディスクグループが定義されていないと、何も表示されませ
ん。
defaultdg によってエイリアスが設定されているディスクグループの名前を指定するに

は、次のコマンドを使います。
# vxdctl defaultdg diskgroup

このコマンドの引数として bootdg を指定すると、デフォルトのディスクグループは現在定
義されているシステム全体のブートディスクグループと同じディスクグループに設定され
ます。
vxdctl defaultdg コマンドの引数として nodg を指定すると、デフォルトのディスクグ

ループは未定義になります。
指定したディスクグループが、すでにシステム上に存在している必要はありません。
vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。
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ディスク情報の表示
既存のディスクグループに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg list
NAME
STATE
rootdg enabled
newdg
enabled

ID
730344554.1025.tweety
731118794.1213.tweety

特定のディスクグループについて、より詳細な情報を表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg list diskgroup

このコマンドの出力は、次のようになります。
Group: mydg
dgid: 962910960.1025.bass
import-id: 0.1
flags:
version: 140
local-activation: read-write
alignment: 512 (bytes)
ssb: on
detach-policy: local
copies: nconfig=default nlog=default
config: seqno=0.1183 permlen=3448 free=3428 templen=12 loglen=522
config disk sda copy 1 len=3448 state=clean online
config disk sdb copy 1 len=3448 state=clean online
log disk sdc copy 1 len=522
log disk sdd copy 1 len=522

この例では、管理者がブートディスクグループ名を rootdg としています。
特定のディスクに（たとえば、ディスクグループをインポートするため）関連付けられている
ディスクグループ ID およびディスクグループ名を確認するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdisk -s list devicename

このコマンドの出力には、指定したディスクに関する次の情報が表示されます。たとえば、
ディスク sdc に対する出力は次のようになります。
Disk: sdc
type:
simple
flags: online ready private autoconfig autoimport imported
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diskid:
dgname:
dgid:
hostid:
info:

963504891.1070.bass
newdg
963504895.1075.bass
bass
privoffset=128

ディスクグループの空き領域の表示
ボリュームおよびファイルシステムをシステムに追加する前に、必要な空きディスク領域が
存在することを確認します。
システムの空き領域を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg free

出力例を次に示します。
GROUP
mydg
mydg
newdg
newdg
oradg

DISK
mydg01
mydg02
znewdg01
newdg02
oradg01

DEVICE
sda
sdb
sdc
sdd
sde

TAG
sda
sdb
sdc
sdd
sde

OFFSET
0
0
0
0
0

LENGTH
4444228
4443310
4443310
4443310
4443310

FLAGS
-

ディスクグループの空き領域を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg -g diskgroup free

ここで、-g diskgroup は、ディスクグループを指定するオプションです。
たとえば、ディスクグループ mydg の空き領域を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg -g mydg free

次の出力例では、空き領域の長さがセクタ単位で示されています。
DISK
DEVICE
mydg01 sda
mydg02 sdb

TAG
sda
sdb

OFFSET
0
0

LENGTH
4444228
4443310

FLAGS
-

ディスクグループの作成
特定のアプリケーションセットまたは特定のユーザーグループに関連するデータに、別の
システムからアクセスできるようにする必要が生じることがあります。たとえば、次のような
場合です。
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■

システムに障害が発生し、そのシステムのデータを他のシステムに移動する必要があ
る場合。

■

作業負荷を多数のシステムに分散する必要がある場合。

ディスクを VxVM のボリュームに使うには、そのディスクを 1 つ以上のディスクグループ
に配置しておく必要があります。特定のアプリケーションまたはユーザーに関連するデー
タを、識別可能な一連のディスクに配置することが重要です。これにより、ディスクの移動
が必要になった場合に、移動する必要のあるアプリケーションまたはユーザーに関する
データのみを移動することが可能になります。
ディスクグループには、少なくとも 1 つのディスクが関連付けられている必要があります。
vxdiskadm コマンドのメインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or
initialize one or more disks）］ を選択してディスクを VxVM の制御に追加する
と、新しいディスクグループを作成できます。ディスクグループに追加するディスクは、既
存のディスクグループに所属していないディスクである必要があります。
また、vxdiskadd コマンドを使って新規ディスクグループを作成することもできます。
# vxdiskadd sdd

ここで、sdd は現在ディスクグループに割り当てられていないディスクのデバイス名です。
コマンドダイアログは、vxdiskadm コマンドを実行した場合と同じです。
p.103 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。
vxdg init コマンドを使ってディスクグループを作成することもできます。
# vxdg init diskgroup [cds=on|off] diskname=devicename

たとえば、デバイス sdc 上に mktdg という名前のディスクグループを作成するには、次の
コマンドを使います。
# vxdg init mktdg mktdg01=sdc

デバイス名 sdc で指定するディスクは、vxdiskadd または vxdiskadm を使って事前に
初期化され、かつ現在ディスクグループに所属していないディスクである必要があります。
vxdg init コマンドとともに cds 属性を使って、新しいディスクグループが CDS

（Cross-platform Data Sharing）機能と互換性があるかどうかを確認できます。Veritas
Volume Manager 4.0 以降のリリースでは、新規に作成されたディスクグループはデフォ
ルトで CDS と互換性があります（cds=on の指定と同等）。この設定を変更する場合、ファ
イル /etc/default/vxdg を編集し、新規ディスクグループを作成する前にこのファイル
内で属性値を cds=off に設定してください。
この属性は、次のコマンドを使ってディスクグループに対して設定することもできます。
# vxdg -g diskgroup set cds=on|off
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ディスクグループへのディスクの追加
既存のディスクグループにディスクを追加するには、vxdiskadm コマンドのメインメニュー
から［1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or initialize one or more disks）］
を選択します。
また、vxdiskadd コマンドを使ってディスクグループにディスクを追加することもできます。
次に例を示します。
# vxdiskadd sde

ここで、sde は現在ディスクグループに割り当てられていないディスクのデバイス名です。
コマンドダイアログは、vxdiskadm コマンドを実行した場合と同じです。
p.103 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。

ディスクグループからのディスクの削除
ディスクグループから最後のディスクを削除する前に、ディスクグループを無効にする必
要があります。
p.254 の 「ディスクグループの無効化」 を参照してください。
ディスクグループを無効にする代わりに、ディスクグループを破棄することができます。
p.254 の 「ディスクグループの破棄」 を参照してください。
サブディスクが含まれていないディスクは、このコマンドを使って、所属するディスクグルー
プから削除することができます。
# vxdg [-g diskgroup ] rmdisk diskname

たとえば、ディスクグループの mydg から mydg02 を削除するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdg -g mydg rmdisk mydg02

削除しようとしたディスクにサブディスクがある場合は、次のエラーメッセージが表示され
ます。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-552 Disk diskname is used by one or more
subdisks
Use -k to remove device assignment.
-k オプションを使うと、サブディスクが存在する場合でもディスクを削除できます。
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。
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警告: vxdg の -k オプションを使うと、データが失われることがあります。
所属するディスクグループから削除したディスクに対して（オプションで）次のコマンドを実
行すると、VxVM の制御下から完全に削除することができます。
# vxdiskunsetup devicename

たとえば、VxVM 制御下からディスク sdc を削除するには、次のコマンドを使います。
# vxdiskunsetup sdc

ボリュームのサブディスクが定義されているディスクを削除することができます。たとえば、
1 つのディスク上にすべてのボリュームを統合することができます。vxdiskadm を使って
ディスクを削除する場合は、そのディスク上のボリュームを他のディスクに移動するよう選
択することができます。そのためには、vxdiskadm を実行して、メインメニューから［ディス
クの削除（Remove a disk）］ を選択します。
ディスクがボリュームで使われている場合は、次のメッセージが表示されます。
VxVM ERROR V-5-2-369 The following volumes currently use part of
disk mydg02:
home usrvol
Volumes must be moved from mydg02 before it can be removed.
Move volumes to other disks? [y,n,q,?] (default: n)

y を選択した場合は、可能であれば、すべてのボリュームがディスクから移動されます。

移動できないボリュームもあります。ボリュームを移動できない最も一般的な理由は、次の
とおりです。
■

残りのディスクに十分な領域が存在しない。

■

ボリューム上の既存のプレックスやストライプサブディスクから異なるディスク上に、プ
レックスまたはストライプサブディスクを割り当てることができない場合。

vxdiskadm で移動できないボリュームがある場合は、ディスク削除の操作を進める前に、

いくつかのディスクからプレックスを削除して空き領域を増やしてください。

ディスクグループのデポート
ディスクグループをデポートすると、システムによって現在アクセスが有効化（インポート）
されているディスクグループへのアクセスを無効にできます。ディスクグループ内のディス
クを別のシステム上に移動する場合は、ディスクグループをデポートします。ディスクグ
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ループに残っているすべてのディスクを別の新しい目的に使う場合も、ディスクグループ
をデポートしてください。
ディスクグループをデポートするには、次の手順を実行します。

1

デポートするディスクグループに設定されているボリュームに対して行われる、アプ
リケーションの動作をすべて停止します。ボリューム上に設定されているファイルシ
ステムのマウントを解除し、データベースを停止します。
デポートは、対象のディスクグループに（たとえば、マウントされているファイルシステ
ムやデータベースが）使用中のボリュームが含まれている場合は失敗します。

2

次のコマンドを使い、ディスクグループ内のボリュームを停止します。
# vxvol -g diskgroup stopall

3

vxdiskadm のメインメニューから、［ディスクグループのデポート（Remove access to
（deport）a disk group）］を選択します。

4

次のプロンプトで、デポートするディスクグループの名前（この例では newdg）を入力
します。
Enter name of disk group [<group>,list,q,?] (default: list)
newdg

5

このディスクグループ内のディスクを削除する場合は、次のプロンプトで y を入力し
ます。
Disable (offline) the indicated disks? [y,n,q,?]

6

(default: n) y

次のプロンプトで、リターンキーを押して操作を続行します。
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

ディスクグループをデポートすると、vxdiskadm ユーティリティによって次のメッセー
ジが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-269 Removal of disk group newdg was
successful.

7

次のプロンプトで、他のディスクグループを無効にする（y）か、vxdiskadm メインメ
ニューに戻る（n）かを指定します。
Disable another disk group? [y,n,q,?] (default: n)

また、vxdg コマンドを使ってディスクグループをデポートすることもできます。
# vxdg deport diskgroup
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ディスクグループのインポート
ディスクグループをインポートすると、システムによるディスクグループへのアクセスが有
効にされます。あるシステムから別のシステムにディスクグループを移動するには、まずも
とのシステム上のディスクグループを無効化（デポート）し、そのディスクをシステム間で移
動して、ディスクグループを有効化（インポート）します。
ディスクグループをインポートするには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを使って、デポートしたディスクグループ内のディスクが online 状態で
あることを確認します。
# vxdisk -s list

2

vxdiskadm のメインメニューから、［ディスクグループのインポート（Enable access to
（import）a disk group）］を選択します。

3

次のプロンプトで、インポートするディスクグループの名前（この例では newdg）を入
力します。
Select disk group to import [<group>,list,q,?] (default: list)
newdg

ディスクグループのインポートが完了すると、vxdiskadm ユーティリティによって次の
メッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-374 The import of newdg was successful.

4

次のプロンプトで、他のディスクグループをインポートする（y）か、vxdiskadm メイン
メニューに戻る（n）かを指定します。
Select another disk group? [y,n,q,?] (default: n)

また、vxdg コマンドを使ってディスクグループをインポートすることもできます。
# vxdg import diskgroup

複製した識別子を持つクローンディスクの扱い方
dd または同様のコマンドを使ってディスクを複製するか、削除済みの LUN が以前使っ

ていた領域から新しい LUN を作成すれば、ハードウェアスナップショットまたはクローン
によるディスクのコピーを行えます。ディスク ID が重複する状態を避けるため、VxVM の
デフォルトの処理では、そのような方法で複製したディスクはインポートできないようになっ
ています。
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高度なディスクアレイには、VxVM の制御下にない既存のディスクのクローンを作成する
ためのハードウェアツールが用意されています。たとえば、ディスクグループ内にある既
存のディスクのハードウェアスナップショットまたはミラーとして、ディスクが作成されている
ことがあります。この結果、VxVM プライベートリージョンもクローンディスク上に複製され
ます。その後、もとのディスクを含んだディスクグループがインポートされると、VxVM は、
プライベートリージョンに定義されているディスク識別子と同じ識別子を持つディスクを複
数検出します。5.0 より前のリリースでは、VxVM は、どれがもとのディスクであったかを判
断できない場合、このようなディスクをディスクグループへインポートしません。複製した
ディスクをインポートするには、あらかじめこれらのディスクを再初期化する必要がありま
す。
リリース5.0 からは、ディスクが初期化されるとき、またはディスクがディスクグループにイン
ポートされるときに、重複のないディスク識別子（UDID）がディスクのプライベートリージョ
ンに追加されます（この識別子がまだ存在しない場合）。ディスクがオンラインになると、
DDL（Device Discovery Layer）で把握している現在の UDID 値が、ディスクのプライ
ベートリージョンで設定されている UDID と比較されます。UDID 値が一致しない場合、
そのディスク上に udid_mismatch フラグが設定されます。このフラグは、vxdisk list
コマンドを使って確認できます。
このようなディスクを扱うために、vxdisk と vxdg の新しいコマンドが用意されており、
UDID の DDL 値をディスクのプライベートリージョンに書き込むか、ディスクにタグを付け
て、vxdg import コマンドに対してそのディスクがクローンディスクであることを指定しま
す。
次に、vxdisk list コマンドの出力例を示します。これは、ディスク sdg、sdh、sdi に
udid_mismatch フラグのマークが付いていることを示しています。
# vxdisk list
DEVICE
sda
sdb
.
.
.
sde
sdf
sdg
sdh
sdi

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
online

auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

-

-

online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online udid_mismatch

ディスクへの新しい UDID の書き込み
次のコマンドを使って、1 つ以上のディスクに対し重複のないディスク識別子（UDID）を
更新できます。
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# vxdisk [-f] [-g diskgroup ] updateudid disk ...

このコマンドは、DDL データベースに格納されている現在の UDID 値を使ってプライベー
トリージョンの値を訂正します。VxVM がディスクに対して udid_mismatch フラグを立て
ていない場合は、-f オプションを指定する必要があります。
たとえば、次のコマンドはディスク sdg と sdh の UDID を更新します。
# vxdisk updateudid sdg sdh

クローンディスクを含むディスクグループのインポート
デフォルトでは、udid_mismatch フラグまたは clone_disk フラグが設定されているディ
スクは、ディスクグループのすべてのディスクでこれらのフラグの少なくとも一方が設定さ
れ、ディスク間で UDID が重複していない場合を除き、vxdg import コマンドではイン
ポートされません。この例に示すように、vxdg import コマンドに -o useclonedev=on
オプションを指定すれば、クローンディスクをインポートできます。
# vxdg -o useclonedev=on [-o updateid] import mydg

このコマンド形式を実行すると、クローンディスクのみをインポートできます。クローン以外
のすべてのディスクはインポートされません。
ディスクに clone_disk フラグが設定されている場合は、以前にそのディスクが
udid_mismatch フラグを設定されてディスクグループにインポートされたことを示します。
-o updateid オプションを指定すると、新しい識別属性をディスクに書き込み、ディスク

に clone_disk フラグを設定できます（フラグの設定には、vxdisk set clone=on コマ
ンドも使えます）。ただし、1 つ以上のクローンディスクのコピーが複数存在する場合、イ
ンポートは失敗します。この場合、次のコマンドを使ってディスクグループ内のインポート
するすべてのディスクにタグを付けます。
# vxdisk [-g diskgroup ] settag tagname disk ...

ここで、tagname は最大 128 文字の文字列であり、スペースやタブは含められません。
たとえば次のコマンドは、my_tagged_disks というタグを、同時にインポートする複数の
ディスクに設定します。
# vxdisk settag my_tagged_disks sdg sdh

代わりに、クローンディスクの UDID を更新することもできます。
p.219 の 「ディスクへの新しい UDID の書き込み」 を参照してください。
どのディスクにタグが付いているかを調べるには、vxdisk listtag コマンドを使います。
# vxdisk listtag
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DANAME
sda
sdb
.
.
.
sde
sdf
sdg
sdh
sdi

DMNAME
mydg01
mydg02

mydg05
mydg06
mydg07
mydg08
mydg09

NAME
-

my_tagged_disks
my_tagged_disks
my_tagged_disks
my_tagged_disks
-

VALUE
-

-

VM ディスクのプライベートリージョン内の設定データベースには、ディスクグループ内の
オブジェクトに関する永続的な設定データ（メタデータ）が含まれます。このデータベース
は、ディスクグループのインポート時に VxVM によって参照されます。インポートするク
ローンディスクの少なくとも 1 つが、プライベートリージョン内に現在の設定データベース
のコピーを保持している必要があります。
次のコマンドを使うと、ディスクグループの配置ポリシーに関係なく、ディスクにメタデータ
のコピーを配置できます。
# vxdisk [-g diskgroup] set disk keepmeta=always

また、次のコマンドを使うと、ディスクグループ内の指定したタグを共有するすべてのディ
スクに設定データベースとカーネルログのコピーを配置できます。
# vxdg [-g diskgroup] set tagmeta=on tag=tagname nconfig=all ¥
nlog=all

ディスクグループ内でこの設定情報のコピーを保持しているディスクを確認するには、
vxdg listmeta コマンドを使います。
# vxdg [-q] listmeta diskgroup
-q オプションを指定すると、詳細な設定情報の表示を抑止できます。
vxdg import コマンドに対して -o useclonedev=on オプションの他にタグも指定すれ

ば、ディスクグループ内のタグの付いたディスクをインポートできます。
#

vxdg -o useclonedev=on -o tag=my_tagged_disks import mydg

ディスクグループ内のクローンディスク以外のディスクをすでにインポートしている場合は、
-n と -t オプションを使って、クローンディスクを含むディスクグループの一時的な名前を
指定できます。
# vxdg -t -n clonedg -o useclonedev=on -o tag=my_tagged_disks ¥
import mydg
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p.227 の 「ディスクグループ名の変更」 を参照してください。
ディスクからタグを削除するには、次の例に示すように、vxdisk rmtag コマンドを使いま
す。
#

vxdisk rmtag tag=my_tagged_disks sdh

vxdco（1M）マニュアルページと vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

クローンディスクに対する操作の例
ここでは、クローンディスクで使える操作の例について説明します。
p.222 の 「タグが設定されたディスクでの設定データベースコピーの有効化」 を参照して
ください。
p.223 の 「タグが設定されていないクローンディスクのインポート」 を参照してください。
p.225 の 「タグが設定されたクローンディスクのインポート」 を参照してください。

タグが設定されたディスクでの設定データベースコピーの有効化
この例では、次のコマンドを使って、日立 TagmaStore アレイ内の一部のディスクにタグ
が設定されています。
#
#
#
#

vxdisk
vxdisk
vxdisk
vxdisk

settag
settag
settag
settag

TagmaStore-USP0_28
TagmaStore-USP0_28
TagmaStore-USP0_24
TagmaStore-USP0_25

t1=v1
t2=v2
t2=v2
t1=v1

このタグは、vxdisk listtag コマンドを使って表示できます。
# vxdisk listtag
DEVICE
TagmaStore-USP0_24
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_28
TagmaStore-USP0_28

NAME
t2
t1
t1
t2

VALUE
v2
v1
v1
v2

次のコマンドを使って、設定データベースのコピーとカーネルログのコピーが、t1 のタグ
が設定されたディスクグループ mydg にあるすべてのディスクに対して確実に維持される
ようにします。
# vxdg -g mydg set tagmeta=on tag=t1 nconfig=all nlog=all

このようなメタデータが維持されているディスクは、次のコマンドを使って確認できます。
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# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_10
TagmaStore-USP0_24
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_26
TagmaStore-USP0_27
TagmaStore-USP0_28

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
mydg02
mydg03
mydg01

GROUP
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online tagmeta
online
online
online tagmeta

また、次のコマンドを使って、メタデータのコピーがディスクで確実に維持されるようにす
ることができます。
# vxdisk set TagmaStore-USP0_25 keepmeta=always
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_10
TagmaStore-USP0_22
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_24
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_28

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
mydg02
mydg03
mydg01

GROUP
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online
online
online keepmeta
online

タグが設定されていないクローンディスクのインポート
最初の例では、日立 TagmaStore アレイからのクローンディスク（シャドーイメージデバイ
ス）をインポートします。プライマリ（クローンではない）ディスク mydg01、mydg03、mydg03
はすでにインポートされていて、クローンディスクにタグは設定されていません。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
mydg02
mydg03
mydg01

GROUP
(mydg)
mydg
mydg
(mydg)
(mydg)
mydg

STATUS
online udid_mismatch
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online

クローンディスクをインポートするには、そのディスクに新しいディスクグループ名を割り当
て、その UDID を更新する必要があります。
# vxdg -n newdg -o useclonedev=on -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
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DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
mydg03
mydg02
mydg03
mydg02
mydg01
mydg01

GROUP
newdg
mydg
mydg
newdg
newdg
mydg

STATUS
online clone_disk
online
online
online clone_disk
online clone_disk
online

インポートされたクローンディスクの状態が online udid_mismatch から online
clone_disk に変更されました。
次の例では、クローンディスクもクローン以外のディスクもインポートされていません。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)

STATUS
online udid_mismatch
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online

クローンディスクのみを mydg ディスクグループにインポートするには、次のコマンドを使
います。
# vxdg -o useclonedev=on -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
GROUP
mydg03 mydg
(mydg)
(mydg)
mydg02 mydg
mydg01 mydg
(mydg)

STATUS
online clone_disk
online
online
online clone_disk
online clone_disk
online

次の例では、EMC Symmetrix DMX アレイからのクローンディスク（BCV デバイス）をイ
ンポートします。クローンディスク EMC0_27 をディスクグループから分割する前に、vxdisk
list コマンドではディスクが error udid_mismatch 状態にあることが表示されます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TYPE

DISK

GROUP

STATUS
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EMC0_1
EMC0_27

auto:cdsdisk EMC0_1
auto
-

mydg
-

online
error udid_mismatch

BCV デバイスの分割には、symmir コマンドを使います。
# /usr/symcli/bin/symmir -g mydg split DEV001
vxdisk scandisks コマンドを実行してディスクに関する VxVM 情報を更新したら、ク

ローンディスクは online udid_mismatch 状態になります。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TYPE
DISK
EMC0_1
auto:cdsdisk EMC0_1
EMC0_27
auto:cdsdisk -

GROUP
mydg
-

STATUS
online
online udid_mismatch

次のコマンドは、クローンディスクを新しいディスクグループ newdg にインポートし、ディス
クの UDID を更新します。
# vxdg -n newdg -o useclonedev=on -o updateid import mydg

このとき、クローンディスクの状態は online clone_disk と表示されます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TYPE
DISK
EMC0_1
auto:cdsdisk EMC0_1
EMC0_27
auto:cdsdisk EMC0_1

GROUP
mydg
newdg

STATUS
online
online clone_disk

タグが設定されたクローンディスクのインポート
この例では、EMC Symmetrix DMX アレイからのクローンディスク（BCV デバイス）をイン
ポートします。プライマリ（クローンではない）ディスク mydg01、mydg03、mydg03 はすでに
インポートされていて、タグ t1 が設定されたクローンディスクをインポートします。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
GROUP
mydg01 mydg
mydg02 mydg
(mydg)
(mydg)
mydg03 mydg
(mydg)

ディスクのタグは、次のように設定されています。

STATUS
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online
online udid_mismatch
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# vxdisk listtag
DEVICE
EMC0_4
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24
EMC0_24

NAME
t2
t1
t2
t1
t2
t1
t1
t2

VALUE
v2
v1
v2
v1
v2
v1
v1
v2

タグ t1 が設定されたクローンディスクをインポートするには、そのディスクに新しいディス
クグループ名を割り当て、その UDID を更新する必要があります。
# vxdg -n newdg -o useclonedev=on -o tag=t1 -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
GROUP
mydg01 mydg
mydg02 mydg
mydg03 newdg
(mydg)
mydg03 mydg
mydg01 newdg

STATUS
online
online
online clone_disk
online udid_mismatch
online
online clone_disk

クローンディスク EMC0_15 には、タグ t1 が設定されていないため、このディスクはイン
ポートされません。インポートされたクローンディスクの状態が online udid_mismatch
から online clone_disk に変更されました。
デフォルトでは、インポートされたクローンディスクの状態は、online clone_disk と表
示されます。これは、次のように vxdisk set コマンドを使って削除できます。
# vxdisk set EMC0_8 clone=off
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
GROUP
mydg01 mydg
mydg02 mydg
mydg03 newdg
(mydg)
mydg03 mydg
mydg01 newdg

STATUS
online
online
online
online udid_mismatch
online
online clone_disk

次の例では、クローンディスクもクローン以外のディスクもインポートされていません。
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# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)

STATUS
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online
online udid_mismatch

タグ t1 が設定されたクローンディスクのみを mydg ディスクグループにインポートするに
は、次のコマンドを使います。
# vxdg -o useclonedev=on -o tag=t1 -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
mydg03
mydg01

GROUP
(mydg)
(mydg)
mydg
(mydg)
(mydg)
mydg

STATUS
online
online
online clone_disk
online udid_mismatch
online
online clone_disk

前の例と同様に、クローンディスク EMC0_15 には、タグ t1 が設定されていないため、こ
のディスクはインポートされません。

ディスクグループ名の変更
ディスクグループの名前はシステム内で重複していないことが必要です。ターゲットシス
テムに同じ名前のディスクグループがすでに存在する場合は、ディスクグループをイン
ポートまたはデポートすることはできません。この問題を回避するために、VxVM ではイ
ンポートまたはデポートの際にディスクグループ名を変更することができます。
インポート時にディスクグループ名を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-t] -n newdg import diskgroup
-t オプションを指定すると、そのインポートは一時的なものとなり、再ブートすると無効に

なります。この場合には、もとのホストで設定したディスクグループ名は変更されずに残り
ますが、インポートするホスト側ではこのディスクグループは一時的に newdg で指定され
た名前として認識されます。-t オプションを指定しないと、名前の変更は永続的になりま
す。
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たとえば、次のコマンドを使うと、インポート時にディスクグループ mydg の名前が一時的
に mytempdg に変更されます。
# vxdg -t -n mytempdg import mydg

デポート時にディスクグループの名前を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-h hostname] -n newdg deport diskgroup

デポート時に名前を変更する場合は、-h hostname オプションを指定して、オフホストに
ロックを割り当てることができます。この操作により、オフホストの再ブート時に必ず当該
ディスクグループが自動的にインポートされます。
たとえば、次のコマンドを使うと、ディスクグループ mydg の名前が myexdg に変更され、
ホスト jingo にデポートされます。
# vxdg -h jingo -n myexdg deport mydg

ブートディスクグループの場合は、マウントされているディスクグループが使用中のボリュー
ム（/ など）が含まれているため、この方法で名前を変更することはできません。ブートディ
スクグループの名前を変更するには、まずルートディスクのミラー化およびカプセル化を
解除し、次に別のディスクグループで再度ミラー化およびカプセル化を実行する必要が
あります。このディスクグループが新しいブートディスクグループになります。
p.119 の 「ルータビリティ」 を参照してください。
bootdg ブートディスクグループを（ルートボリュームの修復作業などのため）あるホスト

から別のホストに一時的に移動し、また、作業後にもとに戻すには、次の手順を実行し
ます。

1

もとのホスト上で次のコマンドを実行し、インポートするディスクグループ bootdg の
ディスクグループ ID を確認します。
# vxdisk -g bootdg -s list
dgname: rootdg
dgid: 774226267.1025.tweety

この例では、管理者がブートディスクグループ名を rootdg としています。このディス
クグループの ID は 774226267.1025.tweety です。
この手順は、ブートディスクグループ内のすべてのディスクに両方のホストからアクセ
スできることを前提としています。

2

もとのホストを停止します。

第 4 章 ディスクグループの作成と管理
ディスクグループ間のディスク移動

3

インポート側のホスト上で次のコマンドを実行し、ディスクグループ rootdg のイン
ポートおよび名前の変更を行います。
# vxdg -tC -n newdg import diskgroup
-t オプションはインポート時に一時的なディスクグループ名を使うことを示し、-C オ

プションはインポートロックを解除することを示します。-n オプションは、インポートす
る rootdg に代替名を設定して、既存の rootdg と競合しないようにします。
diskgroup は、インポートするディスクグループのディスクグループ名またはディス
クグループ ID（例: 774226267.1025.tweety）を指定します。
この時点で再ブートまたはクラッシュが発生すると、一時的にインポートされたディス
クグループのインポートが解除され、再インポートが必要になります。

4

インポートしたディスクグループに対して必要な作業を完了したら、次のコマンドを実
行してデポートし、もとのホストに戻します。
# vxdg -h hostname deport diskgroup

ここで、hostname は、rootdg が返されるシステムの名前です（システム名は uname
-n コマンドで確認できます）。
このコマンドは、インポートしたディスクグループをインポート側のホストから削除し、
もとのホストにロックを返します。もとのホストは、次回の再ブート時に自動的にこの
ブートディスクグループをインポートします。

ディスクグループ間のディスク移動
ディスクをディスクグループ間で移動するには、ディスクをあるディスクグループから削除
して、そのディスクを他のディスクグループに追加します。たとえば、（salesdg04 という
ディスク名で接続されている）物理ディスク sdc を、ディスクグループ salesdg から移動
して、ディスクグループ mktdg に追加するには、次のコマンドを使います。
# vxdg -g salesdg rmdisk salesdg04
# vxdg -g mktdg adddisk mktdg02=sdc

警告: この手順では、ディスク上の設定情報もデータも保持されません。
また、vxdiskadm コマンドを使ってディスクを移動することもできます。メインメニューから
［ディスクの削除（Remove a disk）］を選択してから、［ディスクの追加または初期化（Add or
initialize a disk）］を選択します。
ディスクグループ間でディスクを移動するこの優先的な方法では、ディスク上に設定され
たボリュームなどの VxVM オブジェクトが保持されます。
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p.248 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。

システム間のディスクグループ移動
ディスクグループの重要な機能の 1 つとして、システム間での移動が可能であることが挙
げられます。あるシステムから別のシステムにディスクグループ内のすべてのディスクを移
動すると、移動先のシステムでそのディスクグループを使えるようになります。設定情報を
指定しなおす必要はありません。
システム間でディスクグループを移動するには、次の手順を実行します。

1

1 番目のシステム上で、ディスクグループ内のボリュームすべてを停止し、次のコマ
ンドを使ってディスクグループをデポート（ローカルアクセスを無効化）します。
# vxdg deport diskgroup

2

すべてのディスクを 2 番目のシステムに移動して、2 番目のシステムと VxVM に新
しいディスクを認識させるために必要な手順（システムに依存）を実行します。
場合によっては再ブートが必要です。システムを再起動すると vxconfigd デーモ
ンが再起動され、新しいディスクが認識されます。再ブートしない場合、VxVM が
ディスクを認識できるように、vxdctl enable コマンドを使って vxconfigd プログラ
ムを再起動します。
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3

次のコマンドを使って、2 番目のシステム上のディスクグループをインポート（ローカ
ルアクセスを有効化）します。
# vxdg import diskgroup

警告: ディスクグループ内のすべてのディスクを他のシステムに移動する必要があり
ます。すべてのディスクを移動しなかった場合、インポートは失敗します。

4

ディスクグループをインポートしたら、次のコマンドを使ってディスクグループ内のす
べてのボリュームを起動します。
# vxrecover -g diskgroup -sb

また、クラッシュしたシステムからディスクを移動することもできます。この場合には、
ディスクグループを 1 番目のシステムからデポートすることはできません。システムに
ディスクグループを作成またはインポートすると、そのディスクグループ内のすべて
のディスクにロックが書き込まれます。
警告: ロックの目的は、複数のシステムにインポートされたディスク（2 つのシステムに
よる同時アクセスが可能なディスク）が両方のシステムで同時に使われないようにす
ることです。2 つのシステムから同時に同じディスクにアクセスする場合は、VxVM
のクラスタ機能などのソフトウェアを使って管理する必要があります。ソフトウェアを使
わないと、ディスク上に保存されている設定情報が破壊され、ディスク上のデータが
使えなくなることがあります。

ディスクのインポート時に発生するエラーの処理
クラッシュしたシステムまたはディスクグループが見つからないシステムからディスクを移
動する場合は、ディスク上に保存されているロックを解除する必要があります。ロックが解
除されていない場合、次のエラーメッセージが返されます。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 disk group groupname: import failed:
Disk is in use by another host

次のメッセージは、ディスクグループに有効なディスクが含まれていないことを示していま
す（ディスクがまったく含まれていないことを示しているのではありません）。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group groupname: import failed:
No valid disk found containing disk group

設定コピー内のホスト ID と /etc/vx/volboot ファイルに格納されているホスト ID が一
致していないために、無効なディスクと見なされている可能性があります。
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一連のデバイスを指定してロックを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxdisk clearimport devicename ...

インポート時にロックを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxdg -C import diskgroup

警告: 複数のシステムにインポートされたディスクが存在するシステム上で vxdisk
clearimport コマンドまたは vxdg -C import コマンドを使う場合は、注意が必要で
す。ロックを解除すると、それらのディスクに複数のホストから同時にアクセスできるように
なり、その結果、データが破損されることがあります。
ディスクグループが最後にインポートされたときに表示できたすべてのディスクにアクセス
できる場合、そのディスクグループを正常にインポートできます。ただし、一部のディスク
を使用できない場合、-f オプションを指定してディスクグループを強制的にインポートす
る必要があります。import 操作に失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。
次のエラーメッセージは致命的なエラーを示します。このメッセージが表示された場合は、
ハードウェアの修復、新規ディスクグループの作成およびディスクグループ設定情報と
データのリカバリが必要です。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group groupname: import failed:
Disk group has no valid configuration copies

次のエラーメッセージは、リカバリが可能なエラーであることを示します。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group groupname: import failed:
Disk for disk group not found

ディスクグループの一部のディスクに障害が起きた場合は、vxdg import コマンドに-f
オプションを指定すると、ディスクグループを強制的にインポートできます。
# vxdg -f import diskgroup

警告: -f オプションを使う場合は注意が必要です。このオプションを指定すると、別々の
ディスクセットから同じディスクグループが 2 回インポートされます。これによって、ディス
クグループ設定に不整合が起きる可能性があります。
p.236 の 「競合する設定コピーの扱い方」 を参照してください。
-f オプションを使って、不完全なディスクグループのインポートを強制的に正常なイン

ポートとして処理するため、以降のインポートでこのオプションを指定しない場合でも、不
完全なディスクグループがインポートされることがあります。これは、ユーザーの望む処理
ではない可能性があります。
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これらの操作は、vxdiskadm ユーティリティを使って実行することもできます。vxdiskadm
を使ってディスクグループをデポートするには、メインメニューから［ディスクグループのデ
ポート（Remove access to（deport）a disk group）］を選択します。ディスクグループ
をインポートするには、［ディスクグループのインポート（Enable access to（import）a disk
group）］を選択します。vxdiskadm によるインポート操作では、ホストインポートロックが
チェックされ、検出されたホストインポートロックを解除するかどうかを確認するメッセージ
が表示されます。この操作では、ディスクグループ内のボリュームも起動されます。

ディスクグループのマイナー番号の予約
デバイスマイナー番号は、デバイスを制御するデバイスドライバに対してデバイスの一定
の特性を重複しないように識別します。多くの場合、個々のデバイスの一定の特性モー
ドを識別したり、1 つのコントローラの制御下に置かれている各デバイスを識別するため
に使われます。VxVM で管理するオブジェクト（ボリューム、プレックス、サブディスク、ディ
スクまたはディスクグループ）には、それぞれ重複のないデバイスマイナー番号が割り当
てられます。
ディスクグループをシステム間で移動する際には、以前のシステムで使われていたマイ
ナー番号が、新しいシステム上の VxVM で認識されているオブジェクトのマイナー番号
と重なる可能性があります。この問題を回避するには、各ディスクグループのマイナー番
号に重複しない範囲を割り当てる必要があります。VxVM は、ディスクグループのディス
クからボリュームオブジェクトが作成されるときに指定された範囲のマイナー番号を使いま
す。再ブートまたは再設定を行っても、各ボリュームのマイナー番号は変わりません。した
がって、マシン間でディスクグループを移動する際にデバイス番号の衝突が発生するこ
とはなくなります。
VxVM は、このディスクグループから作成されたオブジェクトに対して、ベースマイナー番
号 base_minor から始まるマイナーデバイス番号を選択します。マイナー番号は、この
値から 65,535（2.6 以上のカーネルの場合）までの範囲の値を取ることができます。万が
一デバイスマイナー番号の競合が発生したときに一時デバイス番号の再マッピングに使
えるように、この範囲の先頭近くに、ある程度のマイナー番号を未割り当てのまま残して
おくことをお勧めします。
VxVM では、マイナー番号の 0 - 999 が予約済みとなり、ブートディスクグループ内のボ
リューム用に使われます。たとえば、rootvol ボリュームには常にマイナー番号 0 が割り
当てられます。
ディスクグループのマイナー番号範囲のベースを指定しない場合は、VxVM が無作為
に 1 つ選択します。選択される番号は 1000 以上の 1000 の倍数であり、1000 個のデ
バイス番号を含む範囲が使用可能になります。また、選択される番号は現在インポートさ
れているどのディスクグループに対する 1000 単位の範囲とも重複せず、現在割り当てら
れているどのボリュームデバイス番号とも重複しません。
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メモ: デフォルトのポリシーを用いることで、少数のディスクグループはひとまとまりのマシ
ン間で正常に認識されます。ただし、ディスクグループがフェールオーバー機構を使って
自動的に認識される場合には、マイナー番号の衝突を回避するため使う範囲を指定しま
す。
既存のディスクグループのベースマイナー番号を表示するには、vxprint コマンドを使
います。ディスクグループ mydg の例を次に示します。
# vxprint -l mydg | grep minors
minors: >=45000
# vxprint -g mydg -m | egrep base_minor
base_minor=45000

作成するディスクグループにボリュームデバイスのベースマイナー番号を設定するには、
次のコマンドを使います。
# vxdg init diskgroup minor=base_minor disk_access_name ...

たとえば、次のコマンドを実行すると、指定したディスクを含むディスクグループ newdg が
作成され、ベースマイナー番号が 30000 に設定されます。
# vxdg init newdg minor=30000 sdc sdd

ディスクグループがすでに存在する場合は、vxdg reminor コマンドを使って、ベースマ
イナー番号を変更できます。
# vxdg -g diskgroup reminor new_base_minor

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 のベースマイナー番号が
30000 に変更されます。
# vxprint -g mydg reminor 30000

ボリュームが起動している場合、システムを再ブートするかディスクグループをデポートし
て再インポートするまでは古いデバイス番号が有効になっています。起動しているボリュー
ムを停止すると、vxdg reminor を再度実行して、再ブートまたは再インポートを行わな
くても番号を付け直すことができるようになります。
ベースマイナー番号を変更する必要があるディスクグループの一例としては、クラスタ共
有ディスクグループが挙げられます。共有ディスクグループ内のボリュームは、すべての
ノードで同じマイナー番号が設定されている必要があります。ノードをクラスタに結合しよ
うとした場合にマイナー番号に矛盾があると、結合は失敗します。この矛盾を解消するに
は、クラスタ内にあるノードで reminor 操作を実行します。2 つ以上のノードが結合され
たクラスタでは、すべてのノードで矛盾がないベースマイナー番号を使ってください。
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vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

プラットフォーム間でのディスクグループの互換性
ディスクグループでクロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）機能を使う場合、AIX、
HP-UX、Linux（カーネル 2.6 以上）および Solaris では、オペレーティングシステム間の
互換性を保つために、マイナー番号の上限が 65,535 に制限されます。
カーネル 2.6 より前の Linux では、マイナー番号の数が 256 に制限されます（ベースは
0）。すなわち、システム全体でサポートできるボリュームおよびディスクの数が、他のオペ
レーティングシステムプラットフォームで許可されているよりも少ない数に制限されます。
カーネル 2.6 より前の Linux でサポートされるディスクの数は、通常は数百に制限されま
す。Linux 上の VxVM 4.0 で拡張メジャー番号体系が実装されている場合、15 個の拡
張メジャー番号の連続したブロックが使用可能であれば、設定できるボリュームの最大数
は 4079 でした。
VxVM 4.1 以降のリリースは 2.6 バージョンの Linux カーネルで動作します。このカーネ
ルでは、メジャーデバイス番号ごとに設定できるマイナーデバイスの最大数が、256 から
65,536 に増加しています。これにより、多数のボリュームおよびディスクデバイスをシステ
ム上で設定できます。そのようなシステムで設定できる DMP 数およびボリュームデバイス
数の理論上の制限は、それぞれ 65,536 および 1,048,576 です。ただし、実際には 1 つ
のディスクグループで設定できる VxVM デバイスの数は、プライベートリージョンのサイ
ズによって制限されます。
CDS と互換性があるディスクグループをカーネル 2.6 より前の Linux システムにインポー
トした場合は、VxVM によってマイナー番号が再度割り当てられます。
CDS と互換性があるディスクグループをカーネル 2.6 より前の Linux などのオペレーティ
ングシステム間で移動できるようにするには、次のコマンドを使って、ディスクグループで
maxdev 属性を設定します。
# vxdg -g diskgroup set maxdev=4079

メモ: この属性を設定したディスクグループでも、ボリュームに割り当てられるシステム上の
マイナー番号の数が 4079 を超えたり、使用可能な拡張メジャー番号の数が 15 未満だ
と、カーネル 2.6 より前の Linux にはインポートできない場合があります。
次のコマンドを使って、Linux ホスト上の VxVM でサポートされている最大ボリューム数
を確認することができます。
# cat /proc/sys/vxvm/vxio/vol_max_volumes
4079
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。
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競合する設定コピーの扱い方
不完全なディスクグループを複数の異なるシステムにインポートすると、ディスクグループ
の設定コピーに不整合が発生することがあります。この状態は手動で解消する必要があ
ります。この項と次の項では、このような状態が発生するしくみと、この状態を修正する方
法について説明します（分割したクラスタで生じるこのような状態のことを、一般にシリアル
スプリットブレイン（Serial Split Brain）状態と呼びます）。

クラスタでのシリアルスプリットブレイン条件の例
この項では、クラスタ内の共有ディスクグループにシリアルスプリットブレイン条件がどのよ
うに発生するかについて説明します。別のシステムにディスクグループの一部をインポー
トした場合には、クラスタまたは非クラスタ設定の専用ディスクグループでも設定コピーに
矛盾が生じることがあります。
通常、キャンパスクラスタ（別名ストレッチクラスタまたはリモートミラー設定）は、2 ノードク
ラスタで構成され、クラスタの各コンポーネント（サーバー、スイッチ、ストレージ）は別々の
建物内に配置されます。
図 4-1 は、建物 A にノード 0、ファイバーチャネルスイッチ、ディスクエンクロージャ enc0、
建物 B にノード 1、もう 1 つのスイッチ、エンクロージャ enc1 を配置した 2 ノードクラスタ
を示しています。
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2 ノードキャンパスクラスタの代表的な構成

図 4-1

ノード 0

ノード 1
冗長性のあるプライベー
トネットワーク

ファイバー
チャネルスイッチ

ディスク
エンクロージャ

enc0

enc1

建物 A

建物 B

各ノードと各エンクロージャの間の冗長ループアクセスを実現するために、ファイバーチャ
ネル接続は多重冗長型になっています。また、2 つのノードは冗長性のあるプライベート
ネットワークでも接続されています。
シリアルスプリットブレイン条件が起きるのは、ノード 1 がノード 0 のフェールオーバーノー
ドとして設定されたクラスタで、ノード 0 に専有（非共有）ディスクグループがインポートさ
れた場合です。
ノード間のネットワーク接続が切断されると、両方のノードはそれぞれ他方のノードに障害
が発生したものと認識します（これは、クラスタ環境でスプリットブレイン条件が生じる一般
的な原因です）。1 つのディスクグループが 2 つのエンクロージャ、enc0 と enc1 の間で
分割されると、各部とディスクグループの他の部分との接続が失われます。ノード 0 はア
クセス可能なディスクグループ各部にあるディスクへの更新を続け、フェールオーバー
ノードとして機能するノード 1 は（-f オプションが設定されているため）ディスクグループ
の他の部分をインポートして、認識できるディスクの更新を開始します。
この状態でネットワークリンクが復元された場合、ノード 0 上のディスクグループに存在し
ないディスクを再接続したり、どちらかのノードにディスクグループ全体をインポートしよう
としても、操作は失敗します。このようなシリアルスプリットブレイン条件が発生するのは、
インポートされた各ディスクのディスクメディアレコードのシリアル ID が、これらのディスク
上のすべてのディスクグループ設定データベースとインポートされた各ディスクのプライ
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ベートリージョンで VxVM によって順に増分されていくためです。設定データベースに保
存される値は、ディスクグループに順に割り当てられていくシリアル ID であるのに対して、
ディスクのプライベートリージョンに保存されるシリアル ID は、実際の値と見なされます。
（物理的な切断や停電などによって）ディスクグループから一部のディスクが失われた後、
別のホストによってこれらのディスクがインポートされると、設定データベースに保存され
たディスクのコピーのシリアル ID と各ディスクのプライベートリージョンのシリアル ID は同
じホスト上で別々に更新されます。この後でもとの共有ディスクグループにディスクを再イ
ンポートすると、ディスクの実際のシリアル ID とディスクグループ内の他のディスクの設定
コピーの期待値が一致しないという状態が生じます。
このような設定データベース間の不整合を解消するには、分割されたディスクグループの
各部で何が起こったかに応じて 2 つの方法が考えられます。
■

ディスクグループの他方のディスクが別のホストにインポートされていない場合、VxVM
は最も大きい更新済み ID（vxdg list diskgroup コマンドの出力の update_tid）
の値を持つディスクの設定データベースのバージョンを使って、シリアル ID の矛盾
する値を調整します。
図 4-2 に、VxVM による自動的な解消が可能なシリアルスプリットブレイン条件を示
します。
自動的な解消が可能なシリアルスプリットブレイン条件の例

図 4-2

ホスト X にインポート
された不完全なディス
クグループ

インポートされていない
ディスク B

ディスク A

ディスク B

ディスク A=1

ディスク B=0

設定データベース

設定データベース

期待値 A=1
期待値 B=0

期待値 A=0
期待値 B=0

1. ディスク A は別のホストにインポ
ートされている。ディスク B はイン
ポートされていない。実際のシリアル
ID と期待されるシリアル ID はディス
ク A でのみ更新される。

インポートされた共有ディスクグループ
ディスク A

ディスク B

ディスク A=1

ディスク B=0

設定データベース

設定データベース

期待値 A=1
期待値 B=0

期待値 A=1
期待値 B=0

2. クラスタにディスクグループが再
インポートされる。ディスク A の更
新された ID の実際値が最も大きいた
め、ディスク A の設定コピーを使っ
てディスク B の設定コピーが修正さ
れる。

第 4 章 ディスクグループの作成と管理
競合する設定コピーの扱い方

■

他方のディスクも別のホストにインポートされている場合、2 つのディスクの設定デー
タベースはいずれも信頼できないものと見なされます。
図 4-3 に、VxVM により自動的に解消できない、真のシリアルスプリットブレイン条件
の例を示します。
自動的に解消できない真のシリアルスプリットブレイン条件の例

図 4-3

ホスト X にインポート
された不完全な
ディスクグループ

ホスト Y にインポート
された不完全な
ディスクグループ

ディスク A

ディスク B

ディスク A=1

ディスク B = 1

設定データベース

設定データベース

期待値 A = 1
期待値 B = 0

期待値 A = 0
期待値 B = 1

1. ディスク A とディスク B はそれぞ
れ別々のホストにインポートされてい
る。実際のシリアル ID と期待される
シリアル ID は各ディスクで別個に更
新される。

共有ディスクグループのインポートが失敗する
ディスク A

ディスク B

ディスク A = 1

ディスク B = 1

設定データベース

設定データベース

期待値 A = 1
期待値 B = 0

期待値 A = 0
期待値 B = 1

2. クラスタにディスクグループを再イン
ポートできない。これは、実際のシリア
ル ID と期待されるシリアル ID が 2 つ
のデータベース間で矛盾するためであ
る。どちらの設定データベースを使うか
を選択する必要がある。

この場合には、ディスクグループのインポートは失敗し、vxdg ユーティリティの終了前に
次のようなエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxconfigd NOTICE V-5-0-33 Split Brain. da id is 0.1, while dm
id is 0.0 for DM mydg01
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group newdg: import failed: Serial
Split Brain detected. Run vxsplitlines
vxdg コマンドに -f フラグを指定しても、インポートは失敗します。

この場合でも、設定 ID（vxdg list diskgroup コマンドの出力の config_tid）が最も
大きい設定データベースを使うと、矛盾を解消できる場合があります。ただし、すべての
状況で有効とは限りません。
p.240 の 「競合する設定情報の修正」 を参照してください。
p.501 の 「サイトとリモートミラーについて」 を参照してください。
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競合する設定情報の修正
設定情報の競合を解消するには、どちらのディスクのディスクグループ設定データベー
スが正しいかを判断する必要があります。これには、vxsplitlines コマンドを実行し、
ディスクグループの各ディスクの実際のシリアル ID と設定データベースの期待されるシ
リアル ID を表示します。このコマンドを実行すると、それぞれのディスクについて実行可
能な vxdg コマンドが表示されます。ディスクグループをインポートするために使う適切な
コピーとなる設定データベースを選択するには、このコマンドを実行する必要があります。
メモ: ディスクグループのバージョン番号は、最低でも 110 である必要があります。
newdg ディスクグループで vxsplitlines コマンドを実行した場合の出力例を次に示し

ます。
# vxsplitlines -g newdg
The following splits were found in disk group newdg
They are listed in da(dm) name pairs.
Pool 0.
sdd ( sdd ), sde ( sde ),
The configuration from any of the disks in this split should appear to be be the same.
To see the configuration from any of the disks in this split, run:
/etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig /dev/vx/dmp/sdd
To import the dg with the configuration from this split, run:
/usr/sbin/vxdg -o selectcp=1045852127.32.olancha import newdg
To get more information about this particular configuration, run:
/usr/sbin/vxsplitlines -g newdg -c sdd
Split 1.
sdf ( sdf ), sdg ( sdg ),
The configuration from any of the disks in this split should appear to be be the same.
To see the configuration from any of the disks in this split, run:
/etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig /dev/vx/dmp/sdf
To import the dg with the configuration from this split, run:
/usr/sbin/vxdg -o selectcp=1045852127.33.olancha import newdg
To get more information about this particular configuration, run:
/usr/sbin/vxsplitlines -g newdg -c sdf

この例では、ディスクグループに 4 つのディスクがあり、2 つのディスクがスプリット状態に
なっています。
vxsplitlines コマンドに -c オプションを指定して、ディスクアクセス名で指定されるディ

スクの設定コピーから各ディスク ID についての詳細情報を表示できます。
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# vxsplitlines
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-g newdg -c sde

DANAME(DMNAME) || Actual SSB
sdd( sdd ) || 0.1
sde( sde ) || 0.1
sdf( sdf ) || 0.1
sdg( sdg ) || 0.1

||
||
||
||
||

Expected SSB
0.0 ssb ids don't match
0.1 ssb ids match
0.1 ssb ids match
0.0 ssb ids don't match

Please note that even though some disks ssb ids might match
that does not necessarily mean that those disks' config copies
have all the changes. From some other configuration copies, those disks' ssb ids might not mat
To see the configuration from this disk, run
/etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig /dev/vx/dmp/sde

前述のシリアルスプリットブレイン条件が発生するしくみを考慮して、ディスクグループを
インポートするために使うディスク設定を 1 つ選択する必要があります。たとえば、スプリッ
ト状態の 0 側にある設定コピーを使ってディスクグループをインポートするには、次のコ
マンドを実行します。
# /usr/sbin/vxdg -o selectcp=1045852127.32.olancha import newdg

設定コピーを選択し、その設定を使ってディスクグループをインポートすると、VxVM に
よってインポートされたディスクのシリアル ID が 0 にリセットされます。この時点でインポー
トされていないディスクグループのディスクでは、実際のシリアル ID と期待されるシリアル
ID はそのまま変わることはありません。

ディスクグループの内容の再編成
次のような場合には、既存のディスクグループの内容を再編成することができます。
■

組織のニーズの変化に応じて、ボリュームやディスクのグループを変更する。たとえ
ば、部門の境界に合わせてディスクグループを分割したり、部門の合併に伴いディス
クグループを結合することができます。

■

プライベートリージョンの空き領域がほとんどなくなった場合に、ディスクグループを統
合して設定データベースのサイズを縮小する。これは、プライベートリージョンを増や
すよりはるかに簡単な解決法です。

■

オンラインメンテナンスとアップグレードの目的で分割し、再結合できる耐障害性のあ
るシステムで、オンラインメンテナンスとアップグレードを実行する。

■

ディスクグループからボリュームまたはディスクを切り離し、同じホストまたは別のホス
トで個々に処理する。これにより、バックアップまたは意思決定支援システムのため
に、オフホスト処理を実装できます。
p.433 の 「オフホスト処理ソリューションについて」 を参照してください。
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Veritas Enterprise Administrator（VEA）または vxdg コマンドのいずれかを使って、
ディスクグループを再編成できます。
vxdgコマンドでは、ディスクグループの再編成に必要な次の操作を実行できます。
■ move は、インポート済みディスクグループ間で、ひとまとまりの自己完結型 VxVM オ

ブジェクトを移動します。この操作によってソースディスクグループのディスクがすべて
削除される場合、操作は失敗します。ボリュームの状態は移動後も保持されます。
図 4-4 に、move 操作を示します。
図 4-4

ディスクグループの移動操作

ソースディスクグループ

ターゲットディスクグループ

移動

ソースディスクグループ

移動後

ターゲットディスクグループ

は、インポート済みディスクグループからひとまとまりの自己完結型 VxVM オ
ブジェクトを分割し、新しく作成したターゲットディスクグループに移動します。この操
作によってソースディスクグループのディスクがすべて削除される場合またはインポー
ト済みディスクグループの名前がターゲットディスクグループと同一である場合、操作
は失敗します。デポートされている既存のディスクグループの名前がターゲットディス
クグループと同一の場合、既存のディスクグループは（vxdg init コマンドを実行し
た場合と同様に）破棄されます。

■ split

図 4-5 に、split 操作を示します。
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図 4-5

ディスクグループの分割操作

ソースディスクグループ

新規ディスクグループに
分割するディスク

ソースディスクグループ

分割後

新規ターゲット
ディスクグループ

は、インポート済みディスクグループから VxVM オブジェクトをすべて削除し、
インポート済みターゲットディスクグループに結合します。ソースディスクグループは、
結合が完了すると削除されます。
図 4-6 に、join 操作を示します。

■ join
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図 4-6

ディスクグループの結合操作

ソースディスクグループ

ターゲットディスクグループ

結合

結合後

ターゲットディスクグループ

これらの操作はディスクやトップレベルのボリュームなどの VxVM オブジェクトで実行さ
れ、サブボリューム、プレックス、サブディスクといったすべてのコンポーネントオブジェク
トが対象となります。移動するオブジェクトは、自己完結型のオブジェクトである必要があ
ります。つまり、移動するディスクに移動対象外のオブジェクトが含まれないようにする必
要があります。
移動するディスクを 1 つ以上指定すると、それらのディスク上の VxVM オブジェクトがす
べて移動されます。-o expand オプションを使うと、指定したオブジェクトが設定されてい
るディスクがすべて vxdg によって移動されます。常に期待どおりの結果になるとは限ら
ないため、この操作を実行する場合は注意が必要です。vxdg の listmove 操作を使う
と、指定した一連のオブジェクトに対応するひとまとまりの自己完結型オブジェクトの確認
に役立つ情報を取得することができます。
警告: ディスクグループ間でボリュームを移動する前に、そのボリュームにアクセスしてい
るアプリケーションをすべて停止し、ボリュームに設定されているすべてのファイルシステ
ムのマウントを解除する必要があります。
システムがクラッシュするかハードウェアのサブシステムに障害が発生した場合、システム
の再起動時またはハードウェアのサブシステムの修復時に、VxVM は未完了のディスク
グループの再設定を完了するか、もとに戻そうと試みます。どちらの処理が実行されるか
は、再設定の進行状況によって決まります。別のホストにインポートされたため、またはす
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でに存在しないためにディスクグループの 1 つが使えなくなっている場合は、手作業で
ディスクグループのリカバリを行う必要があります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

ディスクグループの分割と結合に関する制限
ディスクグループの分割および結合機能には、次の制限があります。
■

移動、分割または結合に関係するディスクグループは、バージョン 90 またはそれ以
上のバージョンである必要があります。
p.255 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

■

再設定は、物理ディスクを示す整数に基づいて実行されます。

■

移動するオブジェクトには、起動しているボリュームが含まれないようにしてください。

■

CDS 互換ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間でディスクを移動することは
できません。

■

ディスクグループの移動、分割、結合を行うと、移動されたボリュームは DISABLED
状態に設定されます。ボリュームを修復して再起動するには、vxrecover -m および
vxvol startall コマンドを使います。

■

永続 FastResync の関連付けが解除されたデータ変更オブジェクト（DCO）とスナッ
プオブジェクトを、ディスクグループ間で移動することはできません。

■

Veritas Volume Replicator（VVR）オブジェクトをディスクグループ間で移動するこ
とはできません。

■

ディスクグループの移動を問題なく終了するには、移動後に設定データベースのコ
ピーを格納できるディスクが、ソースディスクグループに少なくとも 1 つ含まれている
必要があります。

■

ディスクグループの分割を問題なく終了するには、分割後に設定データベースのコ
ピーを格納できるディスクが、ソースディスクグループとターゲットディスクグループの
両方に少なくとも 1 つ含まれている必要があります。

■

ディスクグループの移動または結合を問題なく終了するには、移動後のディスクグ
ループ内にあるすべてのオブジェクトに関する情報がターゲットディスクグループの
設定データベースに格納される必要があります。

■

ボリュームを別のディスクグループに分割したり、別のディスクグループに移動すると、
ボリュームレコード ID が変更されます。

■

この操作は、ソースディスクグループまたはターゲットディスクグループが共有ディス
クグループである場合に、クラスタのマスターモードでのみ実行できます。

■

クラスタ環境では、移動または結合に関係するディスクグループは、両方とも専有あ
るいは両方とも共有である必要があります。
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■

Veritas Intelligent Storage Provisioning（ISP）機能を使って作成されたオブジェ
クトを操作する場合、ディスクグループから分割または移動できる単位は完全なスト
レージプールのみです。データプールや、ストレージプール内のアプリケーションボ
リュームとスナップショットボリュームなどの個々のオブジェクトは、分割も移動もできま
せん。
『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage Provisioning 管理者ガイド』を
参照してください。

■

分割または移動するキャッシュオブジェクトまたはボリュームが ISP ボリュームを使っ
ている場合は、それらのボリュームを含むストレージプールも指定する必要がありま
す。

移動により影響を受ける可能性のあるオブジェクトの一覧表示
リスト形式でオブジェクトを指定して、移動される VxVM オブジェクトを表示するには、次
のコマンドを使います。
# vxdg [-o expand] listmove sourcedg targetdg object ...

次の例では、ボリューム vol1 をディスクグループ mydg から newdg に移動することによっ
て影響を受けるオブジェクトが一覧表示されます。
# vxdg listmove mydg newdg vol1
mydg01 sda mydg05 sde vol1 vol1-01 vol1-02 mydg01-01 mydg05-01

ただし、次のコマンドを実行すると、ディスク mydg01 に設定されているのはボリューム
vol1 の一部に過ぎないためエラーが発生します。
# vxdg listmove mydg newdg mydg01
VxVM vxdg ERROR V-5-2-4597 vxdg listmove mydg newdg failed
VxVM vxdg ERROR V-5-2-3091 mydg05 : Disk not moving, but
subdisks on it are

次のように -o expand オプションを指定すると、移動するオブジェクトの一覧に、vol1 に
設定される他のディスク（この場合は mydg05）も含まれるようになります。
# vxdg -o expand listmove mydg newdg mydg01
mydg01 sda mydg05 sde vol1 vol1-01 vol1-02 mydg01-01
mydg05-01

ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動
親ボリューム（スナップショットボリュームなど）を別のディスクグループに移動する場合は、
DCO ボリュームも親ボリュームに付随している必要があります。vxassist addlog、vxmake
または vxdco コマンドを使って DCO を設定した場合は、親ボリュームの移動時に、DCO
ボリュームのプレックスを含むディスクが親ボリュームに付随しているかどうかを確認する
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必要があります。vxprint コマンドを使って、ボリュームに関連付けられている DCO ボ
リュームの設定情報を確認してください。
vxassist コマンドまたは Veritas Enterprise Administrator（VEA）を使ってボリュー

ムとその DCO を作成したり、vxsnap prepare コマンドを使ってボリュームに DCO を追
加した場合、DCO プレックスは自動的に親ボリュームのデータプレックスとは異なるディ
スク上に配置されます。以前のリリースでは、バージョン 0 の DCO プレックスは、ディスク
グループの分割または移動操作を実行する際の利便性を高めるため、データプレックス
と同じディスク上に配置されていました。バージョン 20 の DCO の場合は、永続 FastResync
に加えて DRL（dirty region logging）もサポートしているため、DCO プレックスはデータ
プレックスと切り離しておくことをお勧めします。これにより、ボリュームに対する I/O の処
理効率が向上し、DRL ログに障害許容力が備わります。
図 4-7 に、ディスクグループのディスク上の DCO プレックスの位置が原因でディスクグ
ループを分割できないケースを示します。
p.421 の 「バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。
p.332 の 「バージョン 20 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
p.60 の 「ボリュームスナップショット」 を参照してください。
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分割できるディスクグループと分割できないディスクグループの例

図 4-7
ボリューム
データ
プレックス

スナップショッ
トプレックス

DCO
プレックスが専用のディスク上にあり、ボリ
ュームデータを含むディスクに付随して移動
できるため、このディスクグループは分割で
きる。

分割
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プレックス

スナップ
ショット DCO
プレックス

ボリューム
データ
プレックス

スナップショッ
トプレックス

ボリューム
DCO
プレックス

ボリューム DCO
プレックス
スナップ
ショット DCO
プレックス
ボリューム
データ
プレックス

DCO
プレックスをボリュームに付随して移動
できないため、このディスクグループは
分割できない。1 つの解決策は、DCO
プレックスを再配置すること。この例で
は、再配置が必要な DCO プレックスを
スワップする際に、ディスクグループ内
の別のディスクを媒介として使う。ある
いは、DRL の処理効率と障害許容力を
向上させるために、DCO プレックスを
専用のディスクに割り当てる。

スナップショッ
トプレックス

?

分割

DCO
プレックスをボリュームに付随して移動
できるため、このディスクグループは分
割できる。ただし、「?」マークの付いた
ディスク部分のデータも同時に移動され
るため、あまり望ましくない。

?

ボリューム DCO
プレックス

スナップ
ショット DCO
プレックス
ボリューム 2
データプレック
ス

ボリューム 1
データプレックス

スナップショッ
トプレックス

?

?
スナップショッ
ト DCO
プレックス

ボリューム 1
DCO プレックス

このディスクグループを分割す
るとボリューム 2
のデータプレックスを格納して
いるディスクが切り離されるた
め、このディスクグループは分
割できない。考えられる解決策
は、スナップショットプレック
スを格納しているディスク、ま
たは移動できる別の適切なディ
スクにスナップショット DCO
プレックスを再配置すること。

ディスクグループ間のオブジェクト移動
一連の自己完結型 VxVM オブジェクトを、インポート済みソースディスクグループからイ
ンポート済みターゲットディスクグループに移動するには、次のコマンドを使います。
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# vxdg [-o expand] [-o override|verify] move sourcedg targetdg ¥
object ...
-o expand オプションを使うと、指定したオブジェクトまたはそれらが格納するオブジェク

トに関連付けられているサブディスクを格納する他のディスクもすべて移動対象になりま
す。
EMC 社のアレイ内のライセンスされているディスクを移動する場合、vxdg は、移動に関
係する各ディスクについてデフォルトで EMC ディスクの互換性検査を実行します。互換
性検査が問題なく終了すると、移動処理が実行されます。その後、vxdg が再び検査を
行い、互換性検査の実行後に設定が変更されていないことを確認します。設定が変更さ
れていた場合は、vxdg によって移動処理全体が再度実行されます。
-o override オプションを指定すると、この検査をまったく行わずに移動処理を実行す

ることができます。
-o verify オプションを指定すると、移動するディスクのアクセス名が返されます。移動

処理は実行されません。
メモ: -o override および -o verify options オプションは、有効な EMC ライセンス
を必要とします。
たとえば、次に示す vxprint の出力は、ディスクグループ rootdg および mydg の内容
を示しています。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
csdd
dm rootdg06
sdf

KSTATE
-

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg
dm mydg01
sda
dm mydg05
sde
dm mydg07
sdg
dm mydg08
sdh
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd mydg01-01
vol1-01

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591

PLOFFS
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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pl vol1-02
sd mydg05-01

vol1
vol1-02

ENABLED
ENABLED

3591
3591

0

ACTIVE
-

-

-

次のコマンドは、ディスク mydg01 を指定することによって間接的に指定される一連の自
己完結型オブジェクトを、ディスクグループ mydg から rootdg に移動します。
# vxdg -o expand move mydg rootdg mydg01

移動を行うと、移動されたボリュームは DISABLED 状態に初期設定されます。次のコマ
ンドを使って、ターゲットディスクグループ内のボリュームのリカバリおよび再起動を行い
ます。
# vxrecover -g targetdg -m [volume ...]
# vxvol -g targetdg startall

移動後の vxprint の出力は、mydg01 だけでなくボリューム vol1 および mydg05 も
rootdg に移動され、ディスクグループ mydg 内には、mydg07 および mydg08 のみが残っ
ていることを示しています。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm mydg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm mydg05
sde
dm rootdg06
sdf
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd mydg01-01
vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd mydg05-01
vol1-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg
dm mydg07
sdg
dm mydg08
sdh

KSTATE
-

LENGTH
17678493
17678493

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

また、次のコマンドを実行しても、同じ結果を得ることができます。
# vxdg move mydg rootdg mydg01 mydg05
# vxdg move mydg rootdg vol1
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p.494 の 「共有ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。

ディスクグループの分割
一連の自己完結型 VxVM オブジェクトを、インポート済み分割元のディスクグループか
ら新しいディスクグループに分割するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-o expand] [-o override|verify] split sourcedg targetdg ¥
object ...

p.248 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。
たとえば、次に示す vxprint の出力は、ディスクグループ rootdg の内容を示していま
す。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm rootdg05
sde
dm rootdg06
sdf
dm rootdg07
sdg
dm rootdg08
sdh
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd rootdg01-01 vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd rootdg05-01 vol1-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

次のコマンドは、ディスク rootdg07 および rootdg08 を rootdg から削除して、新しい
ディスクグループ mydg を形成します。
# vxdg -o expand split rootdg mydg rootdg07 rootdg08

分割を行うと、移動したボリュームは DISABLED 状態に初期設定されます。次のコマン
ドを使って、新しく分割されたディスクグループ内のボリュームのリカバリおよび再起動を
行います。
# vxrecover -g targetdg -m [volume ...]
# vxvol -g targetdg startall

分割処理後の vxprint の出力には、新しいディスクグループ mydg が表示されます。
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# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm rootdg05
sde
dm rootdg06
sdf
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd rootdg01-01 vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd rootdg05-01 vol1-02
Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg
dm rootdg07
sdg
dm rootdg08
sdh

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

KSTATE
-

LENGTH
17678493
17678493

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

p.495 の 「共有ディスクグループの分割」 を参照してください。

ディスクグループの結合
すべての VxVM オブジェクトを、インポート済み結合操作元のディスクグループからイン
ポート済みディスクグループに結合するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-o override|verify] join sourcedg targetdg

p.248 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。
メモ: join 操作では、rootdg をソースディスクグループとして指定することはできません。
たとえば、次に示す vxprint の出力は、ディスクグループ rootdg および mydg の内容
を示しています。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc

KSTATE
-

LENGTH
17678493
17678493
17678493

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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dm rootdg04
dm rootdg07
dm rootdg08

sdd
sdg
sdh

Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg
dm mydg05
sde
dm mydg06
sdf
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd mydg01-01
vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd mydg05-01
vol1-02

-

17678493
17678493
17678493

-

-

-

-

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

次のコマンドは、ディスクグループ mydg を rootdg に結合します。
# vxdg join mydg rootdg

結合処理を行うと、移動したボリュームは DISABLED 状態に初期設定されます。次のコ
マンドを使って、ターゲットディスクグループ内のボリュームのリカバリおよび再起動を行
います。
# vxrecover -g targetdg -m [volume ...]
# vxvol -g targetdg startall

結合処理後の vxprint の出力では、ディスクグループ mydg は結合され、削除されてい
ます。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm mydg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm mydg05
sde
dm rootdg06
sdf
dm rootdg07
sdg
dm rootdg08
sdh
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd mydg01-01
vol1-01

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591

PLOFFS
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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pl vol1-02
sd mydg05-01

vol1
vol1-02

ENABLED
ENABLED

3591
3591

0

ACTIVE
-

-

-

p.495 の 「共有ディスクグループの結合」 を参照してください。

ディスクグループの無効化
ディスクグループを無効にするには、ディスクグループ内のすべてのボリュームのマウン
トを解除して停止し、次のコマンドを使ってディスクグループをデポートします。
# vxdg deport diskgroup

ディスクグループを無効にしても、ディスクグループは実際には削除されません。この操
作では、システムによるディスクグループの使用が無効にされます。デポートされたディス
クグループ内のディスクは再使用または再初期化することができ、また、他のディスクグ
ループに追加したり、他のシステムにインポートして使うことも可能です。ディスクグルー
プへのアクセスを再び有効にするには、vxdg import コマンドを使います。

ディスクグループの破棄
vxdg コマンドには、システムからディスクグループを削除して、そのディスクグループ内

のディスクを再初期化のために解放する destroy オプションがあります。
# vxdg destroy diskgroup

警告: このコマンドは、ディスク上のすべてのデータを破棄します。
ディスクグループを破棄すると、解放されたディスクを他のディスクグループで再び使え
るようになります。

破棄されたディスクグループのリカバリ
ディスクグループが誤って破棄された場合、ディスクグループのディスクが他で変更また
は再利用されていなければ、リカバリすることができます。
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破棄されたディスクグループをリカバリするには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを入力して、ディスクグループ内のいずれかのディスクのグループ ID
（dgid）を確認します。
# vxdisk -s list disk_access_name

ディスクは、sdc などのディスクアクセス名で指定する必要があります。コマンドの出
力で、ディスクグループ ID を示す次のような行を探します。
dgid:

2

963504895.1075.bass

そのディスクグループ ID を使ってディスクグループをインポートします。
# vxdg import dgid

ディスクグループのアップグレード
Veritas Volume Manager 3.0 より前のリリースでは、ディスクグループのバージョンは
ディスクグループのインポート時に（必要に応じて）自動的にアップグレードされていまし
た。
メモ: プラットフォームによっては、最初のリリースは Veritas Volume Manager 3.0 また
は 3.2 です。
Veritas Volume Manager のリリース 3.0 からは、ディスクグループのインポートとその
バージョンのアップグレードの 2 つの操作は分離されています。旧バージョンからディス
クグループをインポートして、アップグレードせずに使うことができます。
新しい機能を使う場合は、ディスクグループをアップグレードすることができます。アップ
グレードは明示的な操作です。いったんアップグレードを行うと、そのディスクグループ
は、新しいバージョンをサポートしていない VxVM の旧リリースとの互換性がなくなりま
す。
インポートしたディスクグループを明示的に最新のリリースにアップグレードするまでは、
インポート元のリリースでディスクグループを使えなくなるようなディスクグループの変更は
行われません。
最新バージョンの機能を使おうとしない限り、アップグレードが完了するまではディスクグ
ループをそのまま使えます。ディスクグループのインポート元のバージョンにはない最新
バージョンの機能を使おうとすると、次のようなエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxedit ERROR V-5-1-2829 Disk group version doesn't support
feature
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新しい機能を使うには、vxdg upgrade コマンドを実行して、それらの機能をサポートす
るバージョンにディスクグループを明示的にアップグレードする必要があります。
各ディスクグループには、バージョン番号が関連付けられています。Veritas Volume
Manager の各リリースでは、それぞれ特定のディスクグループバージョンがサポートされ
ます。VxVM は、該当するバージョンのディスクグループをインポートして各種操作を実
行できます。実行できる操作は、そのディスクグループバージョンでサポートされている機
能および操作によって制限されます。
表 4-1 に、Veritas Volume Manager の各リリースで導入およびサポートされているディ
スクグループバージョンを示します。
表 4-1

ディスクグループバージョンの割り当て

VxVM リリース

導入されているディスクグループ サポートされているディスクグ
バージョン
ループバージョン

1.2

10

10

1.3

15

15

2.0

20

20

2.2

30

30

2.3

40

40

2.5

50

50

3.0

60

20-40, 60

3.1

70

20-70

3.1.1

80

20-80

3.2, 3.5

90

20-90

4.0

110

20-110

4.1

120

20-120

5.0

140

20-140

旧バージョンのディスクグループをアップグレードせずに Veritas Volume Manager シ
ステムにインポートした場合、そのバージョンのリリース以降に導入された機能は使えま
せん。
表 4-2 に、ディスクグループバージョン 20 から 140 でサポートされる機能の概略を示し
ます。

第 4 章 ディスクグループの作成と管理
ディスクグループのアップグレード

表 4-2

各ディスクグループバージョンでサポートされる機能

ディスクグループ サポートされる新機能
バージョン
140

■

データ移行機能

■

DMP の機能強化

■

EFI ディスク

■

クローンディスクのインポート

サポートされる旧バージョンの機
能
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110,
120, 130

ISP（Intelligent Storage
Provisioning）の機能強化
■ リモートミラー（キャンパスクラスタ）
■

130

■

120

■

110

Veritas Volume Replicator
（VVR）の強化

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110,
120

A/P アレイのクラスタ全体の自動 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110
フェールバック
■ ISP へのボリュームの移行
■

永続 DMP ポリシー

■

共有ディスクグループ障害ポリ
シー

クロスプラットフォームデータシェ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
アリング（CDS）
■ デバイス検出層（DDL）2.0
■

ディスクグループ設定のバックアッ
プとリストア
■ 特殊ディスクグループとしての
rootdg の排除
■

フルサイズインスタントスナップ
ショットおよび領域最適化インスタ
ントスナップショット
■ Intelligent Storage
Provisioning（ISP）
■ シリアルスプリットブレイン検出
■

■

ボリュームセット（複数のデバイス
ファイルシステムのサポート）

257

258

第 4 章 ディスクグループの作成と管理
ディスクグループのアップグレード

ディスクグループ サポートされる新機能
バージョン
90

サポートされる旧バージョンの機
能

クラスタにおける Oracle データ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
ベースリシルバリングのサポート
■ ディスクグループの移動、分割お
よび結合
■ デバイス検出層（DDL）1.0
■

クラスタにおける階層化ボリュー
ムのサポート
■ 順次ディスク割り当て
■

OS に依存しないデバイス名前の
付け方のサポート
■ 永続 FastResync
■

80

■

Veritas Volume Replicator
（VVR）の強化

20, 30, 40, 50, 60, 70

70

■

非永続 FastResync

20, 30, 40, 50, 60

■

シーケンシャル DRL

■

再配置の解除

■

Veritas Volume Replicator
（VVR）の強化

■

オンライン再レイアウト

■

RAID 5 サブディスクの安全な移
動

50

■

SRVM（現在は Veritas Volume 20, 30, 40
Replicator または VVR と呼ばれ
る）

40

■

ホットリロケーション

20, 30

30

■

VxSmartSync Recovery
Accelerator

20

20

■

DRL（dirty region logging）

60

20, 30, 40

ディスクグループ設定コピーの制
限
■ ミラーボリュームログ
■

■

新スタイルのストライプ

■

RAID 5 ボリューム

■

リカバリのチェックポインティング

ディスクグループのバージョンを表示するには、次のコマンドを使います。
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# vxdg list dgname

また、vxprint コマンドの -l フォーマットオプションを使ってディスクグループのバージョ
ンを判定することもできます。
現在稼動している VxVM のリリースがサポートしている最も新しいバージョンにディスクグ
ループをアップグレードするには、次のコマンドを使います。
# vxdg upgrade dgname

デフォルトでは、VxVM は、そのリリースがサポートしている最も新しいバージョンのディ
スクグループを作成します。たとえば、Veritas Volume Manager 5.0 は、ディスクグルー
プをバージョン 140 で作成します。
時には、古いバージョンのディスクグループを作成する必要が生じることがあります。
Veritas Volume Manager 5.0 が稼動しているシステムで作成されるディスクグループの
デフォルトのディスクグループバージョンは 140 です。Veritas Volume Manager 2.3 が
稼動しているシステムの場合、そのリリースではバージョン 40 までしかサポートされてい
ないため、このディスクグループをインポートすることはできません。このため、Veritas
Volume Manager 5.0 が稼動しているシステムで作成したディスクグループを Veritas
Volume Manager 2.3 が稼動しているシステムにインポートできるようにするには、バー
ジョン 40 以前のディスクグループを作成する必要があります。
旧バージョンのディスクグループを作成するには、vxdg init コマンドに -T version
オプションを指定します。

VxVM の設定デーモンの管理
VxVM 設定デーモン（vxconfigd）は、VxVM コマンドとカーネルデバイスドライバ間の
インターフェースを提供します。vxconfigd は VxVM ユーティリティからの設定変更要
求を処理し、その変更要求を VxVM カーネルに伝え、ディスクに保存されている設定情
報を変更します。また、システムの起動時に VxVM を初期化します。
vxdctl コマンドは、vxconfigd デーモンに対するコマンドラインインターフェースです。

vxdctl は、次の目的に使えます。
■ vxconfigd
■

デーモンの動作の制御

システム全体でのデフォルトのディスクグループ定義の変更

VxVM 4.0 以降のリリースでは、ディスクアクセスレコードは /etc/vx/volboot ファイル
に保存されません。非永続ディスクアクセスレコードは、システムの起動時にディスクをス
キャンして作成されます。simple および nopriv ディスクの永続ディスクアクセスレコー
ドは、root ファイルシステムの /etc/vx/darecs ファイルに保存されます。vxconfigd
デーモンは、このファイルの内容を読み取って、そのディスクグループのディスクと設定
データベースを検索します
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/etc/vx/darecs ファイルには、自動設定できない外部デバイスの定義も保存されます。

これらのエントリを追加するには、vxddladm addforeign コマンドを使います。
vxddladm（1M）マニュアルページを参照してください。

システムが DMP を使うように設定されている場合は、vxdctl コマンドを次の目的にも使
えます。
■

DMP データベースを再設定して、システムに新たに接続されたディスクデバイスまた
は削除されたディスクデバイスを含める。

■ /dev/vx/dmp
■

と /dev/vx/rdmp ディレクトリに DMP デバイスノードを作成する。

アクティブ/パッシブディスクアレイのパス型の変更を DMP データベースに反映する。
プライマリとセカンダリ間のパス型の変更には、ディスクアレイのベンダーが提供する
ユーティリティを使います。

vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクグループ設定データのバックアップとリストア
ディスクグループ設定のバックアップとリストアの機能を実行すると、ディスクグループと、
ディスクグループ内に設定されたボリュームなどの VxVM オブジェクトの設定データすべ
てをバックアップおよび復元できます。vxconfigbackupd デーモンは、VxVM 設定の変
更を監視し、設定が変更されると自動的に設定変更を記録します。ディスクグループの
VxVM 設定のバックアップおよびリストア用に、vxconfigbackup と vxconfigrestore
という 2 つのユーティリティが用意されています。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
vxconfigbackup（1M）マニュアルページを参照してください。
vxconfigrestore（1M）マニュアルページを参照してください。

vxnotify による設定の変更の監視
vxnotify ユーティリティを使って、ディスクに関連するイベントや、vxconfigd 設定デー

モンで管理される設定の変更を監視することができます。VxVM クラスタ機能が有効なシ
ステムで vxnotify を実行すると、そのシステムのクラスタ状態の変更に関連するイベン
トが表示されます。vxnotify ユーティリティでは、要求されたイベントタイプの表示を、強
制終了されるか、指定された数のイベントを受け取るか、または指定された期間が経過す
るまで続けます。
検出される設定イベントは、コントローラ、パスおよび DMP ノードの有効化と無効化、
RAID 5 ボリュームの縮退モードへの移行、ディスク、プレックスおよびボリュームの切断、
ノードとクラスタの結合と切断などです。
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たとえば、ディスク、プレックスおよびボリュームが切断された場合にそれらに関する情報
をすべて表示するには、次の vxnotify コマンドを実行します。
# vxnotify -f

共有ディスクグループのインポートとデポートなど、クラスタ設定の変更に関する情報を表
示するには、次のコマンドを実行します。
# vxnotify -s -i
vxnotify（1M）マニュアルページを参照してください。
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5
サブディスクの作成と管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

サブディスクについて

■

サブディスクの作成

■

サブディスク情報の表示

■

サブディスクの移動

■

サブディスクの分割

■

サブディスクの結合

■

サブディスクとプレックスの関連付け

■

ログサブディスクの関連付け

■

サブディスクとプレックスの関連付け解除

■

サブディスクの削除

■

サブディスクの属性変更

サブディスクについて
サブディスクは Veritas Volume Manager（VxVM）設定における低レベルの構成要素
であり、プレックスやボリュームの作成に必要です。
サブディスクは、vxassist コマンドまたは Veritas Enterprise Administrator（VEA）を
使ってボリュームを作成すると、自動的に作成されます。
p.291 の 「ボリュームの作成」 を参照してください。
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メモ: 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。

サブディスクの作成
サブディスクなどの VxVM オブジェクトの作成には、vxmake コマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] sd subdisk diskname,offset,length

ここで、subdisk はサブディスク名、diskname はディスク名、offset はディスク内にお
けるサブディスクの開始点（オフセット）、length はサブディスクのサイズです。
たとえば、ディスク mydg02 の先頭から開始し、サイズが 8000 セクタのサブディスク
mydg02-01 をディスクグループ mydg 内に作成するには、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg sd mydg02-01 mydg02,0,8000

メモ: VxVM コマンドのデフォルトサイズの単位はいずれも s（セクタ）です。サイズ単位を
変更するには、接尾辞（キロバイトは k、メガバイトは m、ギガバイトは g など）を追加しま
す。たとえば、500m は 500 メガバイトを表します。
新しいサブディスクを使ってボリュームを構築する場合は、サブディスクをプレックスに関
連付ける必要があります。
p.267 の 「サブディスクとプレックスの関連付け」 を参照してください。
サブディスクは、すべてのプレックスレイアウト（連結、ストライプ、RAID 5）で同様に作成
されます。

サブディスク情報の表示
vxprint コマンドを実行すると、VxVM オブジェクトの情報が表示されます。すべてのサ

ブディスクの一般情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint -st
-s オプションを指定すると、サブディスクに関する情報が表示されます。-t オプションを

指定すると、リストするオブジェクトのタイプに応じて 1 行の出力レコードが表示されます。
出力例を次に示します。
SD NAME
SV NAME

PLEX
PLEX

DISK
DISKOFFS LENGTH [COL/]OFF DEVICE
VOLNAME NVOLLAYR LENGTH [COL/]OFF AM/NM

MODE
MODE
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sd mydg01-01 vol1-01 mydg01 0
sd mydg02-01 vol2-01 mydg02 0

102400 0
102400 0

sdc ENA
sdd ENA

特定のサブディスクの詳細情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -l subdisk

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 内のサブディスク mydg02-01
に関する情報がすべて表示されます。
# vxprint -g mydg -l mydg02-01

このコマンドの出力は次のようになります。
Disk group: mydg
Subdisk:
info:
assoc:
flags:
device:

mydg02-01
disk=mydg02 offset=0 len=205632
vol=mvol plex=mvol-02 (offset=0)
enabled
device=sdd path=/dev/vx/dmp/sdd diskdev=32/68

サブディスクの移動
サブディスクを移動すると、サブディスクのディスク領域の内容が 1 つ以上の別のサブ
ディスクへコピーされます。移動するサブディスクがプレックスと関連付けられている場合、
もとのサブディスクに格納されているデータは新しいサブディスクへコピーされます。古い
サブディスクとプレックスの関連付けは解除され、新しいサブディスクがそのプレックスと
関連付けられます。関連付けはもとのサブディスクと同じプレックス内のオフセットで行わ
れます。サブディスクを移動するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] mv old_subdisk new_subdisk [new_subdisk ...]

たとえば、ディスクグループ mydg 内の mydg03 を退避する場合、mydg12 の 2 つのサブ
ディスクに十分な余裕があるときは、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg mv mydg03-01 mydg12-01 mydg12-02

サブディスクの移動を正しく行うためには、次の条件を満たす必要があります。
■

移動元と移動先のサブディスクが同じサイズであること。

■

移動元のサブディスクが ACTIVE 状態の（ENABLED カーネル状態の）ボリュームの
ACTIVE 状態のプレックスの一部であること。

■

移動先のサブディスクがどのプレックスとも関連付けられていないこと。

サブディスクは、ホットリロケーション後に手動でも移動できます。
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p.457 の 「再配置されたサブディスクの移動」 を参照してください。

サブディスクの分割
サブディスクの分割とは、既存のサブディスクを 2 つの異なるサブディスクに分けることを
指します。サブディスクを分割するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] -s size split subdisk newsd1 newsd2

ここで、subdisk はもとのサブディスクの名前、newsd1 は作成する 2 つのサブディスクの
うち 1 つ目のサブディスクの名前、newsd2 は作成する 2 つ目のサブディスクの名前で
す。
-s オプションには、作成する 2 つのサブディスクのうち、1 つ目のサブディスクのサイズ

を指定する必要があります。2 つ目のサブディスクは、もとのサブディスクが使っていた領
域の残りの部分を占有します。
もとのサブディスクがタスクの実行前にプレックスと関連付けられている場合、作成された
サブディスクは両方とも、分割の完了時に同じプレックスと関連付けられます。
もとのサブディスクを 3 つ以上のサブディスクに分割する場合は、作成されたサブディス
クに対して必要な回数だけコマンドを繰り返します。
たとえば、2000 MB のサブディスク mydg03-02 を、ディスクグループ mydg 内のサブディ
スク mydg03-02、mydg03-03、mydg03-04 および mydg03-05 に分割し、各サイズを 500
MB にするには、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg -s 1000m split mydg03-02 mydg03-02 mydg03-04
# vxsd -g mydg -s 500m split mydg03-02 mydg03-02 mydg03-03
# vxsd -g mydg -s 500m split mydg03-04 mydg03-04 mydg03-05

サブディスクの結合
サブディスクの結合とは、2 つ以上の既存のサブディスクをまとめて 1 つのサブディスク
を作成することを指します。サブディスクを結合するには、サブディスクが同じディスク上
で連続している必要があります。選択したサブディスクに関連付けが設定されている場合
は、各サブディスクが同じプレックスと関連付けられており、そのプレックス内で連続して
いる必要があります。複数のサブディスクを結合するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] join subdisk1 subdisk2 ... new_subdisk

たとえば、連続するサブディスク mydg03-02、mydg03-03、mydg03-04 および mydg03-05
を、ディスクグループ mydg 内のサブディスク mydg03-02 として結合するには、次のコマ
ンドを使います。
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# vxsd -g mydg join mydg03-02 mydg03-03 mydg03-04 mydg03-05 ¥
mydg03-02

サブディスクとプレックスの関連付け
サブディスクをプレックスと関連付けると、プレックス内の特定のオフセットに、サブディス
クに応じた一定量のディスク領域が配置されます。サブディスクの占有領域は、完全に別
のサブディスクの占有領域と重ならないようにする必要があります。サブディスクをプレッ
クスと関連付ける方法は、設定全体の状態によって異なります。
特定のプレックスに必要なサブディスクがすべて作成済みである場合、プレックス作成時
にサブディスクを関連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] plex plex sd=subdisk,...

たとえば、プレックス home-1 を作成し、ディスクグループ mydg 内のサブディスク
mydg02-01、mydg02-00、mydg02-02 をプレックス home-1 と関連付けるには、次のコマ
ンドを使います。
# vxmake -g mydg plex home-1 sd=mydg02-01,mydg02-00,mydg02-02

サブディスクは、オフセット 0 から順に関連付けられます。このタイプのコマンドを使うと、
複数のコマンドを指定してプレックスを作成し、さらにそのプレックスと各サブディスクを関
連付ける操作が必要なくなります。この例では、サブディスクは（sd= の右側に）リストした
順番でプレックスと関連付けられます。mydg02-01 として定義されたディスク領域が 1 番
目、mydg02-00 が 2 番目、mydg02-02 が 3 番目です。初回設定時には、この方法でサ
ブディスクを関連付けると便利です。
サブディスクは既存のプレックスと関連付けることもできます。1 つ以上のサブディスクを
既存のプレックスと関連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] assoc plex subdisk1 [subdisk2 subdisk3 ...]

たとえば、サブディスク mydg02-01、mydg02-00、mydg02-02 を、プレックス home-1 と関
連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg assoc home-1 mydg02-01 mydg02-00 mydg02-01

プレックスが空でない場合は、コマンドに -l オプションを指定した場合を除き、プレックス
と関連付けられているサブディスクの後に新しいサブディスクが追加されます。-l オプ
ションを指定した場合は、プレックス内の特定のオフセットにサブディスクが関連付けられ
ます。
-l オプションが必要となるのは、特定ボリューム用の既成のスパースプレックス（サブディ

スクにマップされないアドレス領域が存在するプレックス）を完全なプレックスにする場合
です。プレックスを完全にするには、スパースプレックスの空白部分と正確に一致するサ
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イズのサブディスクを作成する必要があります。次に、プレックス内の空白部分の先頭を
offset に指定し、次のコマンドを使ってサブディスクとプレックスを関連付けます。
# vxsd [-g diskgroup] -l offset assoc sparse_plex exact_size_subdisk

メモ: サブディスクは、正確なサイズになっている必要があります。VxVM では、2 つのサ
ブディスクに定義した領域をプレックス内で重複させることはできません。
ストライプ化プレックスや RAID 5 プレックスの場合、サブディスクを追加するカラム番号
やカラムオフセットを指定するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] -l column_#/offset assoc plex subdisk ...

ストライプ化プレックスで、-l オプションに指定されている数字が 1 つのみの場合、この
数字はカラム番号と解釈され、サブディスクはそのカラムの末尾に関連付けられます。
ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュームにおいて N 個の各カラムの末尾に M 個の
サブディスクを追加する場合は、次の形式で vxsd コマンドを使うこともできます。
# vxsd [-g diskgroup] assoc plex subdisk1:0 ... subdiskM:N-1

次の例は、ディスクグループ mydg 内のストライプ化プレックス vol-01 において 3 つの
カラムの末尾に 3 つのサブディスクを追加する方法を示しています。
# vxsd -g mydg assoc vol01-01 mydg10-01:0 mydg11-01:1 mydg12-01:2

サブディスクがプレックス内の空白部分を満たしている（ボリュームの論理アドレス領域を
サブディスクがマップしている）処理中、そのサブディスクは無効と見なされます。ボリュー
ムが有効な場合は、関連付け操作によってサブディスク上のデータが再生成されます。
ボリュームが有効でない場合は、サブディスクは無効とマークされ、ボリュームの起動時
に修復されます。

ログサブディスクの関連付け
ログサブディスクは、DRL（dirty region logging）が有効になっているボリュームを構成
するプレックスの 1 つとして定義され、追加されます。DRL は、ボリュームがミラーボリュー
ムであり、1 つ以上のサブディスクを保有する場合に有効になります。
警告: 1 つのプレックスと関連付けられるログサブディスクは 1 つのみです。このログサブ
ディスクには頻繁に書き込みが行われるため、使用頻度の高くないディスクに配置するよ
う注意が必要です。使用頻度の高いディスク上にログサブディスクを配置するとシステム
の処理効率が低下する場合があります。
p.57 の 「DRL」 を参照してください。
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p.486 の 「クラスタ環境での DRL」 を参照してください。
ログサブディスクは、通常のプレックスポリシーに関しては無視され、DRL の保持にのみ
使われます。
警告: バージョン 20 の DCO ボリュームのレイアウト内には DRL の領域が含まれます。
バージョン 20 の DCO ボリュームが関連付けられたボリュームのあるログサブディスクを
操作するための手順は実行しないでください。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
ログサブディスクを既存のプレックスに関連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] aslog plex subdisk

ここで subdisk は、ログサブディスクに使う名前です。プレックスは、DRL（dirty region
logging）が有効になる前にミラーボリュームと関連付けておく必要があります。
たとえば、ログサブディスク mydg02-01 を、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01
にすでに関連付けられているプレックス vol01-02 と関連付けるには、次のコマンドを使
います。
# vxsd -g mydg aslog vol01-02 mydg02-01

次のコマンドを使って、ログサブディスクを既存のボリュームに追加することもできます。
# vxassist [-g diskgroup] addlog volume disk

このコマンドを実行すると、指定ボリュームの指定ディスク上のログプレックス内に、ログサ
ブディスクが自動的に作成されます。

サブディスクとプレックスの関連付け解除
サブディスクと、サブディスクが属するプレックスの間に形成された関係を絶つには、サブ
ディスクとプレックスの関連付けを解除します。サブディスクを削除したり別のプレックスで
使うと、そのサブディスクの関連付けは解除されます。サブディスクの関連付けを解除す
るには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] [-o force] dis subdisk

たとえば、サブディスク mydg02-01 に対して、ディスクグループ mydg 内の、現在関連付
けられているプレックスとの関連付けを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg dis mydg02-01
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さらに、関連付けを解除したサブディスクを VxVM の制御下から削除するには、次の形
式でコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] -o rm dis subdisk

警告: サブディスクがボリュームのアドレス領域をマップしているときに、関連付けを解除
するとボリュームが DEGRADED モードになる場合があります。この場合、vxsd dis コマ
ンドを実行すると警告が表示され、操作を完了するには -o force オプションを使って強
制的に実行する必要があります。他に同じストライプ上の別のサブディスクが使用不可で
あるか見つからず、ボリュームが空かつ DISABLED カーネル状態でないためにサブディ
スクを削除するとボリュームが使えなくなる場合もあります。この操作は実行できません。

サブディスクの削除
サブディスクを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] rm subdisk

たとえば、サブディスク mydg02-01 をディスクグループ mydg から削除するには、次のコ
マンドを使います。
# vxedit -g mydg rm mydg02-01

サブディスクの属性変更
警告: データの損失を回避するには、細心の注意を払ってサブディスクの属性を変更し
てください。
vxedit コマンドは、サブディスクとその他の VxVM オブジェクトの属性を変更します。サ

ブディスクの属性を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set attribute=value ... subdisk ...

vxedit を使って変更できるサブディスクのフィールドは次のとおりです。
■ name
■ putiln
■ tutiln
■ len
■ comment
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putiln フィールドの属性は再ブート後も保持されます。tutiln フィールドは一時的で

あり、再ブート時に保持されません。putil0 および tutil0 ユーティリティフィールドは、
VxVM によって設定されます。Veritas Enterprise Administrator（VEA）など、他のシ
マンテック製品では、putil1 フィールドおよび tutil1 フィールドが設定されます。putil2
と tutil2 は、ユーザーが独自の目的に使えます。サイズフィールドである len は、サブ
ディスクの関連付けが解除されている場合にのみ変更できます。
たとえば、ディスクグループ mydg 内のサブディスク mydg02-01 の comment フィールド
を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxedit -g mydg set comment="subdisk comment" mydg02-01

特定のサブディスクがプレックスと関連付けられないようにするには、次のコマンドのよう
に、putil0 フィールドに null でない文字列を設定します。
# vxedit -g mydg set putil0="DO-NOT-USE" mydg02-01
vxedit（1M）マニュアルページを参照してください。
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6
プレックスの作成と管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

プレックスについて

■

プレックスの作成

■

ストライプ化プレックスの作成

■

プレックス情報の表示

■

プレックスの接続および関連付け

■

プレックスのオフライン化

■

プレックスの関連付け解除

■

プレックスの再接続

■

プレックスの移動

■

プレックスのコピー

■

プレックスの関連付け解除と削除

■

プレックスの属性変更

プレックスについて
プレックスとは、物理ディスクサイズなどの制約を受けないディスク領域エリアを作成する
論理サブディスク群です。ディスクデータの複製（ミラー）は、1 つのボリュームに複数の
データプレックスを作成することによって設定されます。ミラーボリューム内の各データプ
レックスには、ボリュームデータと同一のコピーが格納されます。各データプレックスは他
のプレックスとは別のディスクに存在する必要があるため、ミラー化によって複製を作成す
ると、ディスクサブシステムの障害が 1 カ所で起きる場合に、データの損失を回避するこ
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とができます。複数のデータプレックスの場合も、データの統合性や信頼性が向上しま
す。
プレックスは、vxassist コマンドまたは Veritas Enterprise Administrator（VEA）を
使ってボリュームを作成すると、自動的に作成されます。
p.263 の 「サブディスクについて」 を参照してください。
p.291 の 「ボリュームの作成」 を参照してください。
メモ: 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。

プレックスの作成
プレックスなどの VxVM オブジェクトの作成には、vxmake コマンドを使います。プレック
スを作成するときには、プレックスに関連付けるサブディスクを指定する必要があります。
既存のサブディスクからプレックスを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] plex plex sd=subdisk1[,subdisk2,...]

たとえば、ディスクグループ mydg 内の既存の 2 つのサブディスク mydg02-01 と
mydg02-02 を使って、コンカチネイテッドプレックス vol01-02 を作成するには、次のコ
マンドを使います。
# vxmake -g mydg plex vol01-02 sd=mydg02-01,mydg02-02

ストライプ化プレックスの作成
ストライプ化プレックスを作成するには、属性を追加して指定する必要があります。たとえ
ば、ディスクグループ mydg に、ストライプ幅が 32 セクタ、2 カラムのストライプ化プレック
ス pl-01 を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg plex pl-01 layout=stripe stwidth=32 ncolumn=2 ¥
sd=mydg01-01,mydg02-01

プレックスを使ってボリュームを構築するには、プレックスとボリュームを関連付ける必要
があります。
p.279 の 「プレックスの接続および関連付け」 を参照してください。
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プレックス情報の表示
プレックスを一覧表示するとボリュームの構築に使える空きプレックスを確認できます。す
べてのプレックスについての情報を一覧表示するには、vxprint コマンドにプレックス
（-p）オプションを使います。
システムのすべてのプレックスに関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxprint -lp

特定のプレックスに関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -l plex
-t オプションは、プレックスに関する情報を 1 行で出力します。空きプレックスを一覧表

示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint -pt

次の項では、vxprint 出力の［状態（STATE）］フィールドに表示される可能性のある各
種プレックス状態が示す内容を説明します。

プレックス状態
プレックス状態は、プレックスが完全であるかどうか、またボリュームの内容と同一のコピー
（ミラー）であるかどうかを表します。VxVM ユーティリティは、プレックス状態を自動的に
管理します。ただし、変更したボリュームの内容が書き込みできない場合や、プレックスが
そのボリュームと関連付けられている場合、ユーザーはプレックスの状態を変更できます。
たとえば、あるプレックスを配置したディスク上で障害が発生し始めた場合、そのプレック
スを一時的に無効にすることができます。
プレックスをあらかじめボリュームに関連付ける必要はありません。プレックスは、vxmake
plex コマンドで作成してから、後でボリュームに接続できます。
VxVM ユーティリティではプレックス状態を次の目的で使います。
■

ボリュームの内容が初期化され認識されている状態になっているかどうか示す

■

プレックスにボリュームの内容の有効なコピー（ミラー）が含まれているかどうかを判別
する

■

システム障害時に使われていたプレックスを追跡する

■

プレックスに対する操作を監視する

この項では、個別のプレックス状態を詳しく説明します。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
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表 6-1 に、プレックスに関連付けられる状態を示します。
表 6-1

プレックス状態

State

説明

ACTIVE

プレックスが ACTIVE 状態になるのは、次の場合があります。
ボリュームが起動しており、プレックスが通常のボリューム入出力に完全
に関与している（ボリュームの内容が変更されるとプレックスの内容が変
更される）場合
■ システムクラッシュの結果ボリュームが停止しており、クラッシュ時にプレッ
クスが ACTIVE だった場合
■

後者の場合、システム障害によりプレックスの内容は不整合な状態のまま残
ります。ボリュームの起動時に、VxVM はリカバリ作業を行い、ACTIVE と設
定されたプレックスの内容が同じになるようにします。
システムが正常に実行されている場合、ACTIVE はあらゆるボリュームおよ
びプレックスで最もよく目にする状態です。
CLEAN

プレックスが CLEAN 状態になるのは、プレックスにボリュームの内容と同一
のコピー（ミラー）が含まれていることがわかっており、ボリュームが何らかの
操作により無効になっている場合です。その結果、ボリュームのすべてのプ
レックスが CLEAN 状態である場合、ボリュームの起動時にすべてのプレッ
クスを一致させるための操作は不要です。

DCOSNP

この状態は、ボリュームに接続しているデータ変更オブジェクト（DCO）プレッ
クスをスナップショットプレックスが使うことにより、スナップショット操作中に
DCO ボリュームを作成していることを表します。

EMPTY

ボリュームを作成すると、ボリュームに関連付けられたプレックスはすべて
EMPTY 状態に設定され、プレックスが初期化されていないことが示されま
す。

IOFAIL

IOFAIL プレックス状態は永続状態ログと関連付けられています。
vxconfigd デーモンでは、修正不可能な I/O 障害を ACTIVE プレックス
上で検出すると、このプレックスを IOFAIL 状態にし、ボリューム起動時のリ
カバリ選択プロセスでそのプレックスが選択されないようにします。
この状態は、プレックスの内容がボリュームと同期しておらず、完全なリカバ
リが必要であることを表します。このプレックスと関連付けられている 1 つ以
上のディスクを交換する必要がある可能性があります。

LOG

DRL（dirty region logging）プレックスまたは RAID 5 ログプレックスは常に
LOG に設定されます。
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State

説明

OFFLINE

vxmend off タスクは、プレックスを OFFLINE 状態に設定して、ボリューム
からプレックスを完全に切断します。切断したプレックスはボリュームとの関
連付けを保持したままですが、ボリュームに変更が加えられても OFFLINE
プレックスは更新されません。プレックスがオンラインになり vxplex att
で再接続されるまで、そのプレックスは更新されません。プレックスがオンラ
インになり、再接続されると、そのプレックスは STALE 状態になり、次に
vxvol start 操作を実行する際にプレックスの内容のリカバリが実行され
ます。

SNAPATT

この状態は、snapstart 操作による接続処理中のスナップショットプレックス
を表します。接続が完了すると、プレックスの状態は SNAPDONE になりま
す。接続が完了する前にシステム障害が発生した場合、プレックスとそのサ
ブディスクはすべて削除されます。

SNAPDIS

この状態は、接続処理が完了したスナップショットプレックスを表します。この
状態のプレックスは、vxplex snapshot コマンドでスナップショットボリュー
ムに変更することができます。接続が完了する前にシステム障害が発生した
場合、プレックスとボリュームの関連付けは解除されます。
vxplex（1M）マニュアルページを参照してください。

SNAPDONE

SNAPDONE プレックス状態は、スナップショットプレックスが vxassist
snapshot を使ってスナップショットを実行する準備ができていることを表し
ます。

SNAPTMP

SNAPTMP プレックス状態は、ボリュームでスナップショットの準備ができて
いるときに vxassist snapstart 操作が実行中であることを表します。

STALE

プレックスが保持するボリューム内容が不完全または最新のものではない可
能性がある場合、このプレックスは STALE 状態になります。プレックス上で
I/O エラーが発生した場合も、カーネルによってそのプレックスの内容の使
用および更新が停止され、プレックスは STALE 状態に設定されます。
vxplex att 操作では、ACTIVE プレックスから STALE プレックスの内容
が修復されます。原子コピー操作では、ボリュームの内容が STALE プレッ
クスにコピーされます。システム管理者は、vxplex det 操作により、プレッ
クスを強制的に STALE 状態に設定することができます。

277

278

第 6 章 プレックスの作成と管理
プレックス情報の表示

State

説明

TEMP

プレックスを TEMP 状態に設定すると、原子操作を正しく実行できない一定
のプレックス操作が容易になります。たとえば、あるプレックスを有効なボ
リュームに接続するには、プレックスが完全に接続される前に、ボリューム内
容をプレックスにコピーする必要が生じる場合があります。
ユーティリティによって、このような操作の開始時にはプレックスが TEMP 状
態に設定され、操作終了時には適切な状態に設定されます。何らかの理由
でシステムに障害が発生した場合、TEMP プレックス状態により操作が未完
了であることが示されます。後で、vxvol start を実行すると、TEMP 状
態のプレックスの関連付けは解除されます。

TEMPRM

TEMPRM プレックス状態は、TEMP 状態と似ていますが、操作が完了する
と、TEMPRM プレックスは削除されます。サブディスク操作には、一時プレッ
クスが必要なものもあります。たとえば、あるサブディスクをプレックスと関連
付けると、実際にサブディスクを関連付ける前に、サブディスクをボリューム
内容に合わせて更新することが必要な場合があります。更新する際には、操
作が完了し、TEMPRM プレックスが削除されるまで、サブディスクを
TEMPRM 状態の一時プレックスと関連付ける必要があります。
何らかの理由でシステムに障害が発生した場合、TEMPRM 状態で操作が
正常に完了しなかったことが示されます。後の操作により、TEMPRM プレッ
クスは関連付けが解除され、削除されます。

TEMPRMSD

TEMPRMSD プレックス状態は、新しいデータプレックスをボリュームに接続
するときに vxassist によって使われます。同期化の操作が完了しない場
合、プレックスとそのサブディスクは削除されます。

プレックス状態フラグ
表 6-2 に、vxprint により STATE フィールドに表示されるプレックス状態フラグを示しま
す。
表 6-2

プレックス状態フラグ

状態フラグ

説明

IOFAIL

通常のボリューム入出力時に入出力障害が検出されたため、プレックスが切
断されています。このプレックスの内容はボリュームと同期していないため、
完全なリカバリ処理が必要です。この状態が検出されると、多くの場合は、
システムに存在するディスクをいずれか 1 つ交換する必要があります。

NODAREC

プレックス内のいずれかのサブディスクに対応する物理ディスクが見つかり
ません。これは、物理ディスクに障害が発生して認識できなくなったか、物理
ディスクが既知のアクセスパスに接続されていないことを意味します。この場
合プレックスは、状況が解決するか、影響を受けたサブディスクの関連付け
が解除されるまで、使えません。
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状態フラグ

説明

NODEVICE

プレックスに関連付けられているサブディスクのディスクメディアレコードで、
ディスク ID に対応する物理デバイスが見つかりません。この場合プレックス
は、状況が解決するか、影響を受けたサブディスクの関連付けが解除される
まで、使えません。

RECOVER

ディスクメディアレコードの 1 つに対応するディスクを交換したか、再接続が
遅かったため、ボリュームとプレックスの内容が同期していません。このプレッ
クスを同じボリュームの別のプレックスから完全に修復して内容を同期化す
る必要があります。

REMOVED

プレックスに関連付けられたサブディスクの 1 つが削除された場合に、ディ
スクメディアレコードに設定されます。この場合プレックスは、状況が解決す
るか、影響を受けたサブディスクの関連付けが解除されるまで、使えません。

プレックスカーネル状態
プレックスカーネル状態は、プレックスを監視するボリュームドライバがプレックスディスク
にアクセス可能であることを表します。
これらの状態の設定にはユーザーの操作は不要であり、状態は内部的に保守されます。
正常に動作しているシステム上では、すべてのプレックスが有効です。
表 6-3 に、プレックスカーネル状態を示します。
表 6-3

プレックスカーネル状態

カーネル状態

説明

DETACHED

プレックスデバイスが保守のために実行されています。ボリュームに対する
書き込み要求はすべて、プレックスには反映されません。ボリュームからの
読み取り要求は、プレックスでは受け入れられません。プレックス操作および
ioctl 関数呼び出しは受け入れられます。

DISABLED

プレックスデバイスはオフラインであり、アクセスできません。

ENABLED

プレックスデバイスはオンラインです。ボリュームに対する書き込み要求はプ
レックスに反映されます。ボリュームからの読み取り要求は、プレックスで受
け入れられます。プレックスがスパースである場合、これは SPARSE 修飾子
が vxprint -t コマンドの出力に表示されることで示されます。

プレックスの接続および関連付け
プレックスをボリュームに接続すると、そのボリュームに対して有効なプレックスになります
（プレックスを接続すると、プレックスとボリュームが関連付けられ、プレックスが使用可能
になります）。プレックスを既存のボリュームと接続するには、次のコマンドを使います。
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# vxplex [-g diskgroup] att volume plex

たとえば、プレックス vol01-02 を、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 に接
続するには、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg att vol01 vol01-02

ボリュームが存在しない場合、次のコマンドでボリュームを作成すると、1 つ（あるいは複
数の）プレックスをボリュームと関連付けることができます。
# vxmake [-g diskgroup] -U usetype vol volume plex=plex1[,plex2...]

たとえば、ミラー化された fsgen-type ボリュームの home を作成し、既存の 2 つのプ
レックス home-1 と home-2 を home と関連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg -U fsgen vol home plex=home-1,home-2

データプレックスを既存のボリュームのミラーとして追加するには、コマンド vxassist
mirror volume を使うこともできます。

プレックスのオフライン化
いったんボリュームが作成され、オンライン ENABLED 状態に設定されると、VxVM ではプ
レックスをそのボリュームから一時的に切断できます。これは、たとえば、プレックスの存在
するハードウェアを修理する必要がある場合や、ボリュームが起動不可能であり、このボ
リュームを復旧させるためソースプレックスを手動で選択する必要がある場合などに便利
です。
ディスクやシステム障害の解決には、ボリュームをオフライン化したり、プレックスを接続お
よび切断する作業が含まれます。ディスク障害を解決するのに使うコマンドは vxmend お
よび vxplex の 2 つです。
プレックスのサブディスクが格納されている物理ディスク上で、修復や保守を実行するた
めにプレックスを OFFLINE 状態にするには、次のコマンドを使います。
# vxmend [-g diskgroup] off plex

ディスクがヘッドクラッシュした場合、影響を受けたディスク上に、関連付けられているサ
ブディスクを保有するプレックスをすべて OFFLINE 状態に設定します。たとえば、ディス
クグループ mydg 内のプレックス vol01-02 および vol02-02 が修理が必要なドライブ上
にサブディスクを保有している場合、次のコマンドによりプレックスをオフラインに設定しま
す。
# vxmend -g mydg off vol01-02 vol02-02
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このコマンドにより vol01-02 および vol02-02 は OFFLINE 状態になり、変更されるまで
この状態のままとなります。プレックスはシステムの再ブート時に自動的に修復されませ
ん。

プレックスの関連付け解除
ミラーボリューム内のデータプレックス 1 つを一時的に切断するには、次のコマンドを使
います。
# vxplex [-g diskgroup] det plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内のプレックス vol01-02 を一時的に切断して保守
モードにするには、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg det vol01-02

このコマンドでは、プレックスを一時的に切断しますが、プレックスとボリュームの関連付
けは維持されます。ただし、プレックスは、I/O 操作には使われません。前述のコマンドで
切断されたプレックスは、システムの再ブート時に修復されます。プレックスは、STALE 状
態に設定されます。その結果、該当するボリューム上で vxvol start コマンドを（たとえ
ば、システム再ブート時に）実行した場合、プレックスの内容は修復され、プレックスは
ACTIVE 状態に設定されます。
プレックスが再びボリュームの有効な部分になる準備が整った後、ボリュームに再接続で
きます。
p.281 の 「プレックスの再接続」 を参照してください。

プレックスの再接続
ディスクの修復や交換が完了し、再度使えるようになったら、プレックスを再びオンライン
に設定（プレックスを ACTIVE 状態に設定）する必要があります。プレックスを ACTIVE 状
態に設定するには、ボリュームの状態に応じて次の手順のいずれかを使います。
■

ボリュームが現在 ENABLED カーネル状態である場合、次のコマンドを使ってプレック
スを再接続します。
# vxplex [-g diskgroup] att volume plex ...

たとえば、プレックス vol01-02 を、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 に
接続するには、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg att vol01 vol01-02
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OFFLINE 状態のプレックスが再び ACTIVE 状態になると、このコマンドによりプレック

スの内容のリカバリが開始され、復旧が完了すると、プレックスは ACTIVE 状態に設定
されます。
■

ボリュームが使われていない（ENABLED カーネル状態ではない）場合、次のコマンド
を使ってプレックスが使えるように再度有効にします。
# vxmend [-g diskgroup] on plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内のプレックス vol01-02 を再度有効にするには、
次のように入力します。
# vxmend -g mydg on vol01-02

この場合、vol01-02 は STALE 状態に設定されます。ボリュームを次回起動するとき
には、プレックス上のデータが別のプレックスから修復され、プレックスが ACTIVE 状
態に設定された状態でボリュームに組み込まれます。
vxinfo コマンドによりボリュームが Unstartable と表示された場合、次のコマンドを
使ってプレックスのいずれかを CLEAN 状態に設定します。
# vxmend [-g diskgroup] fix clean plex

次のコマンドを使ってボリュームを起動します。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

プレックスの移動
プレックスを移動すると、データの内容がもとのプレックスから新しいプレックスへコピーさ
れます。プレックスを移動するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] mv original_plex new_plex

移動タスクを正しく行うためには、次の条件を満たす必要があります。
■

移動元のプレックスが ACTIVE 状態（ENABLED カーネル状態）ボリュームの有効な部
分の 1 つであること。

■

移動先のプレックスが移動元のプレックス以上のサイズであること。

■

移動先のプレックスが別のボリュームと関連付けられていないこと。

プレックスのサイズによって、次のような影響が発生します。
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■

移動先のプレックスが移動元のプレックスより小さいか、より空白が多い場合、移動元
のプレックス上のデータの不完全なコピーが作成されます。不完全なコピーが必要な
場合は、vxplex に -o force オプションを使います。

■

移動先のプレックスが移動元のプレックスより長いか、より空白が少ない場合、移動元
のプレックスのデータは移動先のプレックスへコピーされます。移動元のプレックス上
に存在せず、移動先のプレックスに表示される領域には、同じボリュームに関連付け
られている別の完全なプレックスがコピーされます。

■

移動先のプレックスがボリューム自体より長い場合、移動先のプレックスの領域で、ボ
リュームのサイズを超えた残りの領域は初期化されず、未使用のままになります。

プレックスのコピー
このタスクではボリュームの内容が指定したプレックスへコピーされます。コピーするボ
リュームは有効な状態ではない必要があります。プレックスは別のボリュームと関連付け
ることはできません。プレックスをコピーするには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] cp volume new_plex

コピータスクを完了しても、new_plex は指定したボリューム volume と関連付けられてい
ません。プレックスには、ボリュームデータの完全なコピーが格納されています。コピーさ
れるプレックスは、ボリュームと同じか、それより大きいサイズである必要があります。コピー
されるプレックスがボリュームよりも大きい場合、データの不完全なコピーが作成されます。
同様の理由で、new_plex にはスパースプレックスを指定できません。

プレックスの関連付け解除と削除
プレックスが必要でなくなった場合、プレックスとボリュームの関連付けを解除し、プレック
スを VxVM から削除することができます。プレックスの削除が必要な場合として、次の理
由が考えられます。
■

空きディスク領域を確保するため。

■

ボリューム内のミラー数を減らして、別のミラーやミラーに関連付けられているボリュー
ムのサイズを大きくするため。プレックスやサブディスクを削除すると、その結果生じた
領域は別のボリュームに追加できます。

■

バックアップのために作成し、現在は不要になっている一時ミラーを削除するため。

■

プレックスのレイアウトを変更するため。

削除するプレックス上のデータを保存するには、プレックスの設定を認識しておく必要が
あります。その設定のパラメータ（ストライプユニットサイズやサブディスクの順番）は、同じ
データを含む新しいプレックスを作成する上で重要です。プレックスを削除する前に、プ
レックスの設定を記録しておいてください。
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p.275 の 「プレックス情報の表示」 を参照してください。
関連付けられたボリュームからプレックスの関連付けを解除し、VxVM からオブジェクトと
してプレックスを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o rm dis plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内のプレックス vol01-02 の関連付けを解除して削除
するには、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg -o rm dis vol01-02

このコマンドでは、プレックス vol01-02 および関連付けられたすべてのサブディスクが
削除されます。
先にプレックスやサブディスクの関連付けを解除し、その後で次のコマンドを使ってプレッ
クスやサブディスクを削除することもできます。
# vxplex [-g diskgroup] dis plex
# vxedit [-g diskgroup] -r rm plex

これらのコマンドを一緒に使うと、vxplex -o rm dis コマンドと同じ結果が得られます。
vxedit rm に -r オプションを指定すると、指定したオブジェクトから下方向へすべての
オブジェクトが再帰的に削除されます。このようにして、プレックスや関連付けられたサブ
ディスクを 1 つの vxedit コマンドで削除することができます。

プレックスの属性変更
警告: データの損失を回避するには、細心の注意を払ってプレックスの属性を変更してく
ださい。
vxedit コマンドは、プレックスや他の Volume Manager オブジェクトの属性を変更しま

す。プレックスの属性を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set attribute=value ... plex

vxedit コマンドを使って変更できるプレックスフィールドは次のとおりです。
■ name
■ putiln
■ tutiln
■ comment
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putiln フィールドの属性は再ブート後も保持されます。tutiln フィールドは一時的で

あり、再ブート時に保持されません。putil0 および tutil0 ユーティリティフィールドは、
VxVM によって設定されます。Veritas Enterprise Administrator（VEA）など、他のシ
マンテック製品では、putil1 フィールドおよび tutil1 フィールドが設定されます。putil2
と tutil2 は、ユーザーが独自の目的に使えます。
次の例に示されているコマンドでは［コメント（comment）］フィールドが設定され、tutil2
が設定されてサブディスクが使用中であることを示しています。
# vxedit -g mydg set comment="plex comment" tutil2="u" vol01-02

特定のプレックスがボリュームと関連付けられないようにするには、次のコマンドのように、
putil0 フィールドに null でない文字列を設定します。
# vxedit -g mydg set putil0="DO-NOT-USE" vol01-02
vxedit（1M）マニュアルページを参照してください。
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7
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。
■

ボリュームの作成について

■

ボリュームレイアウトのタイプ

■

ボリュームの作成

■

vxassist の使用

■

ボリュームの最大サイズの確認

■

ボリューム上のディスクグループアラインメントの制約

■

任意のディスクにおけるボリュームの作成

■

指定したディスクにおけるボリュームの作成

■

ミラーボリュームの作成

■

バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成

■

バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成

■

DRL が有効なボリュームの作成

■

ストライプボリュームの作成

■

ターゲット、コントローラまたはエンクロージャをまたがるミラーの作成

■

RAID 5 ボリュームの作成

■

タグ付きボリュームの作成

■

vxmake を使ったボリュームの作成

■

ボリュームの初期化と起動
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■

ボリュームヘのアクセス

ボリュームの作成について
ボリュームとは、データ管理システムからは物理ディスクパーティションデバイスのように見
える論理デバイスです。ボリュームを使うことにより、ハードウェア障害からのリカバリ、デー
タの可用性、処理効率およびストレージ設定を強化することができます。
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）機能を使うと、アプリケーションボリュー
ムの作成と管理を行うことができます。アプリケーションボリュームは、この章で説明する
従来の VxVM ボリュームと極めてよく似ています。ただし、機能の点で重大な違いがあ
るため、この 2 種類のボリュームに互換性はありません。
『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage Provisioning 管理者ガイド』を参
照してください。
ボリュームは、VxVM の仮想ディスクの概念を利用して作成されます。ファイルシステム
をボリュームに配置して、ディスク領域をファイルとディレクトリで編成できます。さらに、
データベースなどのアプリケーションを設定して、ボリューム上のデータを編成できます。
ボリュームを作成するには、そのボリュームのディスクやディスクグループを初期化し、
VxVM に定義する必要があります。
p.74 の 「ディスク管理について」 を参照してください。
p.208 の 「ディスクグループについて」 を参照してください。

ボリュームレイアウトのタイプ
VxVM は、次のレイアウトでボリュームを作成できます。
連結

サブディスクがプレックス内で順番に連続して配列されているボリュー
ム。1 つのディスク領域ではボリュームのための領域が足りない場合、
連結により 1 つまたは複数のディスクの複数の領域からボリュームを作
成できます。
p.36 の 「連結と分散」 を参照してください。

ストライプ

データを複数のディスクに均等に分散したボリューム。ストライプは、1
つのプレックスの複数のサブディスクに交互に均等に割り当てられる同
じサイズの断片です。ストライプ化プレックスには少なくとも 2 つのサブ
ディスクが含まれ、それぞれが別のディスクに存在する必要があります。
ストライプ化プレックスに使うディスク数が多いほど、スループットが向上
します。ストライプ化は、特定のサブディスクにトラフィック量が高い領域
が存在する場合に、I/O 負荷を分散させる役割も持っています。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。
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ミラー化

ボリュームに含まれる情報を複製する複数のデータプレックスを持つボ
リューム。ボリューム内のデータプレックスは 1 つでもかまいませんが、
真の意味でのミラー化を実現し、データの冗長性を確保するには、少な
くとも 2 つのデータプレックスが必要です。冗長性を有効に利用するに
は、各データプレックスが異なるディスクのディスク領域で構成されてい
る必要があります。
p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。

RAID-5

ストライプ化を使ってアレイ内の複数のディスクにデータとパリティを均
等に分散したボリューム。各ストライプには、パリティストライプユニットと
データストライプユニットが含まれています。ディスクの 1 つに障害が発
生しても、パリティを使ってデータを復元することができます。データア
クセスが発生するたびにパリティ情報を更新する必要があるため、RAID
5 ボリュームの書き込みスループットはストライプボリュームの処理効率
に比べて低くなります。ただし、データの冗長性の実装にパリティを使う
ため、ミラーボリュームに比べて必要なディスク領域は少なくなります。
p.44 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。

ミラー化ストライプ

ストライプ化プレックスと、それをミラー化した別のプレックスで設定され
るボリューム。このレイアウトでは、少なくとも 2 つのストライプ化用ディス
クと、1 つまたは複数のミラー化用ディスク（プレックスが単一プレックス
かストライプ化プレックスかによる）が必要です。このレイアウトの利点は、
データを複数のディスクに分散させることにより処理効率が向上し、か
つデータの冗長性が確保されることです。
p.42 の 「ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）」 を参
照してください。
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階層化ボリューム

別のボリュームで構成されるボリューム。非階層化ボリュームは、サブ
ディスクを VM ディスクにマッピングすることによって構成されます。階
層化ボリュームは、サブディスクをより下位のボリューム（ストレージボ
リューム）にマッピングすることによって、より複雑な形式の論理レイアウ
トを構成できます。階層化ボリュームの例としては、ストライプ化ミラーボ
リュームと連結ミラーボリュームがあります。
「階層化ボリューム」を参照してください。
ストライプ化ミラーボリュームは、複数のミラーボリュームをストライプボ
リュームのカラムとして設定することによって作成されます。このレイアウ
トには、非階層化ミラー化ストライプボリュームと同じ利点があります。さ
らに、このレイアウトでは、1 つのディスクに障害が発生してもストライプ
化プレックス全体がオフラインになるわけではないため、リカバリ時間が
短縮されます。
「ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID
10）」を参照してください。
連結ミラーボリュームは、複数のミラーボリュームを連結して作成されま
す。このレイアウトでは、1 つのディスクに障害が発生してもミラー全体
がオフラインになるわけではないため、リカバリ時間が短縮されます。

ボリュームでサポートされるログとマップ
Veritas Volume Manager では、次のタイプのログとマップをボリュームで使えます。
■

FastResync マップを使うと、ミラーを迅速かつ効率的に再同期できます。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
このマップは、メモリ（非永続 FastResync）または DCO ボリュームに属するディスク
（永続 FastResync）でサポートされます。サポートされる DCO ボリュームのタイプは
次の 2 つです。
■

バージョン 0 の DCO ボリュームでは、従来のサードミラーブレークオフタイプのボ
リュームスナップショットに対する永続 FastResync のみがサポートされます。
p.65 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.303 の 「バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してく
ださい。

■

VxVM 4.0 で導入されたバージョン 20 の DCO ボリュームでは、フルサイズインス
タントボリュームスナップショットおよび領域最適化インスタントボリュームスナップ
ショットに対する DRL ログ（次の項目を参照）と永続 FastResync がサポートされ
ます。
p.65 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.306 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してく
ださい。
p.351 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
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■

DRL（Dirty Region Log）を使うと、システムクラッシュ後にミラーボリュームを迅速にリ
カバリできます。
p.57 の 「DRL」 を参照してください。
このログは、DRL ログプレックス、またはバージョン 20 の DCO ボリュームの一部とし
てサポートされます。DRL が有効なボリュームを作成する方法については、次の項を
参照してください。
p.306 の 「DRL が有効なボリュームの作成」 を参照してください。
p.306 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してくだ
さい。

■

RAID 5 ログを使うと、RAID 5 ボリュームのリカバリ時のデータの破損を防止すること
ができます。
p.49 の 「RAID 5 ログ」 を参照してください。
このログは、RAID 5 ボリュームのカラムに使われるプレックス以外の、ディスク上のプ
レックスとして設定されます。
p.310 の 「RAID 5 ボリュームの作成」 を参照してください。

ボリュームの作成
ボリュームの作成には、汎用型アプローチ、支援型アプローチまたは ISP（Intelligent
Storage Provisioning）機能に備えられたルールベースのストレージ割り当てアプローチ
のいずれかを使えます。これらのアプローチではそれぞれ異なるツールを使いますが、
汎用型アプローチと支援型アプローチは自由に切り替えることができます。
メモ: 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。

汎用型アプローチ
汎用型アプローチは複数のコマンドで構成され、通常は詳細な入力が必要です。これら
のコマンドはビルディングブロックアプローチを使っており、特定の処理の実行に必要な
コマンドを手動で実行するためには、基礎となる構造やコンポーネントに関する専門的な
概念の知識が必要です。汎用型の操作は、複数の VxVM コマンドを使って実行されま
す。
汎用型アプローチを使ってボリュームを作成するには、次の手順を指定された順序で実
行します。
■ vxmake sd

を使ってサブディスクを作成します。

p.264 の 「サブディスクの作成」 を参照してください。
■ vxmake plex

を使ってプレックスを作成し、サブディスクと関連付けます。

p.274 の 「プレックスの作成」 を参照してください。
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p.267 の 「サブディスクとプレックスの関連付け」 を参照してください。
p.313 の 「vxmake を使ったボリュームの作成」 を参照してください。
■ vxmake vol

を使って、プレックスをボリュームに関連付けます。

p.313 の 「vxmake を使ったボリュームの作成」 を参照してください。
■ vxvol start

または vxvol init zero を使って、ボリュームを初期化します。

p.316 の 「vxmake を使って作成したボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
ボリューム説明ファイルと vxmake コマンドを使って、サブディスクとプレックスを作成する
手順と、プレックスをボリュームに関連付ける手順を組み合わせて実行できます。
p.314 の 「vxmake 設定ファイルを使ったボリュームの作成」 を参照してください。
p.313 の 「vxmake を使ったボリュームの作成」 を参照してください。

支援型アプローチ
支援型アプローチでは、実行する内容に関する情報の入力に基づいて必要な処理が実
行されます。このアプローチでは、ユーザーは最小限の入力しか要求されませんが、詳
細な指定をすることもできます。
支援型の操作は、主として vxassist コマンドまたは Veritas Enterprise Administrator
（VEA）を介して実行されます。vxassist と VEA では、目的のボリュームの基本属性を
入力するだけで、必要なプレックスとサブディスクを作成することができます。また、既存
のボリュームの変更に伴い、下位のオブジェクトまたは関連付けられたオブジェクトを自
動的に変更することもできます。
vxassist と VEA はいずれも、ユーザーが特定の値を指定しない限り、多くのボリューム

属性に対しデフォルト値を使います。vxassist や VEA は、VxVM の基礎となる概念を
完全に理解していなくても使えます。他の VxVM コマンドと競合したり、その使用を妨げ
ることはありません。vxassist や VEA で作成されたオブジェクトには、VxVM の他のコ
マンドやインターフェースで作成されたオブジェクトとの互換性、相互運用性があります。

vxassist の使用
vxassist ユーティリティを使うと、ボリュームの作成と変更を行えます。ボリュームの作成

や変更に関する基本必要条件を指定すると、vxassist によって必要な処理が実行され
ます。
汎用型アプローチではなく vxassist を使う場合、次の利点があります。
■

大多数のアクションは、1 つのコマンドを入力するだけで実行できます。

■ vxassist に指定するのは、最小限の情報のみです。必要に応じて、追加のパラメー

タを指定してアクションを変更したり、制御することができます。
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■

各操作による一連の設定変更の成否は、個々にではなくグループ単位で決まります。
システムクラッシュなどの割り込みが発生しても、クリーンアップが必要な中間状態の
ままになることはありません。vxassist は、エラーまたは例外条件を検出すると、操
作を実行する前の状態にシステムを戻してから終了します。

vxassist ユーティリティは、次の処理の実行を支援します。
■

ボリュームの作成

■

既存ボリュームのミラーの作成

■

既存ボリュームの拡張または縮小

■

ボリュームのオンラインバックアップ

■

ボリュームレイアウトのオンライン再設定

vxassist は、必要な情報の大部分をユーザー入力以外のソースから取得します。既存

のオブジェクトやそれらのレイアウトに関する情報は、オブジェクト自体から取得します。
新しいディスク領域を必要とする処理の場合、vxassist は使用可能なディスク領域を検
索します。その領域は、レイアウト指定に適合し、かつ空き領域を最大限に活用する設定
で割り当てられます。
vxassist コマンドの形式は次のとおりです。
# vxassist [options] keyword volume [attributes...]

ここで、keyword には実行する処理を指定します。vxassist キーワードの直後の引数
volume にはボリューム名を指定し、続いて必要なボリューム属性を指定します。たとえ
ば、キーワードとして make を指定すると、新規ボリュームを作成できます。
# vxassist [options] make volume length [attributes]

ボリュームのサイズは、接尾辞 s、k、m、g、t を使ってセクタ、KB、MB、GB、TB の単位で
指定できます。接尾辞が指定されていない場合、サイズの単位はセクタと見なされます。
vxintro（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの特性に応じて、適宜、追加属性を指定できます。たとえば、ストライプユニッ
トサイズ（ストライプ幅）、RAID 5 またはストライプボリュームのカラム数、ミラー数、ログ数、
ログタイプを指定できます。
vxassist コマンドは、デフォルトでは、一連のルールに従ってデフォルトのディスクグ

ループにボリュームを作成します。
p.210 の 「デフォルトのディスクグループの名前の付け方」 を参照してください。
別のディスクグループを使うには、vxassist に -g diskgroup オプションを指定します。
多数の vxassist キーワードと属性を利用できます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
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最も簡単なボリュームの作成方法はデフォルトの属性を使う方法です。
「任意のディスクにおけるボリュームの作成」
属性を指定して、vxassist による使用可能なストレージ領域の使い方を制御することに
よって、複雑なボリュームを作成できます。
p.297 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。

vxassist のデフォルト値の設定
vxassist コマンドが使うデフォルト値は、ファイル /etc/default/vxassist で指定で

きます。このファイルに記述されているデフォルト値は、コマンドラインまたは -d オプショ
ンを使って指定した別のデフォルトファイルで上書きされない限り有効です。デフォルト値
は、コマンドラインで指定された値が常に優先されます。また、vxassist には、他で指定
した値が見つからない場合に使う一連のデフォルト値も組み込まれています。
/etc/default ディレクトリと vxassist デフォルトファイルがシステムに存在していない

場合は、新たに作成する必要があります。
デフォルトファイルのエントリの形式は、改行で区切られた属性値ペアのリストです。これ
らの属性値ペアは、vxassist コマンドラインでオプションとして指定したものと同じです。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
/etc/default/vxassist ファイルに指定されているデフォルト属性を表示するには、

次の形式の vxassist コマンドを使います。
# vxassist help showattrs

次に、vxassist デフォルトファイルの例を示します。
#
#
#
#
#

By default:
create unmirrored, unstriped volumes
allow allocations to span drives
with RAID-5 create a log, with mirroring don't create a log
align allocations on cylinder boundaries
layout=nomirror,nostripe,span,nocontig,raid5log,noregionlog,
diskalign

#

use the fsgen usage type, except when creating RAID-5 volumes
usetype=fsgen
allow only root access to a volume
mode=u=rw,g=,o=
user=root
group=root

#
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#
#
#
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when mirroring, create two mirrors
nmirror=2
for regular striping, by default create between 2 and 8 stripe
columns
max_nstripe=8
min_nstripe=2

#

for RAID-5, by default create between 3 and 8 stripe columns
max_nraid5stripe=8
min_nraid5stripe=3

#

by default, create 1 log copy for both mirroring and RAID-5 volumes
nregionlog=1
nraid5log=1

#

by default, limit mirroring log lengths to 32Kbytes
max_regionloglen=32k

#

use 64K as the default stripe unit size for regular volumes
stripe_stwid=64k

#

use 16K as the default stripe unit size for RAID-5 volumes
raid5_stwid=16k

プレックス接続時の SmartMove™ 機能の使用
VxVM ボリュームに VxFS ファイルシステムがマウントされている特定のケースでは、
SmartMove 機能を使うと、既存の VxVM のボリュームにプレックスを接続または再接続
するために必要な時間と I/O が削減されます。SmartMove 機能は、VxFS の情報を使っ
て未使用のエクステントを検出し、それをコピーしないようにします。
SmartMove 機能を有効にするには、ファイル /etc/default/vxsf に
usefssmartmove=all を指定します。このチューニングパラメータはシステムレベルであ
り永続的です。したがって、サーバーごとに一度設定するだけで済みます。SmartMove
機能はデフォルトでは無効になっています。
SmartMove 機能は、vxplex、vxsd、または vxassist コマンドを使ってプレックスが接
続または再接続されるときに効果を発揮します。
メモ: SmartMove™ 機能の利点を得るには、ファイルシステムがマウントされている必要
があります。
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SmartMove 機能が有効になっている場合、ホストとストレージネットワークを経由してディ
スクまたは LUN に送信される I/O は減少します。SmartMove 機能を使えば、プレックス
の作成やアレイの移行を短時間で行うことができます。
SmartMove 機能は、従来の LUN からシンプロビジョニングされた LUN への移行や、
プロセス内での未使用スペースの削除を可能にします。
p.587 の 「シンプロビジョニングへの移行」 を参照してください。

ボリュームの最大サイズの確認
ディスクグループ内に作成できるボリュームの最大サイズを確認するには、次の形式の
vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] maxsize layout=layout [attributes]

たとえば、ディスクグループ dgrp 内に、5 つのカラムと 2 つのログを持つ RAID 5 ボリュー
ムを作成する場合の最大サイズを確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxassist -g dgrp maxsize layout=raid5 nlog=2

ボリューム作成時に vxassist コマンドが使うディスクを制限する場合は、ストレージ属性
を使います。
p.297 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。
作成可能な VxVM ボリュームの最大サイズは 256 TB です。

ボリューム上のディスクグループアラインメントの制約
ボリュームサイズとボリュームに適用されるサイズ属性の数値に対して、特定の制約が適
用されます。CDS（Cross-platform Data Sharing）機能との互換性を持つディスクグルー
プにボリュームを作成する場合は、ボリュームのサイズと、ログやストライプユニットなどの
オブジェクトのサイズを定義するボリューム属性の値を、アラインメント値 16 ブロック（8
KB）の整数倍にする必要があります。ディスクグループに CDS 機能との互換性がない場
合は、ボリュームのサイズおよびサイズの属性値を 1 ブロック（512 バイト）の倍数にする
必要があります。
ディスクグループ上に設定されたアラインメントのブロック単位の値を確認するには、次の
コマンドを使います。
# vxprint -g diskgroup -G -F %align

デフォルトでは、vxassist を使うと、自動的にボリュームサイズおよびサイズの属性値が
アラインメント値の倍数に切り上げられます（vxassist コマンドの追加の引数として
dgalign_checking=round 属性を指定した場合と同じになります）。
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vxassist に dgalign_checking=strict 属性を指定する際、指定したボリュームのサ

イズまたはサイズの属性値がディスクグループのアラインメント値の倍数でない場合、コマ
ンドは失敗しエラーが表示されます。

任意のディスクにおけるボリュームの作成
vxassist make コマンドは、デフォルトではディスク領域の 1 つまたは複数のセクション

を使う連結ボリュームを作成します。断片化されたディスク上で、使用可能な空きディスク
領域の個々のセクションよりも大きいボリュームを結合することができます。
デフォルトのレイアウトを変更するには、/etc/default/vxassist ファイルで定義され
た layout 属性の定義を編集します。
1 つのディスク上に十分な領域がない場合、vxassist は、スパンボリュームを作成しま
す。スパンボリュームは、複数のディスクに分散したディスク領域のセクションを持つ連結
ボリュームです。スパンボリュームは、複数のディスクの領域を使うため、システムのどの
ディスクよりも大きくすることができます。
デフォルトの連結ボリュームを作成するには、次の形式の vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、デフォルトディスクグループに 10 GB の連結ボリューム voldefault を作成す
るには、次のように指定します。
# vxassist -b make voldefault 10g

指定したディスクにおけるボリュームの作成
VxVM は、ユーザーが別途指定しない限り、各ボリュームを作成するディスクを自動的に
選択します。指定したディスク上にボリュームを作成する場合は、それらのディスクを VxVM
に指定する必要があります。このとき、複数のディスクを指定することができます。
指定したディスクにボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
[layout=layout] diskname ...

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスク mydg03 と mydg04 上に 5 GB のボリューム volspec を作成するには、
次のコマンドを使います。
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# vxassist -b -g mydg make volspec 5g mydg03 mydg04
vxassist コマンドでは、ストレージ属性を指定できます。ストレージ属性を指定すること

により、vxassist がボリュームの設定に使うディスクやコントローラなどのデバイスを制御
できます。たとえば、次のように指定してディスク mydg05 を除外することができます。
# vxassist -b -g mydg make volspec 5g ¥!mydg05

また、c2 コントローラ上のすべてのディスクを除外するには、次のように指定します。
# vxassist -b -g mydg make volspec 5g ¥!ctlr:c2

特定のディスクグループのディスクのみを使ってボリュームを作成する場合は、次の例の
ように vxassist に -g オプションを指定します。
# vxassist -g bigone -b make volmega 20g bigone10 bigone11

または、diskgroup 属性を使うこともできます。
# vxassist -b make volmega 20g diskgroup=bigone bigone10 ¥
bigone11

ストレージ属性で指定されるディスクは、ディスクグループに属している必要があります。
ディスクグループに属していない場合、vxassist はその指定されたディスクを使わずに
ボリュームを作成します。
ストレージ属性を使って、ボリュームの最大サイズを計算したり、ボリュームを拡張したり、
ボリュームからミラーやログを削除する場合などに vxassist が使うディスクを制御するこ
ともできます。次の例では、vxassist がディスクグループ dgrp 内のディスクを使って作
成できる RAID 5 ボリュームの最大サイズを計算する際に、ディスク dgrp07 と dgrp08 が
除外されます。
# vxassist -b -g dgrp maxsize layout=raid5 nlog=2 ¥!dgrp07 ¥!dgrp08

指定したストレージ上のボリュームのレイアウトも制御できます。
p.298 の 「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て
順次ディスク割り当てを行うと、領域の割り当てを完全に制御できます。この操作を実行
する場合、vxassist コマンドに指定するディスク数は、ボリュームの作成に必要なディス
ク数と一致させる必要があります。また、vxassist に指定するディスクの順番も重要で
す。
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ボリューム作成時に、vxassist に -o ordered オプションを指定すると、指定したスト
レージが次の順序で割り当てられます。
■

ディスクの連結

■

カラムの形成

■

ミラーの形成

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 内の 6 つのディスク上に 3
つのカラムと 2 つのミラーを持つミラー化ストライプボリュームが作成されます。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make mirstrvol 10g ¥
layout=mirror-stripe ncol=3 mydg01 mydg02 mydg03 mydg04 mydg05 mydg06

このコマンドは、最初のミラーのカラム 1、2、3 をディスク mydg01、mydg02、mydg03 に、
2 番目のミラーのカラム 1、2、3 をディスク mydg04、mydg05、mydg06 にそれぞれ配置し
ます。
図 7-1 に、順次ディスク割り当てを使ったミラー化ストライプボリュームの作成例を示しま
す。
順次ディスク割り当てを使ったミラー化ストライプボリュームの作成例

図 7-1
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ストライプボリューム
カラム 1

カラム 2

カラム 3

mydg01-01

mydg02-01

mydg03-01
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プレックス

ミラー
カラム 1
mydg04-01

カラム 2
mydg05-01

カラム 3
ストライプ化
mydg06-01
プレックス

階層化ボリュームに対しても、vxassist は、非階層化ボリュームと同じルールを適用し
てストレージを割り当てます。たとえば、次のコマンドは、2 つのカラムを持つストライプ化
ミラーボリュームを作成します。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make strmirvol 10g ¥
layout=stripe-mirror ncol=2 mydg01 mydg02 mydg03 mydg04

このコマンドは、カラム 1 のミラーをディスク mydg01 と mydg03 をまたがって作成し、カラ
ム 2 のミラーをディスク mydg02 と mydg04 をまたがって作成します。
図 7-2 に、順次ディスク割り当てを使ったストライプ化ミラーボリュームの作成例を示しま
す。
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順次ディスク割り当てを使ったストライプ化ミラーボリュームの作成例

図 7-2
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さらに、col_switch 属性を使って、ディスク上の領域をカラムに連結する方法を指定で
きます。たとえば、次のコマンドは、2 つのカラムを持つミラー化ストライプボリュームを作
成します。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make strmir2vol 10g ¥
layout=mirror-stripe ncol=2 col_switch=3g,2g ¥
mydg01 mydg02 mydg03 mydg04 mydg05 mydg06 mydg07 mydg08

このコマンドは、mydg01 の 3 ギガバイトと mydg02 の 2 ギガバイトをカラム 1 に割り当て、
mydg03 の 3 ギガバイトと mydg04 の 2 ギガバイトをカラム 2 に割り当てます。これらのカ
ラムのミラーも同じように mydg05 から mydg08 までに形成されます。
図 7-3 に、連結ディスク領域を使ったミラー化ストライプボリュームの作成例を示します。
連結ディスク領域を使ったミラー化ストライプボリュームの作成例

図 7-3
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コントローラ、エンクロージャ、ターゲットおよびトレイ用の他のストレージ指定クラスも順次
ディスク割り当てと同時に使えます。たとえば、次のコマンドは、指定のコントローラ間に
3 つのカラムを持つミラー化ストライプボリュームを作成します。
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# vxassist -b -g mydg -o ordered make mirstr2vol 80g ¥
layout=mirror-stripe ncol=3 ¥
ctlr:c1 ctlr:c2 ctlr:c3 ctlr:c4 ctlr:c5 ctlr:c6

このコマンドは、コントローラ c1 上のディスクの領域をカラム 1 に、コントローラ c2 上の
ディスクの領域をカラム 2 に、というように割り当てていきます。
図 7-4 に、ストレージ指定属性を使った、複数のコントローラをまたがるミラー化ストライプ
ボリュームの作成例を示します。
ストレージ指定属性を使った、複数のコントローラをまたがるミラー化
ストライプボリュームの作成例

図 7-4
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別の方法でも、複数のコントローラをまたがるミラーボリュームのレイアウトに関して
vxassist を制御できます。
p.309 の 「ターゲット、コントローラまたはエンクロージャをまたがるミラーの作成」 を参照し
てください。

ミラーボリュームの作成
ミラーボリュームは、複数のデータコピーを保持することにより、データの冗長性を確保し
ます。それぞれのコピー（すなわちミラー）は、ボリュームのもとのコピーや他のミラーとは
別のディスクに保管されます。ボリュームをミラー化しておくと、コンポーネントミラー内の
いずれかのディスクに障害が発生しても、データは消失しません。
ミラーボリュームを作成するには、ディスクグループにおいて、少なくともボリューム内のミ
ラー数と同じ数のディスク上に使用可能な領域が存在する必要があります。
新規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。
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# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=mirror [nmirror=number] [init=active]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスクグループ mydg にミラーボリューム volmir を作成するには、次のコマ
ンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make volmir 5g layout=mirror

2 つ（デフォルト）ではなく 3 つのミラーを保持するボリュームを作成するには、次のように
コマンドを変更します。
# vxassist -b -g mydg make volmir 5g layout=mirror nmirror=3

ミラー化連結ボリュームの作成
ミラー化連結ボリュームは、複数のコンカチネイテッドプレックスをミラー化します。連結ミ
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 [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=mirror-concat [nmirror=number]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
または、まず連結ボリュームを作成し、次にそれをミラー化することもできます。
p.327 の 「ボリュームへのミラーの追加」 を参照してください。

連結ミラーボリュームの作成
連結ミラーボリュームは、下位の複数のミラーボリュームを結合した階層化ボリュームの一
種です。連結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 [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=concat-mirror [nmirror=number]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
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バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作
成
データ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームをボリュームに関連付けると、このボ
リュームで永続 FastResync を使えるようになります。
p.67 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
バージョン 0 の DCO と DCO ボリュームレイアウトは、VxVM 3.2 で導入されました。バー
ジョン 0 のレイアウトでは、従来の（サードミラー）スナップショットはサポートされますが、
フルサイズインスタントスナップショット、領域最適化インスタントスナップショット、DCO ボ
リューム内に設定された DRL はサポートされません。
p.334 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
p.65 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.65 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.306 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。
システムクラッシュまたは再ブート後にミラーの高速再同期を実行するには、ミラーボリュー
ムで DRL（dirty region logging）も有効にする必要があります。
p.419 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
メモ: 永続 FastResync 機能を使うにはライセンスが必要です。ライセンスがない場合は、
DCO オブジェクトと DCO ボリュームの設定によって、スナップオブジェクトをもとのボリュー
ムやスナップショットボリュームに関連付けることができます。ただし、ライセンスがない場
合は、全体の再同期しか実行できません。
p.67 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
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バージョン 0 の DCO オブジェクトおよび DCO ボリュームが関連付けられたボリュームを
作成するには、次の手順を実行します。

1

ディスクグループがバージョン 90 にアップグレードされていることを確認します。ディ
スクグループのバージョンを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループをバージョン 90 にアップグレードするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdg -T 90 upgrade diskgroup

p.255 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

2

次のコマンドを使って、ボリュームを作成します（ボリュームに特定の特性を持たせる
ために、追加属性の指定が必要になる場合があります）。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=dco [ndcomirror=number] [dcolen=size] ¥
[fastresync=on] [other attributes]

非階層化ボリュームの場合、ミラー化された DCO ボリュームのデフォルトのプレック
ス数は、データボリューム内のプレックス数または 2 のうち、いずれか少ない方に等
しくなります。階層化ボリュームの場合、デフォルトの DCO プレックス数は常に 2 で
す。必要であれば、ndcomirror 属性を使って、別の数を指定することもできます。
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 面ミラーボリュームを作成する場合は、ndcomirror=3 と指定し
ます。
dcolen 属性を使って別のサイズを指定しない限り、各プレックスのサイズはデフォ

ルトで 132 ブロックになります。プレックスのサイズは 33 以上 2112 以下の 33 の倍
数で指定します。
デフォルトでは、新しく作成したボリュームでは FastResync は有効になっていませ
ん。ボリュームで FastResync を有効にする場合は、fastresync=on 属性を指定し
ます。DCO オブジェクトと DCO ボリュームがボリュームと関連付けられている場合は
永続 FastResync が有効になり、それ以外の場合は非永続 FastResync が有効に
なります。
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3

新規に作成されたボリュームで DRL またはシーケンシャル DRL のログを有効にす
るには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set logtype=drl|drlseq volume

特定のストレージにミラーボリュームを作成する際に順次ディスク割り当てを使う場
合、オプションの logdisk 属性を使って、専用のログプレックスを作成するディスク
を指定できます。ログの領域を割り当てるディスクを指定するには、次の形式の
vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] -o ordered make volume length ¥
layout=mirror logtype=log_type logdisk=disk[,disk,...] ¥
storage_attributes
logdisk 属性を指定しない場合、ログはボリュームのデータプレックスと同じディス

ク上に配置されます。
「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。
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バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作
成
バージョン 20 の DCO オブジェクトおよび DCO ボリュームが関連付けられたボリューム
を作成するには、次の手順を実行します。

1

ディスクグループが最新バージョンにアップグレードされていることを確認します。
ディスクグループのバージョンを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

p.255 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

2

次のコマンドを使って、ボリュームを作成します（ボリュームに特定の特性を持たせる
ために、追加属性の指定が必要になる場合があります）。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=dco dcoversion=20 [drl=on|sequential|off] ¥
[ndcomirror=number] [fastresync=on] [other attributes]

ボリュームで DRL（dirty region logging）を使う場合は、drl 属性の値を on に設定
します（これはデフォルトの設定です）。データベースログボリュームのように、ボリュー
ムへの書き込みが連続的に行われる場合は、この値を sequential に設定してシー
ケンシャル DRL を有効にします。DRL ログが DCO ボリューム内に作成されます。ロ
グの冗長性は、ndcomirror 属性で指定したミラー数で決まります。
新規に作成されたボリュームの永続 FastResync は、デフォルトでは有効ではありま
せん。ボリュームで永続 FastResync を有効にする場合は、fastresync=on 属性
を指定します。
p.334 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

DRL が有効なボリュームの作成
DRL（dirty region logging）を有効にすると、システムクラッシュ後のミラーボリュームの
リカバリが高速化されます。バージョン番号 20 から 100 のディスクグループ内に作成さ
れたボリュームで DRL を有効にするには、次の例に示すように vxassist make コマン
ドに logtype=drl 属性を指定します。
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# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=drl [nlog=n] [loglen=size] [other attributes]
nlog 属性を使うと、追加するログプレックスの数を指定できます。デフォルトでは、ログプ

レックスが 1 つ追加されます。loglen 属性には、ログのサイズを指定します。各ビットは
ボリューム内の 1 つの領域を表します。たとえば、64 KB の領域のサイズを持つ 10 GB
のボリュームを作成する場合は、ログのサイズを 20 K にする必要があります。
たとえば、ディスクグループ mydg に 2 つのログプレックスを保有する 10 GB のミラーボ
リューム vol02 を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg make vol02 10g layout=mirror logtype=drl ¥
nlog=2 nmirror=2

シーケンシャル DRL は、データベース REDO ログなど、データの逐次書き込みが行わ
れるボリュームに対してはダーティリージョン数を制限すると効果的です。バージョン番号
70 から 100 のディスクグループ内に作成されたボリュームでシーケンシャル DRL を有効
にするには、vxassist make コマンドに logtype=drlseq 属性を指定します。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=drlseq [nlog=n] [other attributes]

このボリュームで永続 FastResync の使用を有効にすることもできます。
p.303 の 「バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。
メモ: 旧形式の DRL ログプレックスでの操作は通常、バージョン番号が 110 未満のディ
スクグループ内に作成されたボリュームに適用されます。バージョン番号 110 以上のディ
スクグループ内に作成されたボリュームで DRL またはシーケンシャル DRL を有効にした
場合は、DRL ログは通常バージョン 20 の DCO ボリュームのプレックス内に作成されま
す。
p.306 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。

ストライプボリュームの作成
ストライプボリュームは、2 台以上の物理ディスク上に配置された 2 つ以上のサブディス
クからなる 1 つ以上のプレックスで構成されます。ストライプボリュームを作成するには、
ディスクグループにおいて、少なくともボリューム内のカラム数と同じ数のディスク上に使
用可能な領域が存在する必要があります。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。
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 [-b] [-g diskgroup] make volume length layout=stripe
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ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスクグループ mydg に 10 GB のストライプボリューム volzebra を作成する
には、次のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make volzebra 10g layout=stripe

このコマンドを実行すると、デフォルトのストライプユニットサイズ（64 KB）とデフォルトのス
トライプ数（2）でストライプボリュームが作成されます。
コマンドラインにディスク名を挿入して、ボリュームを作成するディスクを指定できます。た
とえば、3 つの特定のディスク mydg03、mydg04、mydg05 上に 30 GB の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 -b -g mydg make stripevol 30g layout=stripe ¥
mydg03 mydg04 mydg05

カラム数を変更する場合やストライプユニットサイズ（ストライプ幅）を変更する場合は、修
飾子 ncolumn または stripeunit を指定して vxassist を実行します。たとえば、次の
コマンドを実行すると、カラム数が 5 でストライプサイズが 32 KB のストライプボリュームが
作成されます。
# vxassist -b -g mydg make stripevol 30g layout=stripe ¥
stripeunit=32k ncol=5

ミラー化ストライプボリュームの作成
ミラー化ストライプボリュームは、複数のストライプデータプレックスをミラー化したもので
す。ミラー化ストライプボリュームを作成するには、ディスクグループにおいて、少なくとも
ボリューム内のミラー数にカラム数をかけたものと同数のディスク上に使用可能な領域が
存在する必要があります。
ストライプ化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 [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=mirror-stripe [nmirror=number_of_mirrors] ¥
[ncol=number_of_columns] [stripewidth=size]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
または、まずストライプボリュームを作成し、次にそれをミラー化することもできます。その
場合、追加のデータプレックスは、ストライプ化プレックスまたはコンカチネイテッドプレッ
クスのいずれかになります。
p.327 の 「ボリュームへのミラーの追加」 を参照してください。
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ストライプ化ミラーボリュームの作成
ストライプ化ミラーボリュームは、下位の複数のミラーボリュームをストライプ化した階層化
ボリュームの一種です。ストライプ化ミラーボリュームを作成するには、ディスクグループに
おいて、少なくともボリューム内のミラー数にカラム数をかけたものと同数のディスク上に
使用可能な領域が存在する必要があります。
ストライプ化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 [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=stripe-mirror [nmirror=number_of_mirrors] ¥
[ncol=number_of_columns] [stripewidth=size]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
各カラムのサイズが vxassist デフォルトファイルで定義された
stripe-mirror-col-split-trigger-pt 属性の値よりも大きい場合、VxVM は、デ
フォルトでは、カラムではなくサブディスク単位でミラー化して下位のボリュームを作成し
ようとします。
1 つのカラムに複数のサブディスクが存在する場合は、各カラムの代わりに各サブディス
クを個別にミラー化できます。サブディスク単位でのミラー化を明示的に指定するには、
レイアウトを stripe-mirror ではなく、stripe-mirror-sd と指定します。一方、カラム
単位でのミラー化を明示的に指定するには、レイアウトを stripe-mirror ではなく、
stripe-mirror-col と指定します。

ターゲット、コントローラまたはエンクロージャをまたがる
ミラーの作成
複数のコントローラ上にミラーデータプレックスを持つボリュームを作成（ディスクの二重
化）したり、複数のエンクロージャ内に同様のボリュームを作成するには、この項で示すよ
うに vxassist コマンドを使います。
次のコマンドの mirror=target 属性は、異なるコントローラ上にあるターゲット間でボ
リュームをミラー化することを指定しています。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=layout mirror=target [attributes]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
mirror=ctlr 属性は、ミラーのディスクを、同じボリューム内の他のミラーのディスクと同

じコントローラに配置しないように指定します。

309

310

第 7 章 ボリュームの作成
RAID 5 ボリュームの作成

# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=layout mirror=ctlr [attributes]

メモ: 複数のコントローラにまたがってミラー化する場合、アクティブ/パッシブアレイの両
パスは同一コントローラ上にあるものと見なされます。
次のコマンドを実行すると、ディスクグループ mydg 内に 2 つのデータプレックスを持つミ
ラーボリュームが作成されます。
# vxassist -b -g mydg make volspec 10g layout=mirror nmirror=2 ¥
mirror=ctlr ctlr:c2 ctlr:c3

一方のデータプレックスのディスクはすべてコントローラ c2 に、もう一方のデータプレック
スのディスクはすべてコントローラ c3 に接続されます。これにより、いずれかのコントロー
ラに障害が発生しても、ボリュームをそのまま使えます。
mirror=enclr 属性は、ミラーのディスクを、同じボリューム内の他のミラーにあるディス

クと同じエンクロージャに配置しないように指定します。
次のコマンドを実行すると、2 つのデータプレックスを持つミラーボリュームが作成されま
す。
# vxassist -b make -g mydg volspec 10g layout=mirror nmirror=2 ¥
mirror=enclr enclr:enc1 enclr:enc2

一方のデータプレックスのディスクはすべてエンクロージャ enc1 を、もう一方のデータプ
レックスのディスクはすべてエンクロージャ enc2 を使います。これにより、いずれかのエ
ンクロージャに障害が発生しても、ボリュームをそのまま使えます。
他の方法でも、指定したストレージ上のボリュームのレイアウトを制御できます。
p.298 の 「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」 を参照してください。

RAID 5 ボリュームの作成
RAID 5 ボリュームを作成するには、ディスクグループにおいて、少なくともボリューム内
のカラム数と同じ数のディスク上に使用可能な領域が存在する必要があります。RAID 5
ログを作成する場合は、それ以上のディスクが必要になります。
メモ: VxVM では、専用ディスクグループでの RAID 5 ボリュームの作成をサポートしてい
ますが、クラスタ環境の共有ディスクグループでの作成はサポートしていません。
vxassist コマンド（推奨）または vxmake コマンドを使って RAID 5 ボリュームを作成で

きます。それぞれの方法については後述します。
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RAID 5 ボリュームには、3 台以上の物理ディスクに配置されている 3 つ以上のサブディ
スクで構成された RAID 5 データプレックスがあります。各ボリュームの RAID 5 データプ
レックスは 1 つのみです。RAID 5 ボリュームには、ボリュームに書き込まれるデータとパ
リティに関するログ情報を作成する 1 つまたは複数の RAID 5 ログプレックスも作成する
ことができます。
p.44 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。
警告: 複数のディスクで障害が発生するとボリュームがリカバリ不能になるため、8 個を超
えるカラムを持つ RAID 5 ボリュームは作成しないでください。
RAID 5 ボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length layout=raid5 ¥
[ncol=number_of_columns] [stripewidth=size] [nlog=number] ¥
[loglen=log_length]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスクグループ mydg に 2 つの RAID 5 ログを持つ RAID 5 ボリューム volraid
を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make volraid 10g layout=raid5 nlog=2

これにより、デフォルトのストライプユニットサイズの RAID 5 ボリュームがデフォルト数の
ディスク上に作成されます。さらに、デフォルトの 1 つのログではなく、2 つの RAID 5 ロ
グが作成されます。
RAID 5 ログにディスクを割り当てる必要がある場合、ログプレックスで使うディスクを指定
するには、logdisk 属性を使う必要があります。
RAID 5 ログはコンカチネイテッドプレックスやストライプ化プレックスにすることができ、
RAID 5 ボリュームに関連付けられた各 RAID 5 ログには、ボリュームのログ情報の全コ
ピーが含まれます。RAID 5 アレイへの同時アクセスをサポートするには、ログのサイズ
は、RAID 5 プレックスのストライプサイズよりも数倍大きくする必要があります。
すなわち、RAID 5 ボリュームごとに少なくとも 2 つの RAID 5 ログプレックスを設定する
必要があります。これらのログプレックスは、それぞれ別のディスクに配置します。各 RAID
5 ボリュームに 2 つのログプレックスを設定することにより、1 つのディスクに障害が発生
してもログ情報の消失を防止できます。
特定のストレージに RAID 5 ボリュームを作成するときに、順次ディスク割り当てを使う場
合、オプションの logdisk 属性を使って、RAID 5 ログプレックスを作成するディスクを指
定できます。ログの領域を割り当てるディスクを指定するには、次の形式の vxassist コ
マンドを使います。
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# vxassist [-b] [-g diskgroup] -o ordered make volume length ¥
layout=raid5 [ncol=number_columns] [nlog=number] ¥
[loglen=log_length] logdisk=disk[,disk,...] ¥
storage_attributes

たとえば、次のコマンドは、カラム数が 3 でデフォルトのストライプユニットサイズの RAID
5 ボリュームを mydg04、mydg05 および mydg06 に作成します。さらに、2 つの RAID 5 ロ
グをディスク mydg07 と mydg08 上に作成します。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make volraid 10g layout=raid5 ¥
ncol=3 nlog=2 logdisk=mydg07,mydg08 mydg04 mydg05 mydg06

ログの数は、logdisk に指定したディスク数と一致する必要があります。
p.298 の 「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

後から RAID 5 ボリュームにログを追加することもできます。
p.341 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

タグ付きボリュームの作成
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います。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。
vxassist make コマンドで tag 属性を使って、ボリュームに名前付きタグとオプションの

タグ値を設定できます。次に例を示します。
# vxassist -b -g mydg make volmir 5g layout=mirror tag=mirvol=5g

ボリュームに関連付けられているタグを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] listtag volume

指定したタグ名が設定されたボリュームを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] list tag=tagname volume

タグの名前と値は、256 文字までの大文字と小文字を区別する文字列です。タグ名には、
ASCII 文字セットからの英字（A から Z、a から z）、数字（0 から 9）、ハイフン（-）、下線文
字（_）、ピリオド（.）を使えます。タグ名は、英字または下線文字から始める必要がありま
す。タグ値には、ASCII 文字セットの任意の文字と 32 から 127 までの 10 進値を使えま
す。タグ値にスペースがある場合、vxassist settag コマンドを使って、新しく作成した
ボリュームにタグを設定します。
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ドット区切りのタグ階層は、list 操作を使って確認できます。たとえば、tag=a.b のリスト
には、a.b で始まるタグ名が設定されたボリュームがすべて含まれます。
タグ名 site、udid、vdid は予約されているため、使わないでください。今後の製品機能
との競合を防ぐため、asl、be、isp、nbu、sf、symc、vx で始まるタグ名を使わないことを
お勧めします。
「ボリュームでのタグ設定」を参照してください。

vxmake を使ったボリュームの作成
vxassist を使う代わりに、vxmake コマンドを使って、既存のサブディスクをプレックスに

配置し、それらのプレックスをボリュームに形成できます。
p.264 の 「サブディスクの作成」 を参照してください。
この項では、vxmake を使った RAID 5 ボリュームの作成例を示します。
RAID 5 ボリュームに RAID 5 プレックスを作成する手順は、ストライプ化プレックスの作
成手順に似ていますが、layout 属性を raid5 に設定する点が異なります。サブディス
クは、ストライプ化プレックスと同じように間接的に関連付けることができます。たとえば、
カラム数が 4 でストライプユニットサイズが 32 セクタの RAID 5 プレックスを作成するに
は、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg plex raidplex layout=raid5 stwidth=32 ¥
sd=mydg00-01,mydg01-00,mydg02-00,mydg03-00

4 つのサブディスクが指定され、カラム数が指定されていないため、vxmake コマンドでは
4 カラムの RAID 5 プレックスと見なされ、各カラムに 1 つのサブディスクが配置されます。
ストライプ化プレックスも同じ方法で作成しますが、レイアウトは stripe と指定します。サ
ブディスクを作成し、後で追加する場合は、次のコマンドを使ってプレックスを作成しま
す。
# vxmake -g mydg plex raidplex layout=raid5 ncolumn=4 stwidth=32

サブディスクを指定しない場合は、ncolumn 属性を指定する必要があります。vxsd assoc
コマンドを使って、サブディスクを後でプレックスに追加できます。
p.267 の 「サブディスクとプレックスの関連付け」 を参照してください。
RAID 5 プレックスの各カラムを、複数の物理ディスクに分散する複数のサブディスクから
作成する場合、各サブディスクを追加するカラムを指定できます。たとえば、6 つのサブ
ディスクを使って 3 つのカラムの RAID 5 プレックスを作成するには、次の形式の vxmake
コマンドを使います。
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# vxmake -g mydg plex raidplex layout=raid5 stwidth=32 ¥
sd=mydg00-00:0,mydg01-00:1,mydg02-00:2,mydg03-00:0, ¥
mydg04-00:1,mydg05-00:2

このコマンドは、サブディスク mydg00-00 と mydg03-00 を連続してカラム 0 に、サブディ
スク mydg01-00 と mydg04-00 を連続してカラム 1 に、サブディスク mydg02-00 と
mydg05-00 をカラム 2 に設定します。オフセットを指定して、RAID 5 スパースプレックス
を、ストライプ化プレックス用として作成することもできます。
たとえば、レイアウトを指定せずに、ログプレックスをデフォルトのコンカチネイテッドプレッ
クスとして作成できます。
# vxmake -g mydg plex raidlog1 sd=mydg06-00
# vxmake -g mydg plex raidlog2 sd=mydg07-00

次のコマンドを実行すると、RAID 5 ボリュームが作成され、準備された RAID 5 プレック
スと RAID 5 ログプレックスが関連付けられます。
# vxmake -g mydg -Uraid5 vol raidvol ¥
plex=raidplex,raidlog1,raidlog2

各 RAID 5 ボリュームは、データとパリティを格納する RAID 5 プレックスを 1 つ保有しま
す。ボリュームに関連付けられる他のプレックスも、ボリュームに書き込まれるデータとパリ
ティに関する情報を記録する RAID 5 ログプレックスとして使われます。
vxmake を使ってボリュームを作成したら、それを使う前に初期化する必要があります。

p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。

vxmake 設定ファイルを使ったボリュームの作成
vxmake コマンドを使って、新規ボリューム、プレックスまたはサブディスクを VxVM で管

理されるオブジェクトセットに追加できます。vxmake は、各新規オブジェクトのレコードを
VxVM 設定データベースに追加します。コマンドラインで vxmake にパラメータを指定す
るか、またはテキスト形式のオブジェクト設定ファイルを使って、レコードを作成できます。
このファイルには、タスクリストを実行するコマンドを記述することもできます。vxmake に対
して標準入力からファイルの読み取りを指示するには、次の形式のコマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] < description_file

または、vxmake の -d オプションでファイルを指定することもできます。
# vxmake [-g diskgroup] -d description_file

次に示す設定ファイルの例は、2 つのプレックス db-01 と db-02 を保有するボリューム
db を定義しています。
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#rty
sd
sd
sd
sd
sd
plex

#name
mydg03-01
mydg03-02
mydg04-01
mydg04-02
mydg04-03
db-01

#options
disk=mydg03 offset=0 len=10000
disk=mydg03 offset=25000 len=10480
disk=mydg04 offset=0 len=8000
disk=mydg04 offset=15000 len=8000
disk=mydg04 offset=30000 len=4480
layout=STRIPE ncolumn=2 stwidth=16k
sd=mydg03-01:0/0,mydg03-02:0/10000,mydg04-01:1/0,
mydg04-02:1/8000,mydg04-03:1/16000
sd
ramd1-01
disk=ramd1 len=640
comment="Hot spot for dbvol"
plex db-02
sd=ramd1-01:40320
vol db
usetype=gen plex=db-01,db-02
readpol=prefer prefname=db-02
comment="Uses mem1 for hot spot in last 5m"

プレックス db-01 に関するサブディスクの定義は 1 行で指定する必要があります。ここに
示した例では、スペースの関係上 2 行に分割されています。
最初のプレックス db-01 はストライプ化され、2 つの物理ディスク mydg03 と mydg04 上に
5 つのサブディスクを保有します。2 番目のプレックス db-02 はミラーの優先プレックスで
あり、揮発性メモリディスク上に 1 つのサブディスク ramd1-01 を保有します。
vxmake の使用方法については、vxmake（1M） マニュアルページを参照してください。
vxmake を使ってボリュームを作成したら、それを使う前に初期化する必要があります。

p.316 の 「vxmake を使って作成したボリュームの初期化と起動」 を参照してください。

ボリュームの初期化と起動
vxassist コマンドを使ってボリュームを作成する場合、init=none 属性を指定しない

と、vxassist は、自動的にそのボリュームを初期化して起動します。
ボリュームの作成時、次に示すように vxassist コマンドに -b オプションを指定すると、
ボリュームをただちに使用可能にすることができます。
# vxassist -b [-g diskgroup] make volume length layout=mirror
-b オプションを指定すると、必要な初期化処理はすべてバックグラウンドタスクとして実

行されます。複数のカラムが並行して初期化されるため、ストライプボリュームの作成時間
も大幅に短縮されます。
-b オプションの代わりに init=active 属性を指定すると、新規ボリュームがただちに使

用可能になります。この例では、init=active を指定して、新しいミラーボリュームの空
のデータプレックスが VxVM で同期されないようにしています。
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# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=mirror ¥
init=active

警告: init=active 属性を指定すると、ごくまれにエラーが発生する場合があります。書
き込まれたブロックの整合性は保証されますが、万一 fsck でファイルシステム内の未初
期化領域の検証が試みられたり、システムクラッシュ後にファイルが未初期化状態のまま
になっていると、読み取りエラーが発生する可能性があります。判断に迷う場合は、
vxassist の -b オプションを使ってください。
このコマンドを実行すると、ボリューム全体とそのログプレックスすべてにゼロが書き込ま
れます。その後、ボリュームはアクティブになります。次の例に示すように、vxassist で
init=zero 属性を指定してボリュームをゼロクリアすることもできます。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=raid5 ¥
init=zero
-b オプションを指定してこの操作をバックグラウンドタスクにすることはできません。

vxmake を使って作成したボリュームの初期化と起動
vxmake で作成したボリュームでまだ初期化していないものや、未初期化状態に設定さ

れているボリュームは、vxvol コマンドを使って初期化できます。
ボリュームを初期化して起動するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

次のコマンドを使うと、ボリュームを初期化せずに有効にできます。
# vxvol [-g diskgroup] init enable volume

これにより、次のコマンドを使ってボリューム全体をアクティブにする前に、バックアップか
らボリュームのデータを復元できます。
# vxvol [-g diskgroup] init active volume

ボリューム全体の内容をゼロクリアするには、次のコマンドを使ってボリュームを初期化し
ます。
# vxvol [-g diskgroup] init zero volume

ボリュームヘのアクセス
作成および初期化が完了すると、オペレーティングシステムはこれを仮想ディスクパー
ティションとして使ってファイルシステムを作成できるようになります。また、リレーショナル
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データベースや他のデータ管理ソフトウェアなどのアプリケーションプログラムでの使用も
可能になります。
ディスクグループにボリュームを作成すると、ボリュームのアクセスに使えるブロックデバイ
スファイルおよびキャラクタ（raw）デバイスファイルが設定されます。
/dev/vx/dsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol のブロックデバイス
ファイル

/dev/vx/rdsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol のキャラクタデバイス
ファイル

パス名には、ディスクグループ名を示すディレクトリが含まれます。それぞれの場合に適
したデバイスノードを使って、ファイルシステムの作成、マウント、修復や、raw パーティ
ションを必要とするデータベースのレイアウトを実行します。
ディスクグループ rootdg が特別な意味を持たなくなったため、VxVM で
は、/dev/vx/dsk/rootdg ディレクトリと /dev/vx/rdsk/rootdg ディレクトリにのみ、こ
のディスクグループのボリュームデバイスノードが作成されます。今後、ディスクグループ
rootdg の /dev/vx/dsk ディレクトリまたは /dev/vx/rdsk ディレクトリには、VxVM の
ボリュームデバイスノードは作成されません。
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8
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。
■

ボリューム管理について

■

ボリューム情報の表示

■

タスクの監視と制御

■

ボリュームの停止

■

ボリュームの起動

■

ボリュームへのミラーの追加

■

ミラーの削除

■

ボリュームへのログとマップの追加

■

DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備

■

バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード

■

ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加

■

RAID 5 ログの追加

■

ボリュームのサイズ変更

■

ボリュームでのタグ設定

■

ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更

■

ボリュームの削除

■

VM ディスクからのボリュームの退避

■

ボリュームに対する FastResync の有効化
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■

オンライン再レイアウトの実行

■

階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換

■

シンプロビジョニングの使用

ボリューム管理について
Veritas Volume Manager（VxVM）では、ボリュームに関する共通管理タスクを実行で
きます。ここでは、ボリューム情報の表示、タスクの監視、ログの追加と削除、ボリュームの
サイズ変更、ミラーの削除、ボリュームの削除、ボリュームをオフラインにすることなしに行
うボリュームレイアウトの変更などを紹介します。
Veritas ISP（Intelligent Storage Provisioning）機能を使うと、アプリケーションボリュー
ムの作成と管理を行うことができます。アプリケーションボリュームは、この章で説明する
従来の VxVM ボリュームと極めてよく似ています。ただし、機能が大きく異なっているた
め、この 2 種類のボリュームに互換性はありません。
『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage Provisioning 管理者ガイド』を参
照してください。
メモ: 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。

ボリューム情報の表示
vxprint コマンドを使って、ボリュームの設定状態に関する情報を表示できます。

システム内のすべてのボリュームについて、ボリューム、プレックスおよびサブディスクの
レコード情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint -hvt

また、vxprint コマンドを 1 つのディスクグループに対して実行することもできます。
# vxprint -g mydg -hvt

このコマンドの出力例を次に示します。
V
PL
SD
SV
SC
DC

NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/CO
VOLUME
PLEX
PLEX
PLEX
PARENTVOL

KSTATE
KSTATE
DISK
VOLNAME
CACHE
LOGVOL

STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR
DISKOFFS

LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF
[COL/]OFF

PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM
DEVICE

UTYPE
MODE
MODE
MODE
MODE
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SP

NAME

SNAPVOL

DCO

v
pl
sd

pubs
pubs-01
pubs
mydg11-01 pubs-01

ENABLED
ENABLED
mydg11

ACTIVE
ACTIVE
0

22880
22880
22880

SELECT
CONCAT
0

sdg

fsgen
RW
ENA

v
pl
sd

voldef
voldef-01 voldef
mydg12-02 voldef-0

ENABLED
ENABLED
mydg12

ACTIVE
ACTIVE
0

20480
20480
20480

SELECT
CONCAT
0

sdh

fsgen
RW
ENA

ここで、v はボリューム、pl はプレックス、sd はサブディスクです。初めの数行はヘッダー
を示し、このヘッダーは後に表示される各出力行のタイプと一致しています。各ボリュー
ムは、関連付けられたプレックスやサブディスクとともに一覧表示されます。
サブボリューム（SV）、ストレージキャッシュ（SC）、データ変更オブジェクト（DCO）、スナップ
ショット（SP）については、この出力例では無視してかまいません。それらのオブジェクトは
表示されるボリュームに関連付けられていません。
特定のボリュームに関するボリューム関連情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -t volume

たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム voldef に関する情報を表示するには、
次のコマンドを使います。
# vxprint -g mydg -t voldef

このコマンドの出力例を次に示します。
V

NAME

RVG/VSET/CO KSTATE

STATE

LENGTH

READPOL

PREFPLEX

UTYPE

v

voldef

-

ACTIVE

20480

SELECT

-

fsgen

ENABLED

エンクロージャに基づく名前の付け方を有効にして、vxprint コマンドを使い、ボリュー
ムの構造を表示する場合は、OS に基づいた名前ではなく、エンクロージャに基づいた
ディスクデバイス名が表示されます。
vxprint コマンドの出力には、ボリューム状態についての情報が含まれます。

p.321 の 「ボリューム状態」 を参照してください。

ボリューム状態
表 8-1 に、vxprint などの VxVM コマンドで表示されるボリューム状態を示します。
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表 8-1

ボリューム状態

ボリューム状態

説明

ACTIVE

このボリュームは、起動されている（ENABLED カーネル状態）か、マシンが
起動時に使用（ENABLED カーネル状態）したことを示しています。
ENABLED カーネル状態である場合（ボリュームは使用中であるため）この
ボリュームのプレックスの状態はいつも一定ではありません。DISABLED カー
ネル状態である場合、プレックスの整合性は保証できませんが、ボリューム
の起動時に整合性が確保されることを表します。
RAID 5 ボリュームの場合は、DISABLED カーネル状態にあると、パリティが
同期化されることは保証できません。

CLEAN

ボリュームが起動しておらず（DISABLED カーネル状態）、ボリュームのプ
レックスは同期化されています。RAID 5 ボリュームの場合、プレックスストラ
イプは整合化しており、パリティは同期化されています。

EMPTY

ボリュームの内容は初期化されていません。ボリュームが EMPTY 状態の場
合、常に DISABLED カーネル状態です。

INVALID

インスタントスナップショットボリュームの内容が、もとのボリュームの正確なポ
イントインタイムイメージと一致しなくなっています。

NEEDSYNC

次回ボリュームの起動時に再同期の操作が必要です。RAID 5 ボリュームの
場合、パリティの再同期操作が必要です。

REPLAY

ボリュームは一時的にログ再生中の状態にあります。ログの再生は、ログが
作成されたパリティおよびデータを使う必要がある場合にのみ発生します。
この状態は RAID 5 ボリュームにのみ適用されます。

SYNC

このボリュームは、読み取り - ライトバックリカバリモード（ENABLED カーネ
ル状態）であるか、マシンの再ブート時に読み取り - ライトバックモード
（DISABLED カーネル状態）でした。読み取り - ライトバックリカバリを指定す
ると、プレックスの整合性は、1 つのプレックスのブロックからデータを読み取
り、他のすべての書き込み可能プレックスにデータを書き込むことによって
回復します。ENABLED カーネル状態である場合、プレックスは読み取り ライトバックリカバリによって再同期化されていることがわかります。DISABLED
カーネル状態である場合、プレックスはマシンの再ブート時に読み取り - ラ
イトバックによって再同期化されていたため、さらに同期化が必要になりま
す。
RAID 5 ボリュームの場合、このボリュームのパリティが再同期化中（ENABLED
カーネル状態）であるか、マシンの再ブート時にパリティが再同期化されまし
た（DISABLED カーネル状態）。

ボリューム状態フラグ（たとえば、DIRTY もしくは CLEAN フラグ）は、ボリューム起動時の
状態の解釈によって変更されます。CLEAN フラグが設定されている場合、ACTIVE 状態
のボリュームはどのような起動処理によっても書き込まれることはなく、システムの再ブー
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ト時にログの再生が処理されることもありません。したがって、このボリュームは CLEAN で
あると見なすことができます。ボリュームが CLEAN と設定されている場合は、常に CLEAN
フラグが設定されます。

ボリュームカーネル状態
ボリュームカーネル状態は、ボリュームデバイスへのアクセス可能性を示します。ボリュー
ムカーネル状態によって、ボリュームデバイスは、オフライン（DISABLED 状態）、保守
（DETACHED 状態）またはオンライン（ENABLED 状態）の操作モードを利用できます。
これらの状態の設定にはユーザーの操作は不要であり、状態は内部的に保守されます。
正常に動作しているシステム上では、すべてのボリュームが有効です。
表 8-2 に、定義可能なボリュームカーネル状態を示します。
表 8-2

ボリュームカーネル状態

ボリュームカーネル状態

説明

DETACHED

ボリューム上で保守操作が実行されています。ボリュームは、読
み取り、書き込みはできませんが、特定のプレックス操作および
ioctl 呼び出しは受け入れられます。

DISABLED

ボリュームはオフラインであり、アクセスできません。

ENABLED

ボリュームはオンラインであり、読み取りや書き込みができます。

タスクの監視と制御
VxVM タスクモニタは、タスクの作成、管理、完了を監視することによって、システムリカ
バリの進行状況を追跡します。タスクモニタによって、タスクの進行状況を監視し（たとえ
ば、システム処理効率への影響を軽減するために）一時停止やリカバリ速度などのタスク
の特性を変更できます。
メモ: VxVM は、この機能を専用ディスクグループに対してはサポートしていますが、クラ
スタ環境の共有ディスクグループに対してはサポートしていません。

タスクタグの指定
各タスクには一意のタスク ID が指定されています。これは、各タスクに対応する数字の
ID であり、特に 1 つのタスクを識別するために vxtask ユーティリティに対して指定でき
ます。いくつかの VxVM ユーティリティでは、-t オプションを使って、最長 16 文字の英
数字のタグを指定することもできます。この機能によって、複数のタスクを同じタグで関連
付け、グループ化することができます。
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vxassist、vxevac、vxplex、vxmirror、vxrecover、vxrelayout、vxresize、vxsd、
vxvol の各ユーティリティでは、-t オプションを使ってタグを指定できます。たとえば、
vxrecover コマンドを実行し、タスクタグ myrecovery を持つグループとして生じるすべ

てのタスクを追跡するには、次のコマンドを使います。
# vxrecover -g mydg -t myrecovery -b mydg05
vxrecover で呼び出したユーティリティによって起動されたタスクは、タスク ID およびタ

スクタグを継承するため、親子のタスク関係が確立されます。
タスクタグをサポートするユーティリティの詳細については、各マニュアルページを参照し
てください。

vxtask を使ったタスクの管理
vxtask コマンドを使うと、システム上で動作している VxVM タスクに対する操作を管理

できます。操作には、タスクの一覧表示、タスクの状態（一時停止、再開、中止）の変更、
タスクの進行速度の変更などが含まれます。
VxVM タスクは、システムで進行中の長期操作を表します。各タスクによって、操作開始
時の情報や、操作の範囲や進行状況、操作の進行状態や進行速度に関する情報がわ
かります。管理者はタスクの状態を変更し、操作の進行に関して大まかな制御を行うこと
ができます。この機能をサポートするこのような操作では、タスクの進行速度を変更して、
タスクに対してきめ細やかな制御を行うことができます。
新しいタスクの設定には時間がかかるため、コマンドを呼び出した直後は使えないことが
あります。タスクを処理する各スクリプトで新しいタスクの有無を確認する必要があります。
vxtask（1M）マニュアルページを参照してください。

vxtask 操作
vxtask コマンドでは次の操作をサポートします。
abort

指定したタスクの操作を中断します。通常は、I/O エラーが発生した場合と
同様に操作が取り消され、その時点までに実行された処理が可能な限りも
とに戻されます。

list

システムで実行されているタスクを 1 行にまとめて表示します。-l オプショ
ンを指定すると、タスクが長い形式で表示されます。-h オプションを指定す
ると、親タスクの後に子タスクというように、タスクが階層的に表示されます。
デフォルトでは、システムで実行されているタスクがすべて表示されます。
taskid 引数を指定した場合、出力されるタスクはその taskid またはタス
クタグが taskid と一致するものに制限されます。その他の引数は、タスク
をフィルタしたり、実際に一覧表示するタスクを制限するのに使います。
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monitor

タスク情報が変更されると、タスクやタスクグループに関する情報を継続的
に表示します。そのため、ユーザーはタスクの進行状況を追跡できます。-l
を指定すると、長い形式で表示されます。デフォルトでは、1 行に短くまとめ
られたリストが表示されます。タスク状態が変更されるとタスク情報が表示さ
れ、さらに、タスク完了時にも出力が生成されます。この場合、タスクの状態
は EXITED と表示されます。

pause

実行中のタスクを一時停止の状態にして、操作を中断します。

resume

一時停止していたタスクの操作を再開します。

set

タスクの変更可能なパラメータを変更します。現在修正可能な唯一のパラ
メータは slow[=iodelay] です。これを使って、コピー操作によるシステ
ムパフォーマンスへの影響を削減できます。slow を指定すると、このような
操作の間に iodelay のデフォルト値である 250 ミリ秒の遅延が発生しま
す。iodelay に指定した値が大きくなるほどタスクの進行が遅くなり、一定
時間内に消費できるシステムリソースが減少します（slow 属性は vxplex、
vxvol、vxrecover の各コマンドでも受け入れられます）。

vxtask コマンドの使用
現在システム上で実行されているすべてのタスクを一覧表示するには、次のコマンドを使
います。
# vxtask list

親タスクの後に子タスクというように、タスクを階層的に表示するには、次のように -h オプ
ションを指定します。
# vxtask -h list

ディスクグループ mydg 内で現在一時停止中のすべてのタスクおよびタグ sysstart の
付いたすべてのタスクをトレースするには、次のコマンドを使います。
# vxtask -g mydg -p -i sysstart list
vxtask -p list コマンドを使うと、一時停止中のタスクがすべて一覧表示されます。ま

た、vxtask resume を使うと実行が継続されます（タスクはタスク ID やタスクタグで指定
できます）。
# vxtask -p list
# vxtask resume 167

タグ myoperation の付いたすべてのタスクを監視するには、次のコマンドを使います。
# vxtask monitor myoperation
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タグ recovall の付いたタスクをすべて中断するには、次のコマンドを使います。
# vxtask abort recovall

このコマンドを実行すると、VxVM はこれまでの操作の進行をもとに戻そうとします。たと
えば、vxtask コマンドを使って、オンライン再レイアウト機能の進行状況を監視および変
更できます。
p.359 の 「オンライン再レイアウトの進行状況の制御」 を参照してください。

ボリュームの停止
ボリュームを停止するとユーザーはそのボリュームを使えなくなり、ボリュームのカーネル
状態は ENABLED 状態または DETACHED 状態から DISABLED 状態に遷移します。
ボリュームを無効にできない場合は、現在の状態のままになります。ボリュームを停止す
るには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] [-f] stop volume ...

指定したディスクグループにあるすべてのボリュームを停止するには、次のコマンドを使
います。
# vxvol [-g diskgroup] [-f] stopall

警告: -f オプションを使って、現在アプリケーションで開いているボリュームを強制的に
無効にした場合、ボリュームは起動したままで、内容にアクセスできなくなります。そのボ
リュームに対する I/O 操作に失敗し、これによりデータが失われることがあります。ディス
クグループのボリュームをすべて閉じるまで、ディスクグループをデポートすることはでき
ません。
閉じているボリュームが開かれないようにする場合は、次の項の説明に従って、vxvol
maint コマンドを使うことをお勧めします。

ボリュームの保守モードへの設定
あるボリュームのミラーがすべて STALE 状態になった場合、このボリュームを保守モード
に設定できます。これによって、ボリュームが DETACHED カーネル状態のときにはプレック
スを参照でき、他のプレックスの復旧にどのプレックスを使うかを決定できます。ボリュー
ムを保守モードに設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] maint volume

復旧させるソースプレックスの選択を容易にするため、vxprint を使って停止中のボリュー
ムおよびそのプレックスを一覧表示します。
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プレックス（この例ではディスクグループ mydg 内の vol01-02）をオフラインにするには、
次のコマンドを使います。
# vxmend -g mydg off vol01-02
vxmend on コマンドを使うと、DISABLED カーネル状態のボリュームのプレックスを OFFLINE

状態から STALE 状態に変更できます。たとえば、プレックス vol01-02 を STALE 状態に
するには、次のコマンドを使います。
# vxmend -g mydg on vol01-02

ボリューム上で vxvol start コマンドを実行すると、プレックスが修復されます。
p.327 の 「ボリュームの起動」 を参照してください。

ボリュームの起動
ボリュームを起動すると、そのボリュームは使用可能になり、ボリュームのカーネル状態が
DISABLED カーネル状態または DETACHED カーネル状態から ENABLED カーネル
状態に遷移します。DISABLED または DETACHED カーネル状態のボリュームを起動
するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] start volume ...

ボリュームを有効にできない場合は、現在の状態のままになります。
ディスクグループ内の DISABLED または DETACHED カーネル状態のボリュームをす
べて起動するには、次のように入力します。
# vxvol -g diskgroup startall

また、DISABLED カーネル状態のボリュームを起動するには、次のコマンドを使います。
# vxrecover -g diskgroup -s volume ...

DISABLED カーネル状態のボリュームをすべて起動するには、次のように入力します。
# vxrecover -s

ボリューム上でどのようなリカバリ操作も行われないようにするには、さらに vxrecover に
-n オプションを指定します。

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、次のように vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] mirror volume

327

328

第 8 章 ボリュームの管理
ボリュームへのミラーの追加

-b オプションを指定すると、追加されたミラーの同期処理はバックグラウンドタスクとして

実行されます。
たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム voltest のミラーを作成するには、次
のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg mirror voltest

既存のボリュームをミラー化する別の方法として、次のコマンドを使い、プレックスを作成
してからボリュームに接続する方法があります。
# vxmake [-g diskgroup] plex plex sd=subdisk ...
# vxplex [-g diskgroup] att volume plex

すべてのボリュームのミラー化
ディスクグループ内のすべてのボリュームを使用可能なディスク領域にミラー化するには、
次のコマンドを使います。
# /etc/vx/bin/vxmirror -g diskgroup -a

デフォルトでミラーボリュームを作成するように VxVM を設定するには、次のコマンドを使
います。
# /etc/vx/bin/vxmirror -d yes

このような変更を行っても、vxassist コマンドに nmirror=1 を属性として指定すること
によって、非ミラーボリュームを作成することができます。たとえば、20 GB の非ミラーボ
リューム nomirror をディスクグループ mydg 内に作成するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist -g mydg make nomirror 20g nmirror=1

VM ディスク上でのボリュームのミラー化
VM ディスク上でボリュームをミラー化すると、ボリュームの 1 つ以上のコピーが別のディ
スク位置に作成されます。ボリュームのミラーコピーを作成することによって、ディスク障害
時のデータ損失からシステムを保護します。
このタスクをルートディスク上で使って、代替起動ボリュームを別のディスク上に構成する
ことができます。ルートディスクで障害が発生している場合でも、このようにしておくとシス
テムを起動できます。
メモ: このタスクでは、連結ボリュームのミラー化のみ行われます。すでにミラー化されてい
るボリュームや、複数のディスクにサブディスクが存在するボリュームについては無視され
ます。
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ディスク上でボリュームをミラー化するには、次の手順を実行します。

1

ターゲットディスクにもとのディスク以上の領域があることを確認します。

2

vxdiskadm のメインメニューから、［ディスク上でのボリュームのミラー化（Mirror
volumes on a disk）］を選択します。

3

次のプロンプトで、ミラー化するディスクのディスク名を入力します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg02

4

次のプロンプトで、ターゲットディスク名を入力します（このディスクはもとのディスク以
上のサイズである必要があります）。
Enter destination disk [<disk>,list,q,?] (default: any) mydg01

5

次のプロンプトで、リターンキーを押してミラーを作成します。
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)
vxdiskadm プログラムによって、次のようにミラー操作の状態が表示されます。
VxVM vxmirror INFO V-5-2-22 Mirror volume voltest-bk00
.
.
.
VxVM INFO V-5-2-674 Mirroring of disk mydg01 is complete.

6

次のプロンプトで、ボリュームを他のディスク上にミラー化する（y）か、vxdiskadm メ
インメニューに戻る（n）かを指定します。
Mirror volumes on another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ミラーの削除
ミラーが不要になった場合は、そのミラーを削除してディスク領域を解放できます。
メモ: ボリュームに関連付けられている最後の有効なプレックスは削除できません。
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] remove mirror volume

さらに、ストレージの属性を使って削除するストレージを指定できます。たとえば、ディスク
mydg01 上のミラーをボリューム vol01 から削除するには、次のように入力します。
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# vxassist -g mydg remove mirror vol01 ¥!mydg01

p.297 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。
また、ボリュームとミラーの関連付けを解除してミラーを削除する場合は、次のコマンドを
使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o rm dis plex

たとえば、ディスクグループ mydg からミラー vol01-02 の関連付けを解除して削除する
には、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg -o rm dis vol01-02

このコマンドでは、ミラー vol01-02 および関連付けられたすべてのサブディスクが削除
されます。次のコマンドを別々に入力しても同じ結果が得られます。
# vxplex -g mydg dis vol01-02
# vxedit -g mydg -r rm vol01-02

ボリュームへのログとマップの追加
Veritas Volume Manager では、次のタイプのボリュームログとマップをサポートします。
■

FastResync マップを使うと、ミラーを迅速かつ効率的に再同期できます。このマップ
は、メモリ（非永続 FastResync）または DCO ボリュームに属するディスク（永続
FastResync）でサポートされます。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
p.351 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
サポートされる DCO ボリュームのタイプは次の 2 つです。
■

バージョン 0 の DCO ボリュームでは、従来のサードミラーブレークオフタイプのボ
リュームスナップショットに対する永続 FastResync のみがサポートされます。
p.65 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.419 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してくださ
い。

■

VxVM 4.0 で導入されたバージョン 20 の DCO ボリュームでは、フルサイズインス
タントボリュームスナップショットおよび領域最適化インスタントボリュームスナップ
ショットに対する DRL ログ（次の項目を参照）と永続 FastResync がサポートされ
ます。
p.65 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」
を参照してください。
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■

DRL（Dirty Region Log）を使うと、システムクラッシュ後にミラーボリュームを迅速にリ
カバリできます。このログは、DRL ログプレックス、またはバージョン 20 の DCO ボリュー
ムの一部としてサポートされます。
p.57 の 「DRL」 を参照してください。
p.339 の 「ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加」 を参照してください。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参
照してください。

■

RAID 5 ログを使うと、RAID 5 ボリュームのリカバリ時のデータの破損を防止すること
ができます。このログは、RAID 5 ボリュームのカラムに使われるプレックス以外の、ディ
スク上のプレックスとして設定されます。
p.49 の 「RAID 5 ログ」 を参照してください。
p.341 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボ
リュームの準備
バージョン 20 のデータ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームを、バージョン番号 110
以上のディスクグループ内にある作成済みのボリュームに追加できます。バージョン番号
110 以上のディスクグループ内に新しいボリュームを作成する場合は、ボリュームの作成
と同時に DCO と DCO ボリュームを作成して、DRL を有効にできます。
p.334 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
p.306 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。
p.337 の 「バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード」 を参照
してください。
メモ: DRL と FastResync 機能を使うにはライセンスが必要です。ライセンスがない場合
は、DCO オブジェクトと DCO ボリュームの設定によって、スナップオブジェクトをもとのボ
リュームやスナップショットボリュームに関連付けることができます。ただし、ライセンスがな
い場合は、全体の再同期しか実行できません。
p.67 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
次のコマンドを使って、バージョン 20 の DCO および DCO ボリュームをボリュームに追加
します。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [ndcomirs=number] ¥
[regionsize=size] [drl=on|sequential|off] ¥
[storage_attribute ...]
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ndcomirs 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

リューム内に存在しているデータプレックスやスナップショットプレックスと同数の DCO プ
レックスを設定することをお勧めします。DCO プレックスは、次にスナップショットプレック
スから作成するスナップショットボリュームに DCO ボリュームを設定するのに使われます。
たとえば、3 つのデータプレックスと 2 つのスナップショットプレックスを持つボリュームの
場合は、ndcomirs=5 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=on と指定します（これはデフォルトの設定
です）。シーケンシャル DRL が必要な場合は、drl=sequential と指定します。DRL が
不要な場合は、drl=off 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

ディスクと配置できないディスクを定義することもできます。
p.332 の 「バージョン 20 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。
vxsnap prepare コマンドを実行すると、ボリュームの永続 FastResync が自動的に有

効になります。永続 FastResync が有効になっているボリュームからスナップショットを生
成した場合は、そのスナップショットでも永続 FastResync が自動的に設定されます。
RAID 5 ボリュームは、インスタントスナップショットおよび永続 FastResync の使用が可
能な階層化ボリュームに変換されます。
p.333 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 を参照してくださ
い。
デフォルトでは、バージョン 20 の DCO ボリューム は 32 のボリュームあたりマップ（汎用
マップ）を格納します。このマップ数では足りない場合は、vxsnap addmap を実行して
マップを追加します。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

バージョン 20 の DCO プレックスのストレージの指定
ボリュームとそのスナップショットを格納しているディスクを別のディスクグループに移動す
る場合は、DCO プレックスを格納しているディスクも一緒に移動できるかどうかを確認す
る必要があります。ストレージ属性を使うと、DCO プレックスを配置するディスクを指定で
きます（ボリュームで DRL（dirty region logging）を使わない場合は、ボリュームが設定
されているのと同じディスクを指定できます。ただし、そのディスクに使用可能な領域が存
在することが前提となります）。たとえばボリューム myvol に、disk05 および disk06 上
のプレックスから成る DCO オブジェクトおよびミラー化された DCO ボリュームを追加する
には、次のコマンドを実行します。
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# vxsnap -g mydg prepare myvol ndcomirs=2 alloc=disk05,disk06

ボリュームに関連付けられた DCO オブジェクトと DCO ボリュームの詳細を表示するには、
vxprint コマンドを使います。ボリューム vol1 についての vxprint -vh の出力例を次
に示します（簡潔にするため、TUTIL0 カラムと PUTIL0 カラムは省略しています）。
TY
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

NAME
vol1
vol1-01
disk01-01
foo-02
disk02-01
vol1_dco
vol1_dcl
vol1_dcl-01
disk03-01
vol1_dcl-02
disk04-01

ASSOC
fsgen
vol1
vol1-01
vol1
vol1-02
vol1
gen
vol1_dcl
vol1_dcl-01
vol1_dcl
vol1_dcl-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
1024
1024
1024
1024
1024
132
132
132
132
132

PLOFFS
0
0
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

...

この出力では、DCO オブジェクトは vol1_dco と表示されています。DCO ボリューム
vol1_dcl は 2 つのプレックス vol1_dcl-01 および vol1_dcl-02 と表示されています。
必要に応じて、vxassist move コマンドを使って、DCO プレックスを別のディスクに再配
置できます。次のコマンドを使うと、ボリューム vol1 の DCO ボリューム vol1_dcl のプ
レックスを disk03 と disk04 から disk07 と disk08 に移動できます。
# vxassist -g mydg move vol1_dcl ¥!disk03 ¥!disk04 disk07 disk08

p.246 の 「ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用
前項の手順を使って、DCO と DCO ボリュームを RAID 5 ボリュームに追加することがで
きます。これにより、ボリューム上で永続 FastResync を使って、スナップショットをもとの
ボリュームに戻すときのスナップショットの再同期を高速に実行できるようになります。その
ため、RAID 5 ボリュームが特殊なタイプの階層化ボリュームに変換されてしまうという側
面もあります。このような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した
り、フルサイズインスタントスナップショットとして切り離し可能なミラーを追加できます。純
粋な RAID 5 ボリュームに戻さない限り、このボリュームを再レイアウトまたはサイズ変更
することはできません。
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ボリュームを RAID 5 ボリュームに戻すには、ボリュームからすべてのスナップショットプ
レックスを削除し、階層化ボリュームから DCO と DCO ボリュームの関連付けを解除しま
す。この結果、RAID 5 ボリュームは非階層化ボリュームになり、再レイアウト操作および
サイズ変更操作を実行できるようになります。
p.336 の 「ボリュームからの DRL およびインスタントスナップショットのサポートの削除」 を
参照してください。
永続 FastResync を RAID 5 ボリュームで再度使えるようにするには、DCO と DCO ボ
リュームを再度関連付けます。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
警告: ボリュームから DCO と DCO ボリュームの関連付けを解除すると、ボリュームの
FastResync が無効になります。残りのスナップショットをスナップバックする場合は、全体
を再同期する必要があります。

DCO バージョン番号の確認
インスタントスナップショットや 、DRL が有効になっている DCO の機能を利用するには、
以前のバージョン 0 ではなくバージョン 20 の DCO がボリュームに関連付けられている
必要があります。
ボリュームに関連付けられている DCO のバージョン番号を確認するには、次の手順を
実行します。

1

ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確認しま
す。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`

2

DCO に対して vxprint コマンドを実行し、DCO のバージョン番号を確認します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%version $DCONAME
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DRL がボリューム上で有効かどうかの確認
（バージョン 20 の DCO ボリュームを使って設定した）DRL がボリューム上で有効かどう
かを確認するには、次の手順を実行します。

1

ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確認しま
す。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`

2

DRL がボリューム上で有効かどうかを確認するには、ボリュームの DCO で次のコマ
ンドを実行します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%drl $DCONAME

このコマンドを実行して on と表示された場合は、DRL は有効になっています。

3

DRL が有効な場合は、DCO で次のコマンドを実行し、シーケンシャル DRL が有効
かどうかを確認します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%sequentialdrl $DCONAME

このコマンドを実行して on と表示された場合は、シーケンシャル DRL は有効になっ
ています。
あるいは、ボリュームで次のコマンドを実行することもできます。
# vxprint [-g diskgroup] -F%log_type volume

このコマンドを実行すると、ログタイプが DRL の場合は REGION、シーケンシャル DRL
の場合は DRLSEQ、DRL が有効でない場合は NONE と表示されます。
ボリューム内にある有効なミラーの数が 2 つ未満の場合は、ボリューム上で DRL が
有効になっている場合でも DRL ログは実行されません。
p.336 の 「DRL ログがボリューム上で有効かどうかの確認」 を参照してください。
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DRL ログがボリューム上で有効かどうかの確認
DRL ログがミラーボリューム上で有効かどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1

次の vxprint コマンドを使って、ボリュームの DCO ボリュームの名前を確認します。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`
# DCOVOL=`vxprint [-g diskgroup] -F%parent_vol $DCONAME`

2

DCO ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DRL ログが有効かどうかを確
認します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%drllogging $DCOVOL

このコマンドを実行すると、DRL ログが有効な場合は on が返されます。

DRL の無効化および再有効化
（バージョン 20 の DCO ボリュームを使って設定した）DRL をボリューム上で無効にする
には、次のコマンドを入力します。
# vxvol [-g diskgroup] set drl=off volume

ボリューム上で DRL を再度有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxvol [-g diskgroup] set drl=on volume

ボリューム上でシーケンシャル DRL を再度有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxvol [-g diskgroup] set drl=sequential volume

これらのコマンドを使って DRL を一度無効にしてから再度有効にすることによって、必要
に応じてボリュームの DRL ポリシーを変更することもできます。（Veritas Volume
Replicator で使われる）データ変更マップ（DCM）がボリュームに接続されている場合は、
DRL は自動的に無効になります。

ボリュームからの DRL およびインスタントスナップショットのサポートの削
除
ボリュームから DRL およびインスタントスナップショット操作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。
#

vxsnap [-g diskgroup] unprepare volume

このコマンドを使うと、ボリュームの FastResync による追跡も無効になります。
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メモ: 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。

バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームの
アップグレード
この項では、インスタントスナップショット、DCO ボリューム内に設定された DRL ログなど
の新機能を利用するために、VxVM 4.0 より前に作成されたボリュームをアップグレード
する手順を説明します。この手順では、ディスクグループのバージョンをアップグレード
し、既存のスナップショットおよびディスクグループ内のボリュームに関連付けられたバー
ジョン 0 の DCO を削除し、最後にバージョン 20 の DCO が関連付けられたボリュームを
設定する必要があります。
メモ: DCO ボリュームのプレックスでは、ディスク上の永続ストレージ領域が使える状態に
ある必要があります。DCO プレックスで使う領域を用意するために、ディスクグループに
さらにディスクを追加するか、既存のボリュームを再設定しディスクグループ内の領域を
解放する必要がある場合があります。ディスク領域を追加する別の方法は、ディスクグルー
プの移動機能を使って別のディスクグループからスペアディスクを持ってくることです。
p.241 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
vxsnap prepare コマンドを使うと、ボリュームおよびボリュームから生成されるすべての

スナップショットで FastResync が自動的に有効になります。
RAID 5 ボリュームは、スナップショットおよび FastResync の使用が可能な階層化ボリュー
ムに変換されます。
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既存のディスクグループとそれに含まれるボリュームをアップグレードするには、次の手
順を実行します。

1

この項で説明する後の手順を実行する前に、ボリュームを含むディスクグループを
最新バージョンにアップグレードします。ディスクグループのバージョンを確認するに
は、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

p.255 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

2

次のコマンドを使って、バージョン 0 の DCO が関連付けられているディスクグルー
プ内のボリュームを検出します。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" -e "v_hasdcolog"

このコマンドは、ディスクグループのアップグレード後にボリュームに関連付けられて
いる DCO がバージョン 0 の DCO のみであることを前提としています。
p.334 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
次の手順を必要な回数だけ繰り返し実行し、ディスクグループ内の各ボリュームを
アップグレードします。

3

アップグレード対象のボリュームに従来の（DRL ログがバージョン 20 の DCO ボリュー
ムに保持されていない）DRL プレックスまたはサブディスクがある場合は、次のコマ
ンドを使って削除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume [nlog=n]

削除するログ数を指定するには、オプションの属性 nlog=n を使い、n にその数を指
定します。デフォルトでは、vxassist コマンドで削除されるログは 1 つです。

4

1 つ以上のスナップショットボリュームが関連付けられているボリュームの場合は、次
のコマンドを使って各スナップショットの再接続および再同期を行います。
# vxassist [-g diskgroup] snapback snapvol

スナップショットを利用する前にボリューム上で FastResync が有効になっていた場
合、スナップショットプレックスのデータはもとのボリュームから高速再同期されます。
FastResync が有効になっていなかった場合、完全再同期が実行されます。

5

次のコマンドを使って、ボリュームの FastResync を無効にします。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume
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6

次のコマンドを使って、ボリュームからバージョン 0 の DCO オブジェクト、DCO ボ
リュームおよびスナップオブジェクトの関連付けを解除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=dco

7

ボリュームで次のコマンドを使って、ボリュームをアップグレードします。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [ndcomirs=number] ¥
[regionsize=size] [drl=on|sequential|off] ¥
[storage_attribute ...]
ndcomirs 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。ボリューム内に存在しているデータプレックスやスナップショットプレックスと同数
の DCO プレックスを設定することをお勧めします。DCO プレックスは、次にスナップ
ショットプレックスから作成するスナップショットボリュームに DCO ボリュームを設定す
るのに使われます。たとえば、3 つのデータプレックスと 2 つのスナップショットプレッ
クスを持つボリュームの場合は、ndcomirs=5 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=on と指定します（これはデフォルト
の設定です）。シーケンシャル DRL が必要な場合は、drl=sequential と指定しま
す。DRL が不要な場合は、drl=off 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

きるディスクと配置できないディスクを定義することもできます。

ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加
旧形式の DRL ログは、DRL プレックス内に設定されています。ただし、バージョン 20 の
DCO ボリュームは DRL プレックスと組み合わせて使うことができません。バージョン 20
の DCO ボリュームのレイアウト内には DRL ログの領域が含まれます。また、新しい DCO
ボリュームのレイアウトでは、従来の（サードミラー）スナップショット、インスタント（コピーオ
ンライト）スナップショットおよびインスタント領域最適化スナップショットもサポートされま
す。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
ミラーボリュームに対して DRL（dirty region logging）を有効にするには、そのボリュー
ムにログサブディスクを追加する必要があります。各プレックスに配置できるログサブディ
スクは 1 つのみです。
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DRL ログ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。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] addlog volume logtype=drl ¥
[nlog=n] [loglen=size]
-b オプションを指定すると、新しいログの追加はバックグラウンドタスクとして実行されま

す。
nlog 属性を使うと、追加するログプレックスの数を指定できます。デフォルトでは、ログプ

レックスが 1 つ追加されます。loglen 属性には、ログのサイズを指定します。各ビットは
ボリューム内の 1 つの領域を表します。たとえば、64 KB の領域のサイズを持つ 10 GB
のボリュームを作成する場合は、ログのサイズを 20 K にする必要があります。
たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol03 に 1 つのログプレックスを追加
するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg addlog vol03 logtype=drl
vxassist コマンドを使ってログサブディスクをボリュームに追加する場合、レイアウトの指

定にキーワード nolog がなければ、ログサブディスクを含むログプレックスがデフォルトで
作成されます。
データベースログボリュームのように、ボリュームへの書き込みが連続的に行われる場合
は、logtype=drlseq をコマンド内に指定し、シーケンシャル DRL を使うようにします。
# vxassist -g mydg addlog volume logtype=drlseq [nlog=n]

ログサブディスクを含むプレックスを作成すると、通常のプレックスとして使えます。データ
サブディスクはログプレックスに追加できます。ログプレックスとログサブディスクは必要に
応じて削除できます。
p.340 の 「旧形式の DRL ログの削除」 を参照してください。

旧形式の DRL ログの削除
vxassist remove log コマンドを実行すると、DRL プレックス内に設定された旧形式の

DRL ログを削除できますが、バージョン 20 の DCO 内に設定された DRL ログを削除す
ることはできません。
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旧形式の DRL ログを削除するには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=drl [nlog=n]

デフォルトでは、vxassist コマンドで削除されるログは 1 つです。オプションの属
性 nlog=n を使って、操作の完了後に残しておくログの数を指定します。
ストレージ属性を使って、ログを削除するストレージを指定できます。たとえば、ディ
スク mydg10 上のログをボリューム vol01 から削除するには、次のように入力します。
# vxassist -g mydg remove log vol01 ¥!mydg10 logtype=drl

RAID 5 ログの追加
メモ: この機能を使うには、フルライセンスが必要です。
各 RAID 5 ボリュームに配置できる RAID 5 プレックスは 1 つのみです。その他のプレッ
クスは RAID 5 ログプレックスになり、ボリュームに書き込まれるデータやパリティに関する
情報のログに使われます。RAID 5 ボリュームを vxassist コマンドで作成すると、そのボ
リュームにログプレックスが 1 つデフォルトで作成されます。
RAID 5 ログ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。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] addlog volume [loglen=length]
-b オプションを指定すると、新しいログの追加はバックグラウンドタスクとして実行されま

す。
ボリュームに初めてログを追加する場合は、ログのサイズを指定できます。その後に追加
するログは、既存のログと同じサイズで設定されます。
たとえば、ディスクグループ mydg 内の RAID 5 ボリューム volraid にログプレックスを 1
つ作成する場合は、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg addlog volraid

vxplex を使った RAID 5 ログの追加
vxassist を使う代わりに、vxplex コマンドを使って RAID 5 ログを追加することもできま

す。たとえば、RAID 5 ログプレックス r5log を、ディスクグループ mydg 内の RAID 5 ボ
リューム r5vol に追加する場合は、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg att r5vol r5log
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接続操作は、新しいログのサイズがストライプ上のすべてのデータを保有できる大きさで
ある場合にのみ続行できます。RAID 5 ボリュームにすでにログが含まれている場合、新
しいログのサイズは各個別ログの中で最小のサイズになります。これは、新しいログは古
いログのミラーであるためです。
RAID 5 ボリュームが有効でない場合、新しいログは BADLOG 状態に設定され、ボリュー
ムの起動時に有効になります。ただし、ログの内容は無視されます。
RAID 5 ボリュームが有効で、そのボリューム内に他の有効な RAID 5 ログがある場合、
新しいログの内容は他のログと同期化されます。
RAID 5 ボリュームに現在有効なログがない場合、新しいログは有効になる前にゼロクリ
アされます。

RAID 5 ログの削除
RAID 5 ログのプレックスを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -ht volume

ここで、volume は RAID 5 ボリュームの名前です。RAID 5 ログの場合、出力には、［LOG］
の［状態（STATE）］フィールドエントリとともにプレックスが一覧表示されます。
既存のボリュームから、RAID 5 ログおよび関連付けられたサブディスクの関連付けを解
除しさらに削除するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o rm dis plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内の volraid からログプレックス volraid-02 の関連
付けを解除しさらに削除する場合は、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg -o rm dis volraid-02

次の vxassist コマンドを使って RAID 5 ログを削除することもできます。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume [nlog=n]

デフォルトでは、vxassist コマンドで削除されるログは 1 つです。オプションの属性
nlog=n を使って、操作の完了後に残しておくログの数を指定します。
メモ: ログを削除した後ボリュームに残る有効なログが 2 つより少なくなる場合、警告が表
示され操作は続行できなくなります。vxplex コマンドまたは vxassist コマンドに -f オ
プションを追加指定すると、操作を強制的に実行できます。
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ボリュームのサイズ変更
ボリュームのサイズ変更では、ボリュームのサイズが変更されます。たとえば、ボリューム
に格納するデータ量に対してボリュームのサイズが不足している場合、ボリュームサイズ
を大きくする必要があります。ボリュームのサイズを変更するには、vxresize（推奨）、
vxassist、または vxvol のいずれかのコマンドを使います。また、グラフィカルな Veritas
Enterprise Administrator（VEA）を使ってボリュームのサイズを変更することもできま
す。
メモ: VxVM コマンドまたは VEA を使って、カプセル化されたルートディスク上のボリュー
ムとそのファイルシステムのサイズを変更することはできません。これは、下位のディスク
パーティションについても再設定が必要であるためです。ルートディスク上のボリュームの
サイズを変更する必要がある場合は、先にルートディスクのカプセル化を解除する必要
があります。
ボリュームのサイズを拡大する場合は、vxassist コマンドで使用可能なディスク領域の
位置を自動的に探します。vxresize コマンドを実行するには、ボリュームのサイズ拡大
に使うディスク名を指定する必要があります。vxvol コマンドを実行するには、サイズを拡
大するボリュームのプレックスに、使用可能な領域が十分存在することをあらかじめ確認
しておく必要があります。vxassist コマンドおよび vxresize コマンドを実行すると、ディ
スクグループで使えるように、未使用の領域を自動的に解放します。vxvol コマンドの場
合、この操作を手動で行う必要があります。ボリュームを拡大できる量を確認するには、
次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] maxgrow volume

ボリュームのサイズを変更する場合、新しいボリュームのサイズを、セクタ、KB、MB、GB
の各単位で指定できます。使う単位は、サイズに接尾辞（s、m、k またはg）として追加しま
す。単位を指定しない場合は、セクタが使われます。vxassist コマンドでも、ボリューム
のサイズ変更に使う単位を指定できます。
警告: vxassist や vxvol を使ってボリューム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ボリュームを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。
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vxresize を使ったボリュームのサイズ変更
ファイルシステムを含むボリュームのサイズを変更するには、vxresize コマンドを使いま
す。他のコマンドを使ってもファイルシステムを含むボリュームのサイズ変更はできます
が、vxresize コマンドには、ボリュームだけでなく特定のタイプのファイルシステムのサ
イズを自動的に変更するという利点があります。
表 8-3 には、許可されている操作と、ファイルシステムのサイズを変更するためにファイル
システムを先にマウント解除する必要があるかどうかについて記載しています。
表 8-3

ファイルシステムで許可されているサイズ変更操作
Full-VxFS

Lite-VxFS

ext2、ext3、
reiserfs

マウントされたファイルシステム 拡大と縮小

不可

不可

マウント解除されたファイルシス 不可
テム

不可

拡大と縮小

たとえば、次のコマンドではスペアディスク mydg10 と mydg11 を使って、VxFS ファイルシ
ステムを含む、ディスクグループ mydg 内の 1 GB のボリューム homevol のサイズを 10
GB に変更します。
# vxresize -g mydg -b -F vxfs -t homevolresize homevol 10g mydg10 mydg11
-b オプションを使うと、この操作がバックグラウンドで実行されるように指定されます。この

操作の進行状況は、vxtask コマンドにタスクタグ homevolresize を指定することによっ
て監視できます。
vxresize の使用には次の制限があります。
■

vxresize コマンドは、VxFS、ext2、ext3、reiserfs ファイルシステムでのみ動作し
ます。その他のファイルシステムタイプ、またはボリュームでファイルシステムが設定さ
れていない場合は、動作しません。

■

状況によっては、vxresize コマンドで大規模なボリュームをサイズ変更する際に、完
了までに時間がかかる場合があります。

■

fsgen および raid5 usetype 属性以外のボリュームのサイズを変更すると、データが
損失する可能性があります。このような操作が必要な場合は、-f オプションを使って、
ボリュームのサイズ変更を強制的に行います。

■

異なるレイアウトタイプのプレックスを含むボリュームのサイズは変更できません。この
ような操作を行おうとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxresize ERROR V-5-1-2536 Volume volume has different
organization in each mirror
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このようなボリュームのサイズを変更するには、サイズ変更の前にボリュームを再設定
して各データプレックスのレイアウトを同じにする必要があります。
vxresize コマンドに関する詳細については、vxresize(1M) マニュアルページを参照

してください。

vxassist を使ったボリュームのサイズ変更
次の修飾子は、ボリュームのサイズを変更するときに vxassist コマンドに付けて使いま
す。
growto

指定したサイズにボリュームサイズを拡大

growby

指定した量だけボリュームサイズを拡大

shrinkto

指定したサイズにボリュームサイズを縮小

shrinkby

指定した量だけボリュームサイズを縮小

任意のサイズへの拡大
ボリュームを特定のサイズに拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] growto volume length
-b オプションを指定すると、ボリュームの拡大はバックグラウンドタスクとして実行されま

す。
たとえば、volcat を 2000 セクタに拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg growto volcat 2000

当該ボリュームで以前に再レイアウトを実行している場合、連続したディスク領域を使って
サブディスクを拡大するには、growto コマンドに属性 layout=nodiskalign を追加指
定します。

任意のサイズ分の拡大
ボリュームを特定のサイズだけ拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] growby volume length
-b オプションを指定すると、ボリュームの拡大はバックグラウンドタスクとして実行されま

す。
たとえば、volcat を 100 セクタ分だけ拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg growby volcat 100
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当該ボリュームで以前に再レイアウトを実行している場合、連続したディスク領域を使って
サブディスクを拡大するには、growby コマンドに属性 layout=nodiskalign を追加指
定します。

任意のサイズへの縮小
ボリュームを特定のサイズに縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] shrinkto volume length

たとえば、volcat を 1300 セクタに縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg shrinkto volcat 1300

警告: ボリュームを使っている現在のファイルシステムやデータベースのサイズより小さく
なるサイズに、ボリュームを縮小することはできません。vxassist shrinkto コマンドは
空のボリュームに対しては安全に使えます。

任意のサイズ分の縮小
ボリュームを特定のサイズだけ縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] shrinkby volume length

たとえば、volcat を 300 セクタ分だけ縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg shrinkby volcat 300

警告: ボリュームを使っている現在のファイルシステムやデータベースのサイズより小さく
なるサイズに、ボリュームを縮小することはできません。vxassist shrinkby コマンドは
空のボリュームに対しては安全に使えます。

vxvol を使ったボリュームのサイズ変更
vxvol set コマンドを使ってボリュームのサイズを変更するには、次のコマンドを使いま

す。
# vxvol [-g diskgroup] set len=length volume

たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 のサイズを 100000 セクタに変
更するには、次のコマンドを使います。
# vxvol -g mydg set len=100000 vol01
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メモ: vxvol set len コマンドを使ってボリュームのサイズを拡大するには、ボリュームの
プレックス内で必要領域が使える必要があります。vxvol set len コマンドを使ってボ
リュームのサイズを縮小すると、空きになった領域はディスクグループの空き領域プール
に解放されません。
アクティブなボリュームでサイズを縮小する場合は、vxvol で -o force オプションを使っ
て強制的に実行する必要があります。これによって、ボリュームを使っているアプリケー
ションによって偶発的に領域が削除されることを回避できます。
ログのサイズは次のコマンドを使って変更することもできます。
# vxvol [-g diskgroup] set loglen=length log_volume

警告: スパースログプレックスは有効ではありません。スパースログプレックスはログ全体
のサイズにマップする必要があります。ログサイズの拡大によりログが無効になると、操作
はできなくなります。また、ボリュームが有効ではなくダーティの場合（たとえば、正常に停
止されなかった場合）、ログサイズは変更できません。これによって（ログサイズを縮小す
る場合は）ログ内容の損失が回避され（ログサイズを拡大する場合は）ログへのランダム
データの挿入が回避されます。

ボリュームでのタグ設定
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います。
『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、ボリュームに名前付きタグとオプションのタグ値
を設定し、タグを置換し、ボリュームからタグを削除できます。
# vxassist [-g diskgroup] settag volume tagname[=tagvalue]
# vxassist [-g diskgroup] replacetag volume oldtag newtag
# vxassist [-g diskgroup] removetag volume tagname

ボリュームに関連付けられているタグを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] listtag volume

指定したタグ名が設定されたボリュームを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] list tag=tagname volume

タグの名前と値は、256 文字までの大文字と小文字を区別する文字列です。タグ名には、
ASCII 文字セットからの英字（A から Z、a から z）、数字（0 から 9）、ハイフン（-）、下線文
字（_）、ピリオド（.）を使えます。タグ名は、英字または下線文字から始める必要がありま
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す。タグ値には、ASCII 文字セットの任意の文字と 32 から 127 までの 10 進値を使えま
す。タグ値にスペースがある場合、シェルからそのタグ値を保護するために、次のように
指定を引用符で囲みます。
# vxassist -g mydg settag myvol "dbvol=table space 1"

ドット区切りのタグ階層は、list 操作を使って確認できます。たとえば、tag=a.b のリスト
には、a.b で始まるタグ名が設定されたボリュームがすべて含まれます。
タグ名 site、udid、vdid は予約されているため、使わないでください。今後の製品機能
との競合を防ぐため、asl、be、isp、nbu、sf、symc、vx で始まるタグ名を使わないことを
お勧めします。

ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更
VxVM では、ミラーボリューム内のデータプレックスに対して次の読み取りポリシーを選択
できます。
round

非順次 I/O が検出されるたびにアクセス先をラウンドロビン方式で切り替え、
各プレックスを順に読み取ります。シーケンシャルアクセスでは、1 つのプ
レックスにのみアクセスできます。したがって、ドライブまたはコントローラの
先読みキャッシュポリシーを利用できます。

prefer

優先プレックスとして指定されているプレックスから先に読み取ります。

select

ボリュームに対するプレックスの関連付けに基づいてデフォルトのポリシーを
選択します。ボリュームに有効なストライプ化プレックスがある場合、select
オプションでは特に指定がない限りそのプレックスを優先し、有効なストライ
プ化プレックスがない場合はラウンドロビンを採用します。

siteread

ローカルで定義されたサイトでプレックスから優先的に読み取ります。これ
は、サイトの整合性が有効になっているディスクグループ内のボリュームの
デフォルトのポリシーです。
p.509 の 「ディスクグループに対するサイトの一貫性の設定」 を参照してくだ
さい。

メモ: RAID 5 ボリュームには読み取りポリシーを設定できません。RAID 5 プレックスには
独自の読み取りポリシー（raid）があります。
読み取りポリシーを round に設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol round volume

たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 の読み取りポリシーをラウンドロ
ビンに設定する場合は、次のコマンドを使います。
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# vxvol -g mydg rdpol round vol01

読み取りポリシーを prefer に設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol prefer volume preferred_plex
vol01 のポリシーをプレックス vol01-02 から優先的に読み取るように設定する場合は、

次のコマンドを使います。
# vxvol -g mydg rdpol prefer vol01 vol01-02

読み取りポリシーを select に設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol select volume

p.538 の 「ボリュームの読み取りポリシー」 を参照してください。

ボリュームの削除
ボリュームが不要になった場合（たとえば、ボリュームが有効でなくなり内容がアーカイブ
されている）は、ボリュームを削除して、ディスク領域を他の目的のために解放することが
できます。
ボリュームを削除するには、次の手順を実行します。

1

システムで実行中のアプリケーションプログラム（シェルを含む）からのボリュームに
対する参照をすべて削除します。

2

ボリュームをファイルシステムとしてマウントしている場合は、次のコマンドを使ってボ
リュームをマウント解除します。
# umount /dev/vx/dsk/diskgroup/volume

3

このボリュームが /etc/fstab ファイルに記述されている場合は、このファイルを編
集してそのエントリを削除します。このファイルのフォーマットやファイルの変更方法
の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
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4

次のコマンドを使って、ボリューム上の VxVM によるアクティビティをすべて停止し
ます。
# vxvol [-g diskgroup] stop volume

5

vxassist コマンドを使ってボリュームを削除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove volume volume
vxedit コマンドを使ってもボリュームを削除できます。
# vxedit [-g diskgroup] [-r] [-f] rm volume
vxedit の -r オプションは再帰的に削除することを示します。このオプションを指定

すると、ボリュームに関連付けられたすべてのプレックスと、そのプレックスに関連付
けられたすべてのサブディスクが削除されます。vxedit に -f オプションを指定す
ると、強制的に削除が行われます。この機能は、ボリュームがまだ有効な場合に必
要となります。

VM ディスクからのボリュームの退避
ディスクを無効化または削除する前に、そのディスクから、システム上の十分な領域があ
る別のディスクへデータを退避できます。

第 8 章 ボリュームの管理
ボリュームに対する FastResync の有効化

ディスクからボリュームを移動するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューで、［ディスクからのボリュームの移動（Move volumes
from a disk）］を選択します。

2

次のプロンプトで、移動するボリュームのあるディスクのディスク名を次のように入力
します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の表示画面で、オプションとしてボリュームの移動先ディスクの一覧を指定できま
す。プロンプトで、Enter キーを押してディスクグループの使用可能な領域にボリュー
ムを移動するか、使うディスクグループのディスクを指定します。
Enter disks [<disk ...>,list]
VxVM NOTICE V-5-2-283 Requested operation is to move all
volumes from disk mydg01 in group mydg.
NOTE: This operation can take a long time to complete.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

ボリュームがディスクから移動されると、vxdiskadmプログラムによって操作の状態が
表示されます。
VxVM vxevac INFO V-5-2-24 Move volume voltest ...

ボリュームがすべて移動されると、vxdiskadm プログラムによって次のメッセージが
表示されます。
VxVM INFO V-5-2-188 Evacuation of disk mydg02 is complete.

3

次のプロンプトで、ボリュームを他のディスクから移動する（y）か、vxdiskadm メイン
メニューに戻る（n）かを指定します。
Move volumes from another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ボリュームに対する FastResync の有効化
バージョン 20 の DCO を使ってボリュームに対する FastResync を有効にするために、
vxsnap prepare コマンドを使うことをお勧めします。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
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メモ: この機能を使うには、FastResync ライセンスが必要です。
FastResync を使うと、無効なミラーの再同期が素早く効率的に行われます。また、バック
アップや意志決定支援システム（DSS）などの操作に使うと、VxVM スナップショット機構
の効率が向上します。
p.363 の 「ボリュームスナップショットについて」 を参照してください。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
ボリュームで有効にできる FastResync のバージョンは 2 つ存在します。
■

永続 FastResync は、FastResync マップのコピーをディスク上に保有します。このコ
ピーを使うことによって、システムを再ブートした場合のミラーボリュームのリカバリを迅
速に行うことができます。FastResync の形式では、まず、旧形式または新形式のデー
タ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームの両方をボリュームに関連付ける必要が
あります。
p.419 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
p.337 の 「バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード」 を
参照してください。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参
照してください。

■

非永続 FastResync は、FastResync マップをメモリ内に保有します。このマップは、
システムを再ブートするとなくなります。

デフォルトでは、新しく作成したボリュームでは FastResync は有効になっていません。
FastResync を有効にする場合は、vxassist make コマンドに fastresync=on 属性を
指定したうえでボリュームを作成します。
メモ: 1 つのボリュームに永続 FastResync と非永続 FastResync の両方を設定すること
はできません。DCO がボリュームに関連付けられている場合は、永続 FastResync を使
います。それ以外の場合は、非永続 FastResync を使います。
既存のボリュームに対して FastResync を有効にするには、次のように vxvol コマンドに
fastresync=on を指定します。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=on volume

スナップショットで FastResync を使うには、スナップショットを利用する前に FastResync
を有効にし、さらにスナップバックが完了するまでは有効にしておく必要があります。

ボリューム上での FastResync の有効あるいは無効のチェック
ボリューム上で FastResync が有効かどうかをチェックするには、次のコマンドを使いま
す。
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# vxprint [-g diskgroup] -F%fastresync volume

このコマンドは、FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返します。
FastResync が有効である場合に、それが非永続 FastResync と永続 FastResync のど
ちらであるかをチェックするには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -F%hasdcolog volume

このコマンドは、永続 FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返
します。
非永続 FastResync が有効であるすべてのボリュームを表示するには、次のコマンドを
使います。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" ¥
-e "v_fastresync=on && ¥!v_hasdcolog"

永続 FastResync が有効であるすべてのボリュームを表示するには、次のコマンドを使
います。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" -e "v_fastresync=on ¥
&& v_hasdcolog"

FastResync の無効化
既存のボリュームで永続 FastResync または非永続 FastResync を無効にするには、次
のように vxvol コマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume

FastResync を無効にすると、指定したボリュームのすべての追跡マップが解放されます。
それ以後に発生するすべての再接続では FastResync 機能を使いませんが、ボリューム
の完全再同期が行われます。これは、FastResync が後で有効にされた場合にも発生し
ます。

オンライン再レイアウトの実行
vxassist relayout コマンドを使うと、ボリュームをオフラインにせずに、ボリュームのレ

イアウトを再設定できます。このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] relayout volume [layout=layout] ¥
[relayout_options]
-b オプションを指定すると、ボリュームの再レイアウトはバックグラウンドタスクとして実行

されます。
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次の再設定レイアウト属性がサポートされています。
concat-mirror

連結ミラー

concat

連結

nomirror

連結

nostripe

連結

RAID5

RAID 5（共有ディスクグループではサポート対象外）

span

連結

stripe

ストライプ

p.354 の 「可能な再レイアウト変換」 を参照してください。
たとえば、次のコマンドは、2 カラム、ストライプユニットサイズ 64 KB というデフォルト値
で、ディスクグループ mydg 内の連結ボリューム vol02 をストライプボリュームに変更しま
す。
# vxassist -g mydg relayout vol02 layout=stripe

場合によっては、ボリューム上ではなくプレックス上で再レイアウトの実行が必要になるこ
とがあります。
p.358 の 「オンライン再レイアウト用のプレックスの指定」 を参照してください。

可能な再レイアウト変換
表 8-4 に、連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
表 8-4

連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換

再レイアウト後の 連結ボリュームから
タイプ
連結

不可。

連結ミラー

不可。代わりに、ミラーを追加してから、vxassist convert コマンドを使
います。

ミラー化連結

不可。代わりにミラーを追加します。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。
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再レイアウト後の 連結ボリュームから
タイプ
ストライプ

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

ストライプ化ミラー

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

表 8-5 に、連結ミラーボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
表 8-5

連結ミラーボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換

再レイアウト後の 連結ミラーボリュームから
タイプ
連結

不可。代わりに、vxassist convert を使い、作成されたミラー化連結ボ
リュームから不必要なミラーを削除します。

連結ミラー

不可。

ミラー化連結

不可。代わりに、vxassist convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可能。

ストライプ

可能。これにより、ミラーが削除され、ストライプが追加されます。ストライプユ
ニットサイズとカラム数を定義できます。

ストライプ化ミラー

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

表 8-6 に、RAID 5 ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
表 8-6

ミラー化ストライプボリュームに対してサポートされている再レイアウ
ト変換

再レイアウト後の ミラー化ストライプボリュームから
タイプ
連結

可能。

連結ミラー

可能。

ミラー化連結

不可。代わりに、連結ミラーボリュームに再レイアウトした後に vxassist
convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。
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再レイアウト後の ミラー化ストライプボリュームから
タイプ
RAID5

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を変更できます。

ストライプ

可能。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

ストライプ化ミラー

可能。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。変
更しない場合は、vxassist convert コマンドを使います。

表 8-7 に、ミラー化連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示しま
す。
表 8-7

ミラー化連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変
換

再レイアウト後の ミラー化連結ボリュームから
タイプ
連結

不可。代わりに、不必要なミラーを削除します。

連結ミラー

不可。代わりに、vxassist convert コマンドを使います。

ミラー化連結

不可。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。再レイアウトを実
行する、既存のミラーボリューム内のプレックスを選択します。他のプレックス
は、再レイアウト操作の最後に削除されます。

ストライプ

可能。

ストライプ化ミラー

可能。

表 8-8 に、ミラー化ストライプボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示
します。
表 8-8

ミラー化ストライプボリュームに対してサポートされている再レイアウ
ト変換

再レイアウト後の ミラー化ストライプボリュームから
タイプ
連結

可能。

連結ミラー

可能。
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再レイアウト後の ミラー化ストライプボリュームから
タイプ
ミラー化連結

不可。代わりに、連結ミラーボリュームに再レイアウトした後に vxassist
convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を変更できます。

ストライプ

可能。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

ストライプ化ミラー

可能。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。変
更しない場合は、vxassist convert コマンドを使います。

表 8-9 に、ミラー化されていないストライプボリュームと階層化されたストライプ化ミラーボ
リュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
表 8-9

ミラー化されていないストライプボリューム、および階層化されたスト
ライプ化ミラーボリュームに対してサポートされている再レイアウト変
換

再レイアウト後の ストライプまたはストライプ化ミラーから
タイプ
連結

可能。

連結ミラー

可能。

ミラー化連結

不可。代わりに、連結ミラーボリュームに再レイアウトした後に vxassist
convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可能。ストライプユニットサイズとカラム数を変更できます。

ストライプ

可能。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

ストライプ化ミラー

可能。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

非デフォルトレイアウトの指定
1 つ以上の再レイアウトオプションを指定して、デフォルトのレイアウト設定を指定できま
す。次にこのオプションの使用例を示します。
ncol=number

カラム数を指定
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ncol=+number

追加するカラム数を指定

ncol=-number

削除するカラム数を指定

stripeunit=size

ストライプ幅を指定

vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

次に、vxassist を使って、ディスクグループ dbaseg 内のストライプボリュームに関するス
トライプ幅やカラム数を変更する場合の例を示します。
# vxassist -g dbaseg relayout vol03 stripeunit=64k ncol=6
# vxassist -g dbaseg relayout vol03 ncol=+2
# vxassist -g dbaseg relayout vol03 stripeunit=128k

次の例では、連結ボリュームを 4 カラムの RAID 5 ボリュームに変更しています。
# vxassist -g fsgrp relayout vol04 layout=raid5 ncol=4

オンライン再レイアウト用のプレックスの指定
ディスクグループ内に十分なディスクや領域がある場合、どのレイアウトも RAID 5 に変更
できます。ミラーボリュームを RAID 5 へ変換する場合、どのプレックスを変換するか指定
する必要があります。変換が終わると、他のプレックスはすべて削除され、他の目的のた
めに領域が解放されます。ミラーボリュームを RAID 5 以外のレイアウトに変換する場合、
変換されていないプレックスは削除されません。ボリュームの代わりにプレックスの名前を
指定して、変換するプレックスを指定できます。
# vxassist [-g diskgroup] relayout plex [layout=layout] ¥
[relayout_options]

オンライン再レイアウト操作のタグ設定
再レイアウト操作を一時停止したりもとに戻すなど、操作の進行状況を制御する必要があ
る場合は、vxassist に -t オプションを指定して、操作にタスクタグを設定することがで
きます。たとえば、次の再レイアウト操作はバックグラウンドタスクとして実行され、そのタス
クにはタグ myconv が設定されます。
# vxassist -b -g fsgrp -t myconv relayout vol04 layout=raid5 ¥
ncol=4

p.359 の 「オンライン再レイアウトのステータスの表示」 を参照してください。
p.359 の 「オンライン再レイアウトの進行状況の制御」 を参照してください。
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オンライン再レイアウトのステータスの表示
オンライン再レイアウト操作の実行には、しばらく時間がかかります。vxrelayout コマン
ドを使って、再レイアウト操作のステータスに関する情報を取得できます。たとえば、次の
コマンドの示す情報を示します。
# vxrelayout -g mydg status vol04

このコマンドにより次のような出力が表示されます。
STRIPED, columns=5, stwidth=128--> STRIPED, columns=6,
stwidth=128
Relayout running, 68.58% completed.

この例では、ストライプボリュームのカラム数 5 から 6 への再設定が実行中であり、ちょう
ど 3 分の 2 以上が完了したところです。
vxrelayout（1M）マニュアルページを参照してください。

再レイアウトの開始時に vxassist でタスクタグを指定した場合、このタグを vxtask コマ
ンドで使って、再レイアウトの進行状況を監視できます。たとえば、myconv というタグを設
定したタスクを監視するには、次のように入力します。
# vxtask monitor myconv

オンライン再レイアウトの進行状況の制御
vxtask コマンドを使って、再レイアウトを一時的に停止（pause）または完全に取り消す

（abort）ことができます。再レイアウト開始時に vxassist へのタスクタグを指定した場
合、このタグを使って vxtask のタスクを指定できます。たとえば、myconv とタグを設定し
た再レイアウト操作を一時停止するには、次のように入力します。
# vxtask pause myconv

操作を再開するには、次の vxtask コマンドを使います。
# vxtask resume myconv
vxtask pause コマンド以外の要因（vxtask abort コマンドによるタスクの停止、変換

プロセスの停止、I/O エラーの発生など）で停止した再レイアウト操作を再開する場合は、
次のように vxrelayout に start キーワードを指定します。
# vxrelayout -g mydg -o bg start vol04
vxtask pause コマンドで中断した再レイアウトを vxrelayout start コマンドで再開

すると、操作を完了するためにタグのない新しいタスクが作成されます。このため、もとの
タスクタグを使って再レイアウトを制御することはできなくなります。
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-o bg オプションを指定すると、再レイアウトはバックグラウンドで再開されます。slow と
iosize オプション修飾子を指定して、再レイアウトの速度やコピーされる各領域のサイ

ズを制御することもできます。たとえば、次のコマンドでは各 10 MB 領域のコピーの間に
1000 ミリ秒（1 秒）の遅延を挿入します。
# vxrelayout -g mydg -o bg,slow=1000,iosize=10m start vol04

遅延時間のデフォルト値は 250 ミリ秒、また領域のサイズのデフォルト値は 1 MB です。
現在停止している再レイアウト操作の方向を逆にするには、次の例のように vxrelayout
に reverse キーワードを指定します。
# vxrelayout -g mydg -o bg reverse vol04

これにより、これまでボリュームに対して行われた変更をもとに戻し、もとのレイアウトに戻
します。
vxtask abort を使って再レイアウトを取り消すことによっても、逆変換が行われ、ボリュー

ムはもとの設定に戻ります。
p.324 の 「vxtask を使ったタスクの管理」 を参照してください。
vxrelayout（1M）マニュアルページ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。

階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換
vxassist convert コマンドは、階層化および非階層化の形式間でボリュームレイアウ

トを変換します。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] convert volume [layout=layout] ¥
[convert_options]
-b オプションを指定すると、ボリュームの変換はバックグラウンドタスクとして実行されま

す。
次の変換レイアウト属性がサポートされています。
stripe-mirror

ミラー化ストライプからストライプ化ミラーボリュームへ

mirror-stripe

ストライプ化ミラーからミラー化ストライプボリュームへ

concat-mirror

ミラー化連結から連結ミラーボリュームへ

mirror-concat

連結ミラーからミラー化連結ボリュームへ
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オンライン再レイアウトの実行前または後に、ボリューム変換を実行して、他の場合よりも
多くの変換を実行できます。再レイアウトプロセス中に、ボリュームが目的のレイアウトへ
の中間段階としてのレイアウトに変換されることがあります。たとえば、4 カラムのミラー化
ストライプボリュームを 5 カラムのミラー化ストライプボリュームに変換するには、次に示す
ように、まず、vxassist relayout を使って、5 カラムのストライプ化ミラーボリュームに
変換します。
# vxassist -g mydg relayout vol1 ncol=5

再レイアウトが完了したら、vxassist convert コマンドを使って、作成した階層化ストラ
イプ化ミラーボリュームを非階層化ミラー化ストライプボリュームに変更します。
# vxassist -g mydg convert vol1 layout=mirror-stripe

メモ: 再レイアウトや変換中にシステムがクラッシュした場合、システムの再ブート時にプロ
セスは続行されます。ただし、2 段階から実行される再レイアウトと変換操作の 第 1 段階
中にクラッシュが発生すると、第 1 段階のみ完了します。vxassist convert を手動で
実行し、操作を完了する必要があります。

シンプロビジョニングの使用
この項では、シンストレージ LUN で Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームを使
う方法について説明します。

シンプロビジョニングについて
シンプロビジョニングは、ストレージのプロビジョニングタスクを自動化することでストレー
ジの使用効率を高めることのできるストレージアレイの機能です。シンプロビジョニングを
使うと、管理者は、アプリケーションが必要とするストレージ容量を見積もる代わりに、大
規模のシン LUN をホストにプロビジョニングして、シン LUN での実際の物理的な容量割
り当てをアプリケーションの I/O 書き込みに任せることができます。

シン再生について
ホストでデータが削除されても、シンストレージ LUN では何も起こりません。結果的に、
ホストが 200 GB のデータをシン LUN がサポートするファイルシステムに書き込むと、そ
のシン LUN の背後で 200 GB 以上の物理ディスク容量が割り当てられます。その後、ホ
ストがその同じファイルシステムから 200 GB のデータを削除しても、シン LUN の背後に
ある物理ストレージの容量は変わりません。この場合、シン LUN の背後に 200 GB 以上
の物理ディスク領域が依然として存在し、未使用のまま残ります。
Storage Foundation のシン再生機能は、Veritas File System（VxFS）が把握している
ファイルシステムレベルでの使用および未使用のブロック範囲の情報を利用します。この
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機能を使用すれば、管理者は、シン再生をサポートするストレージアレイ内の未使用シン
ストレージのオンライン再生を起動できます。シン再生は、ファイルシステム、ディスクセッ
ト、ディスクグループ、またはエンクロージャで起動でき、未使用のシンストレージをアレイ
内の空きストレージプールに解放します。Storage Foundation のハードウェア互換性リ
ストには、この機能をサポートするストレージアレイ用のシン再生のサポート文が含まれま
す。

ディスク、ディスクグループ、またはエンクロージャのシン再生
vxdisk reclaim コマンドを使えば、1 つ以上のディスク、ディスクグループ、またはエン

クロージャでオンラインシン再生を起動できます。次の例では、disk1 ディスクと disk2
ディスクで再生が起動されます。
# vxdisk reclaim disk1 disk2

シン再生は thin_rclm ディスクでのみ実行できます。デバイス検出により、シン再生を
サポートするディスクが、対応可能なストレージアレイから自動的に検出されます。ホスト
でシンまたは thin_rclm として認識されているデバイスを一覧表示するには vxdisk
-o thin list コマンドを使います。
シン再生は、オンラインになっている VxFS ファイルシステムをディスクがサポートする場
合にのみ実行できます。
VxFS ファイルシステムでシン再生を起動する方法について詳しくは、『Veritas File
System 管理者ガイド』を参照してください。

9
ボリューム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。
■

ボリュームスナップショットについて

■

従来のサードミラーブレークオフスナップショット

■

フルサイズインスタントスナップショット

■

領域最適化インスタントスナップショット

■

サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーション

■

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

■

カスケードスナップショット

■

複数のスナップショットの作成

■

スナップショットからのもとのボリュームのリストア

■

インスタントスナップショットの作成

■

従来のサードミラーブレークオフスナップショットの作成

■

バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加

ボリュームスナップショットについて
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。
p.60 の 「ボリュームスナップショット」 を参照してください。
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ボリュームセットのスナップショットを作成することもできます。
p.395 の 「ボリュームセット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。
スナップショットを使うと、ユーザーの作業中断を最小に抑えて、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。
p.365 の 「従来のサードミラーブレークオフスナップショット」 を参照してください。
p.366 の 「フルサイズインスタントスナップショット」 を参照してください。
p.368 の 「領域最適化インスタントスナップショット」 を参照してください。
p.369 の 「サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーション」 を参照してくださ
い。
p.370 の 「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」 を参照してください。
p.371 の 「カスケードスナップショット」 を参照してください。
p.375 の 「複数のスナップショットの作成」 を参照してください。
p.376 の 「スナップショットからのもとのボリュームのリストア」 を参照してください。
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
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。
ボリュームスナップショットの作成方法は 2 つあります。
p.377 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。
p.410 の 「従来のサードミラーブレークオフ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、オフホストオフラインバックアップを実装できます。
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p.433 の 「オフホスト処理ソリューションについて」 を参照してください。
VxVM でオンラインとオフホストのポイントインタイムコピーソリューションを実装するとき
は、vxsnap コマンドを使ってスナップショットを作成することをお勧めします。vxassist
コマンドを使った従来のサードミラースナップショットのサポートは、今後のリリースで中止
される予定です。
メモ: 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。
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、複数の方法でリカバリすることがで
きます。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

従来のサードミラーブレークオフスナップショット
図 9-1 は、vxassist コマンドでサポートされる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のモデルを示しています。
図 9-1

開始

サードミラースナップショットの作成と使用法
vxassist
snapshot

もとのボリューム

もとのボリューム

vxassist
snapshot

スナップショット
ミラー

バック
アップ
サイクル

スナップショット
ボリューム

スナップバックの実行に伴う更新
vxsassist
snapback
独立したボリューム

vxsassist snapclear
ディスク、テープ、その他のメディアへの
バックアップ、またはデータベースや
ファイルの複製に使用

vxassist snapstart コマンドによって、スナップショットに使うミラーが作成され、それ

がスナップショットミラーとしてボリュームに接続されます（vxassist snapabort コマンド
を使って、この操作を取り消し、スナップショットミラーを削除できます）。
ミラーを作成する場合と同様に、ボリュームの内容を新しいスナップショットプレックスにコ
ピーするには時間がかかることがあります。フルサイズインスタントスナップショットと領域
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最適化インスタントスナップショットを使えば、スナップショットをすぐに使用可能な状態に
できます。
p.366 の 「フルサイズインスタントスナップショット」 を参照してください。
p.368 の 「領域最適化インスタントスナップショット」 を参照してください。
接続が完了すると、vxassist snapshot コマンドを使って、1 つ以上のスナップショット
ミラーをそのデータプレックスとして使って、新しいスナップショットボリュームが作成され
ます。スナップショットボリュームには、スナップショットを作成したときのもとのボリュームの
データのコピーが保存されます。複数のスナップショットミラーを使う場合は、スナップショッ
トボリューム自体がミラー化されます。
vxassist snapback コマンドを使って、スナップショットプレックスをもとのボリュームに

戻すことができます。また、もとのボリュームのデータからスナップショットミラー内のデー
タを再同期することもできます。これにより、スナップショットを使ってバックアップするたび
に、スナップショット内のデータを更新できます。また、同様のコマンドを使って、過去の
時点で作成したスナップショットからもとのボリュームの内容を復元できます。
p.376 の 「スナップショットからのもとのボリュームのリストア」 を参照してください。
VxVM の FastResync 機能を使って、スナップショットミラーのデータを再同期するため
に必要な時間を最小限にできます。FastResync が有効でない場合は、データ全体の再
同期が必要です。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
最後に、vxassist snapclear コマンドを使って、もとのボリュームとスナップショットボ
リューム間の関連付けを解除できます。すると、スナップショットボリュームはもとのボリュー
ムとは独立したボリュームとなります。これは、スナップショットをもとのボリュームと再同期
する必要のないアプリケーションの場合に便利です。
インスタントスナップショットの作成用に準備したボリュームについては、vxassist コマン
ドを使った、従来の（サードミラーブレークオフ）スナップショットの管理はサポートされて
いません。従来のスナップショットを管理するには、vxsnap コマンドを使います。
p.366 の 「フルサイズインスタントスナップショット」 を参照してください。
p.410 の 「従来のサードミラーブレークオフスナップショットの作成」 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
フルサイズインスタントスナップショットは、サードミラーボリュームスナップショットモデルの
変形です。このスナップショットを使うと、スナップショットプレックスの作成後、すぐにスナッ
プショットボリュームにアクセスできます。
図 9-2 に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モデルを示します。

第 9 章 ボリュームスナップショットの管理
フルサイズインスタントスナップショット

フルサイズインスタントスナップショットの作成とバックアップサイクル
での使用法

図 9-2

開始

vxsnap make

vxsnap refresh

vxsnap prepare
もとのボリューム

スナップショット
ボリューム

vxsnap reattach
ディスク、テープまたは他のメディア
へのバックアップ。
同期化の完了後に、スナップショットボリュームを使って、複
製データベースやファイルシステムを作成することもできる

バック
アップ
サイクル

vxsnap dis
または
vxsnap split
独立したボリューム

インスタントスナップショットを作成するには、vxsnap make コマンドを使います。このコマ
ンドは、スナップショットボリューム用に適切に準備した空のボリュームに適用するために
使えます。また、もとのボリュームから 1 つ以上の同期化されたプレックスを切り離すため
にも使えます（vxassist コマンドでスナップショットを作成する方法と類似しています）。
従来のサードミラースナップショットとは異なり、フルサイズインスタントスナップショットで
は、バックアップを作成したり、もとのボリュームからその内容をすぐに更新できます。ま
た、そのプレックスをもとのボリュームに接続することもでき、いずれの場合も、もとのボ
リュームからスナップショットプレックスを完全に同期化する必要はありません。
VxVM では、コピーオンライト機構を使って、スナップショットの作成時に、スナップショッ
トボリュームが、もとのボリュームの内容を保持するようにします。ボリュームのもとの内容
が上書きされそうになると、データが書き替えられる直前にボリューム内のもとのデータが
スナップショットボリューム上に保存されます。時間の経過とともにボリュームの内容が更
新されると、もとの内容は段階的にスナップショットボリュームに再配置されます。
スナップショットボリュームのバックグラウンド（非ブロック）またはフォアグラウンド（ブロック）
での同期化を指定して実行することもできます。これは、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で処理する場合や、vxsnap dis コマンドまたは
vxsnap split コマンドを使ってスナップショットボリュームを独立したボリュームに変更
する場合に便利です。
vxsnap refresh コマンドを使うと、バックアップするたびにスナップショット内のデータを

更新できます。
vxsnap reattach コマンドを使って、スナップショットプレックスをもとのボリュームに接

続することができます。また、もとのボリュームのデータからプレックス内のデータを再同
期することもできます。また、vxsnap restore コマンドを使って、過去の時点で作成し
たスナップショットからもとのボリュームの内容を復元できます。さらに、もとのボリュームの
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リストアが完了した後でもスナップショットボリュームを存続させるかどうかを選択することも
できます。
p.376 の 「スナップショットからのもとのボリュームのリストア」 を参照してください。
デフォルトでは、スナップショットミラーのデータを再同期するのに必要な時間を最小限に
するために VxVM の FastResync 機能を使います。FastResync が有効でない場合は、
データ全体の再同期が必要です。
p.63 の 「FastResync」 を参照してください。
p.386 の 「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」 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とリンクブレｰクオフスナップショットで使うための空
のボリュームを準備する必要があります。
p.383 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。

領域最適化インスタントスナップショット
ボリュームスナップショットでは、もとのボリュームの完全なコピーを作成する必要があり、
もとのボリュームと同じサイズのストレージ領域を使います。
領域最適化インスタントスナップショットではストレージキャッシュを使うため、もとのボリュー
ムのストレージ領域の完全なコピーは必要ありません。このキャッシュのサイズはスナップ
ショットの作成時に設定できます。
ストレージキャッシュには名前を付けて、同一ディスクグループ内の複数のボリュームで
共有できます。この場合、宣言するキャッシュのサイズは、各ボリュームの領域最適化ス
ナップショットで同一にする必要があります。1 つのディスクグループに 1 つのストレージ
キャッシュを設定し、そのディスクグループ内のすべてのボリュームで共有できるようにす
ると便利です。
p.381 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。
もとのボリュームに対するデータの書き込みが発生すると、VxVM は書き込みをコミットす
る前にもとのデータの内容をキャッシュに保存します。ストレージキャッシュを設定するの
に必要なストレージのサイズは、もとのボリュームよりもはるかに小さくて済むため、このス
ナップショットを、領域最適化されているといいます。キャッシュのサイズが足りなくなる場
合は、VxVM を設定して、ディスクグループ内の空き領域を使って自動的にキャッシュの
サイズを拡大するようにできます。
図 9-3 に領域最適化インスタントスナップショットのモデルを示します。
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領域最適化インスタントスナップショットの作成とバックアップサイク
ルでの使用法

図 9-3
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インスタントスナップショットの場合と同様に、領域最適化スナップショットでもコピーオン
ライト機構が使われるため、新規作成またはデータの更新時にすぐに使用可能になりま
す。ただし、インスタントスナップショットとは異なり、領域最適化スナップショットでは同期
の有効化やもとのボリュームへの再接続、独立したボリュームへの変更はできません。
p.384 の 「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」 を参照してください。
領域最適化インスタントスナップショットで使うためのキャッシュオブジェクトとキャッシュボ
リュームを設定する必要があります。
p.381 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。

サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーショ
ン
サードミラーブレークオフスナップショットは、領域最適化インスタントスナップショットやフ
ルサイズインスタントスナップショットのコピーオンライト機構を使うと処理効率が低下する、
書き込みを集中的に行うボリューム（データベース REDO ログなど）に適しています。
vxsnap prepare コマンドを使って、インスタントスナップショットや領域最適化スナップ

ショットで使えるようにボリュームを有効にした場合、vxassist スナップショットコマンドを
使って、そのボリューム用に作成したスナップショットを管理することはできません。サード
ミラーブレークオフスナップショットとして動作する（使用前に内容の完全再同期が必要
な）スナップショットが必要な場合には、次の 3 つの方法があります。
■ vxsnap addmir コマンドを使って 1 つ以上のスナップショットミラーを作成し、ボリュー

ムに接続します。プレックスを同期化して SNAPDONE 状態にすると、nmirror 属性を
指定して vxsnap make コマンドを実行し、スナップショットボリュームを作成できます。
この方法は、vxassist snapstart コマンドと vxassist snapshot コマンドを使う
方法に似ています。
p.365 の 「従来のサードミラーブレークオフスナップショット」 を参照してください。
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■ plex 属性を指定して vxsnap make コマンドを実行し、ボリュームの 1 つ以上の既存

のプレックスをスナップショットプレックスとして使います。このボリュームには、ACTIVE
状態の使用可能なプレックスが十分に存在している必要があります。
このボリュームは、ミラーまたはミラー化ストライプのレイアウトを持つ非階層化ボリュー
ムか、特別な階層化ボリュームに変換後にミラー化した RAID 5 ボリュームである必
要があります。
p.333 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 を参照してく
ださい。
ストライプ化ミラーレイアウトのボリューム内のプレックスは、サブボリュームレベルでミ
ラー化されるため切り離すことができません。
属性と type=full 属性を指定して vxsnap make コマンドを実行し、ス
ナップショットボリュームを作成し、次に、vxsnap syncwait コマンドを実行して、ス
ナップショットボリュームの同期化が完了するまで待ちます。

■ sync=yes

p.397 の 「ボリュームへのスナップショットミラーの追加」 を参照してください。
p.389 の 「サードミラーブレークオフスナップショットの作成と管理」 を参照してください。

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
サードミラーブレークオフスナップショットタイプの一種は、vxsnap addmir コマンドを使っ
てデータボリュームを持つ特別に準備されたボリューム、ブレークオフスナップショットボ
リュームとリンクします。スナップショットに使われるボリュームは、フルサイズインスタントス
ナップショットと同じ方法で準備されます。ただし、フルサイズインスタントスナップショット
とは違い、このボリュームは、データボリュームとは異なるディスクボリューム内に設定でき
ます。このため、リンクされたブレークオフスナップショットは、オフホスト処理アプリケーショ
ンに適しており、データボリュームで使用されるストレージとは異なる特性を持つストレー
ジ上にスナップショットを作成することができます。サードミラーブレークオフスナップショッ
トについては、vxsnap make コマンドを使用してスナップショットを作成する前に、スナッ
プショットボリュームの内容がデータボリュームと同期されるまで待つ必要があります。
ボリュームとスナップショットになるミラーの間にリンクが作成された場合、スナップオブジェ
クトに似た別々のリンクオブジェクトがボリュームとそのミラーに関連付けられます。もとの
ボリュームのリンクオブジェクトはミラーボリュームを指し、ミラーボリュームのリンクオブジェ
クトはもとのボリュームを指します。すべての I/O は、もとのボリュームとミラーの両方に対
して実行され、もとのボリューム内のデータからミラーへの同期が開始されます。
vxprint コマンドを使ってリンクオブジェクトの状態を表示できます。これはタイプ ln とし

て表示されます。リンクオブジェクトには次のような状態があります。
ACTIVE

ミラーボリュームがもとのボリュームから完全に同期化されています。vxsnap
make コマンドを実行してスナップショットボリュームを作成できます。
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ATTACHING

ミラーボリュームの同期が進行中です。状態が ACTIVE に変わるまでは、
vxsnap make コマンドを使ってスナップショットボリュームを作成できませ
ん。vxsnap snapwait コマンドを使って同期の完了を待機できます。

BROKEN

I/O エラーまたはミラーボリュームの拡大の失敗のために、ミラーボリューム
がもとのボリュームから切断されています。vxrecover コマンドを使って、
DISABLED ボリュームと同じ方法でミラーボリュームを回復できます。
p.327 の 「ボリュームの起動」 を参照してください。

ボリュームのサイズを変更した場合（拡大または縮小）、そのボリュームのすべての ACTIVE
なリンクされたミラーボリュームのサイズも同時に変更されます。ボリュームとそのミラーは、
同じディスクグループ内にも異なるディスクグループ内にも置けます。操作が正常に終了
した場合は、ボリュームとそのミラーが同じサイズになります。
ボリュームが拡大された場合、リンクされたミラーボリューム内の拡大された領域の再同期
が開始され、再同期が完了するまでリンクは ATTACHING 状態のままになります。vxsnap
snapwait コマンドを使って、状態が ACTIVE になるのを待機できます。
vxsnap make コマンドを使ってスナップショットボリュームを作成すると、リンクが削除さ

れ、スナップショットボリュームともとのボリュームの間にスナップショットの関係が確立され
ます。
vxsnap reattach 操作は、2 つのボリュームの間にリンク関係を再び確立し、ミラーボ

リュームの再同期を開始します。
p.392 の 「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の作成と管理」 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とリンクブレｰクオフスナップショットで使うための空
のボリュームを準備する必要があります。
p.383 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。

カスケードスナップショット
図 9-4 は、スナップショットカスケードと呼ばれるスナップショット階層を示しています。一
部のアプリケーションでは、このスナップショット階層によって書き込みパフォーマンスを
向上できます。
図 9-4

スナップショットカスケード
最新の
スナップショット

もとのボリューム
V

スナップショット
ボリューム Sn

最も古い
スナップショット
スナップショット
ボリューム Sn-1

スナップショット
ボリューム S1
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ボリュームから複数の独立したスナップショットを作成するよりも、古いスナップショットを最
新のスナップショットの子オブジェクトにするほうが効率的です。
スナップショットカスケードに新規スナップショットを追加する場合は、2 番目のスナップ
ショット以降では infrontof 属性を直前のスナップショットに指定して vxsnap make コ
マンドを実行します。もとのボリュームのブロックに対する変更は、カスケード内で作成さ
れた最新のスナップショットボリュームにのみ書き込まれます。古いスナップショットから
データの読み取りを実行して、該当するデータがこのスナップショットにない場合には、1
つ前の新しいスナップショットから階層を上に向かって再帰的に検索し、該当データを取
得します。
スナップショットカスケードは、ボリュームの定期的なオンラインバックアップに多く使われ
ます。この場合、領域最適化スナップショットは、テープではなくディスクに書き込まれま
す。
スナップショットカスケードを使うと、複数の独立したスナップショットを作成するよりも書き
込みの処理効率が向上します。また、スナップショットを領域最適化すれば、必要なディ
スク領域も少なくて済みます。もとのボリュームが変更されたときに更新する必要があるの
は、最新のスナップショットのみです。必要に応じて、最新のスナップショットから古いス
ナップショットに変更内容を取り込むことができます。
次の点を参考に、スナップショットカスケードをアプリケーションで使うのは適切かどうかを
決定します。
■

カスケード内のスナップショットを削除する際には、スナップショットのデータをカスケー
ド内の次のスナップショットにコピーする必要があります。このためスナップショットの
削除には時間がかかります。

■

カスケード内のスナップショットの信頼性は、そのスナップショットの前にある一連の新
しいスナップショットによって決まります。したがって、カスケード内で最も信頼性が低
いのは、最も古いスナップショットです。

■

カスケードのスナップショットからデータを読み取るには、カスケード内の他の 1 つ以
上のスナップショットからデータをフェッチする必要があります。

このため、カスケード内からスナップショットを削除または分割する必要があるアプリケー
ションには、スナップショットカスケードを使わないことをお勧めします。このようなアプリ
ケーションには、次の項の説明に従って、スナップショットのスナップショットを作成する方
が適しています。
p.398 の 「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」 を参照してくださ
い。
メモ: 通常、カスケードの対象となるのは、同期していない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のみです。infrontof スナップショット
ボリュームが完全に同期している場合（切り離すタイプのスナップショットの場合など）は、
カスケードスナップショットを作成しても効用はほとんどありません。
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スナップショットのスナップショット作成
図 9-5 は、アプリケーションによっては既存のスナップショットのスナップショットを作成す
るのが望ましいことを示しています。
図 9-5

スナップショットのスナップショット作成

vxsnap make source=V

もとのボリューム
V

vxsnap make source=S1

スナップショット
ボリューム
S1

スナップショット
ボリューム
S2

この図のスナップショットの配置は、スナップショットカスケードと同じように見えますが、ス
ナップショット間の関係が再帰的でない点が異なります。スナップショット S2 からデータの
読み取りを実行して、該当するデータが S2 にない場合には、もとのボリューム、V から直
接データを取得します。
p.371 の 図 9-4 を参照してください。
このような配置は、スナップショットボリューム S1 が処理に不可欠な場合に便利です。た
とえば、S1 は、もとのボリューム V の静的なコピーとして使うことができるとします。この場
合、もとのボリュームが破損した場合には、もう 1 つのスナップショットボリューム S2 を使っ
てボリュームをリストアすることができます。データベースでは、S2 から V をリストアする前
に S2 に対して REDO ログの再生が必要になることがあります。
図 9-6 に、データベースのリストアに必要な手順を示します。
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図 9-6

スナップショットのスナップショットを使ったデータベースのリストア

1 ボリューム V のインスタントスナップショット S1 を作成する

もとのボリューム
V

2

S1 のインスタントスナップショット S2 を作成する
vxsnap make source=S1

もとのボリューム
V

3

V のスナップショット
ボリューム:
S1

S1 のスナップショット
ボリューム:
S2

V の内容が破損した場合には、データベース REDO ログを S2
に適用する
もとのボリューム
V

4

V のスナップショット
ボリューム:
S1

V のスナップショット
ボリューム:
S1

redo ログを適用
S1 のスナップショット
ボリューム:
S2

スナップショット S2 から V の内容を即座に復元し、S1
を静的なコピーとして保持する
vxsnap restore V source=S2

もとのボリューム
V

V のスナップショット
ボリューム:
S1

S1 のスナップショット
ボリューム:
S2

この方法でスナップショットを設定した場合には、1 つ以上のスナップショットを独立した
ボリュームに変更できます。次の 2 つの vxsnap コマンドを使って、この操作を行うことが
できます。
■ vxsnap dis コマンドは、スナップショットボリュームの関連付けを解除して、独立した

ボリュームに変更します。関連付けを解除するボリュームは、その親から完全に同期
化されている必要があります。スナップショットボリュームに子スナップショットボリュー
ムがある場合、その子スナップショットも含めて完全に同期化する必要があります。コ
マンドが正常に実行されると、子スナップショットはもとのボリュームのスナップショット
になります。
図 9-7 では、依存するスナップショットを持つスナップショットと、依存するスナップショッ
トを持たないスナップショットに vxsnap dis コマンドを適用した結果を示します。
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スナップショットボリュームの関連付けの解除

図 9-7

子スナップショットを持たないスナップショット S2 に vxsnap dis コマンドを実
もとのボリューム
V

V のスナップショット
ボリューム:
S1

S1 のスナップショット
ボリューム:
S2
vxsnap dis S2

もとのボリューム
V

V のスナップショット
ボリューム:
S1

S1 は V のスナップショッ
トのまま

ボリューム
S2
スナップショット S2 は独
立したボリュームになる

子スナップショットを持つスナップショット S1 に vxsnap dis コマンドを実行し
もとのボリューム
V

V のスナップショット
ボリューム:
S1

S1 のスナップショット
ボリューム:
S2

vxsnap dis S1
ボリューム
S1

S1 のスナップショッ
トボリューム:
S2

スナップショット S1 は独
立したボリュームになる

S2 は V のスナップショッ
トになる

もとのボリューム
V

コマンドは、スナップショットと依存するスナップショットを、親ボリュー
ムの関連付けから解除します。分割するスナップショットボリュームは、その親から完
全に同期化されている必要があります。
図 9-8 に、vxsnap split コマンドの操作を示します。

■ vxsnap split

図 9-8

スナップショットの分割

もとのボリューム
V

V のスナップ
ショットボリューム:

S1 のスナップショット
ボリューム:

S1

S2

vxsnap split S1
もとのボリューム
V

ボリューム
S1
スナップショット S1 は独
立したボリュームになる

S1 のスナップショット
ボリューム:

S2
S2 は S1 のスナップ
ショットのまま

複数のスナップショットの作成
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
ドと vxassist snapshot コマンドにはどちらも複数の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。
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従来のスナップショットでは、vxassist snapshot コマンドにオプション -o allvols を
指定し、1 つのディスクグループ内のすべてのボリュームを対象としてスナップショットを
作成することもできます。
デフォルトでは、各複製ボリュームは SNAPnumber-volume と名付けられます。ここで
number は一意のシリアル番号であり、volume はスナップショットが作成されるボリュー
ム名です。このデフォルトは、オプション -o name=pattern を使って上書きできます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

同じボリュームに対するスナップショットを複数作成することもできます。作成された各ス
ナップショットに新しい FastResync 変更マップが作成され、各スナップショットの再同期
時間を最小限に抑えます。

スナップショットからのもとのボリュームのリストア
従来型のスナップショットの場合、vxassist snapback コマンドの実行中にスナップショッ
トプレックスはもとのボリュームのデータから再同期されます。
図 9-9 に示すとおり、スナップバックを実行するときに、スナップショットプレックスをデー
タの優先コピーとして選択できます。
図 9-9

もとのボリュームのスナップショットからの再同期

スナップバックの実行に伴う更新
もとのボリューム
スナップショット
ミラー

スナップショット
ボリューム

-o resyncfromreplica オプションを指定したスナップバック

オプション -o resyncfromreplica を vxassist に指定すると、スナップショットのデー
タからもとのボリュームが再同期されます。
警告: -o resyncfromreplica オプションを指定した snapback 処理でスナップショット
からボリュームを再同期している間は、もとのボリュームを使わないでください。データベー
スなどのアプリケーションをすべて停止し、ボリュームを使うよう設定されているファイルシ
ステムのマウントをすべて解除します。
インスタントスナップショットの場合、vxsnap restore コマンドを使って、インスタントス
ナップショットまたはインスタントスナップショットから派生したボリュームから、もとのボリュー
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ムの内容を復元できます。もとのボリュームの復元に使うボリュームは、特定時点でのもと
のボリュームの内容の完全なバックアップか、何らかの方法（たとえば、データベースログ
の再生を適用するか、fsck などのファイルシステムの検査ユーティリティを実行する）で
変更して作成した合成レプリカ（synthetic replica）ボリュームのいずれかになります。も
とのボリュームを復元する前に、このバックアップボリュームまたは合成レプリカボリューム
の内容が完全に同期化されている必要があります。内容を復元中でも、もとのボリューム
にはすぐに使えます。
インスタントスナップショットからは、もとのボリュームの破壊的リストア（destructive
restoration）または非破壊的なリストア（non-destructive restoration）を実行できます。
領域最適化スナップショットから実行できるのは、非破壊的リストアだけです。この場合、
リストアの完了後もスナップショットは消滅せずに存続します。

インスタントスナップショットの作成
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。
DCO と DCO ボリュームの追加により特別な階層化ボリュームのレイアウトに変換されてい
る RAID 5 ボリュームのインスタントスナップショットも作成できます。
p.333 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 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 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
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。
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メモ: 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、フルサイズインスタントスナップショットまたは領域最

適化インスタント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イ
ンスタント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。
ボリュームセットのインスタントスナップショットを作成するには、vxsnap コマンドでボリュー
ム名をボリュームセット名に置き換えます。
p.395 の 「ボリュームセット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。
vxsnap prepare コマンドまたは vxassist make コマンドを使ってインスタントスナップ

ショット操作用にボリュームを準備する場合、チューニングパラメータ
voliomem_maxpool_sz の値の半分より大きい値を指定すると、操作は正常に実行され
ますが次のような警告が表示されます（voliomem_maxpool_sz が 12 MB に設定されて
いるシステムの場合）。
VxVM vxassist WARNING V-5-1-0 Specified regionsize is
larger than the limit on the system
(voliomem_maxpool_sz/2=6144k).

p.552 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。
このメッセージが表示された場合、このようなボリュームに対して、vxsnap make、refresh、
restore 操作を実行しようとすると、システムが異常終了する可能性があるため操作は
失敗します。このボリュームで使える操作は、ブレークオフスナップショット操作の reattach
操作と make 操作のみです。
このようなボリュームでインスタントスナップショット操作を使えるようにするには、vxsnap
unprepare を実行してから再度 vxsnap prepare を実行し、領域のサイズが
voliomem_maxpool_sz の半分より小さくなる（この例では 1 MB と指定）ようにボリュー
ムを準備し直す必要があります。
# vxsnap -g mydg -f unprepare vol1
# vxsnap -g mydg prepare vol1 regionsize=1M

p.380 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の作成の準備」 を参
照してください。

第 9 章 ボリューム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

p.384 の 「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」 を参照してください。
p.386 の 「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」 を参照してください。
p.389 の 「サードミラーブレークオフスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
p.392 の 「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の作成と管理」 を参照してく
ださい。
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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の作成の準備
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の作成用のボリュームを準備
するには、次の手順を実行します。

1

次の 2 つのコマンドを実行し、ボリュームで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）と
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ます。手順 3 はスキップしてください。それ以外の場合は、引き続
き手順 2 を実行してください。

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]

バージョン 20 の DCO ボリュームが存在しない場合（たとえば、ボリュームに対して
vxsnap unprepare コマンドを実行した場合など）に限り、ボリュームに対して vxsnap
prepare コマンドを実行する必要があります。
p.306 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してくだ
さい。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
p.336 の 「ボリュームからの DRL およびインスタントスナップショットのサポートの削
除」 を参照してください。
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 および mydg11 上に 2 つのプレッ
クスが配置された冗長性のある DCO ボリュームを作成し、さらに myvol に関連付け
ています。領域のサイズもデフォルトの 64 KB から 128 KB に拡張されます。領域の
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

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別個のキャッシュオブ
ジェクトを作成するよりも、1 つの共有キャッシュオブジェクトをディスクグループ内に
作成した方が便利です。
p.381 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 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とリンクされたブレｰクオフ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ボリュームを準備する必要があります。こ
のボリュームは、スナップショットを作成するデータボリュームと同じサイズにし、領域
のサイズも同じにする必要があります。
p.383 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。

共有キャッシュオブジェクトの作成
共有キャッシュオブジェクトを作成するには、次の手順を実行します。

1

2

キャッシュオブジェクトの基盤となる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
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。

特性を決定したら、vxassist コマンドを使って、キャッシュボリュームに使うボリュー
ムを作成します。次の例は、ディスク mydg16 と mydg17 を使ってディスクグループ
mydg 内に 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 make cachevol 1g layout=mirror ¥
init=active mydg16 mydg17

属性 init=active を指定して、キャッシュボリュームをただちに使えるようにしてい
ます。
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3

vxmake cache コマンドを使って、前の手順で作成したキャッシュボリュームの上に

キャッシュオブジェクトを作成します。
# vxmake [-g diskgroup] cache cache_object ¥
cachevolname=volume [regionsize=size] [autogrow=on] ¥
[highwatermark=hwmk] [autogrowby=agbvalue] ¥
[maxautogrow=maxagbvalue]]

領域のサイズ regionsize を指定する場合は、16 KB（16k）以上の 2 の累乗の値
にする必要があります。この値を指定しなかった場合、キャッシュの領域のサイズは
64 KB に設定されます。
キャッシュを共有する領域最適化スナップショットの領域のサイズは、キャッシュに設
定した領域のサイズと同サイズかまたはその整数倍にする必要があります。また、も
とのボリュームの領域のサイズがキャッシュの領域のサイズより小さいと、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のサイズがキャッシュの領域のサイズとは異なる
場合、領域のサイズが同じ場合に比べシステムのパフォーマンスが低下する可能性
があります。
キャッシュのサイズが必要に応じて拡張されるようにするには、autogrow=on と指定
します。特に指定しない限り、キャッシュの自動拡張機能は無効になっています。
次の例では、キャッシュボリューム cachevol の上にキャッシュオブジェクト cobjmydg
を作成し、キャッシュの領域のサイズを 32 KB に設定して、自動拡張機能を有効に
しています。
# vxmake -g mydg cache cobjmydg cachevolname=cachevol ¥
regionsize=32k autogrow=on

4

キャッシュオブジェクトの作成が完了したら、次のコマンドを使ってキャッシュオブジェ
クトを有効にします。
# vxcache [-g diskgroup] start cache_object

たとえば、キャッシュオブジェクト cobjmydg を起動するには、次のコマンドを実行し
ます。
# vxcache -g mydg start cobjmydg

p.410 の 「キャッシュの削除」 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
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された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=`xprint [-g diskgroup] -F%len volume`

ここで示すコマンドは、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

もとのボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確認
します。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`

3

DCO ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、その領域のサイズ（ブロック数）
を確認します。
# RSZ=`vxprint [-g diskgroup] -F%regionsz $DCONAME`

4

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

と、適切な領域のサイズを持つバージョン 20 の DCO ボリュームを作成します。
# vxassist [-g diskgroup] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] logtype=dco drl=off ¥
dcoversion=20 [ndcomirror=number] regionsz=$RSZ ¥
init=active [storage_attributes]

DCO ミラーの数（ndcomirror）は、ボリューム内のミラー数（nmirror）と同数にしま
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。
ストレージ属性は、ボリュームを配置するディスクを指定する場合に使います。
スナップショットボリュームと DCO ボリュームを 1 つの手順で作成するのではなく、ま
ずボリュームを作成し、そのボリュームを対象としてインスタントスナップショット操作
のための準備を行う場合は、次のコマンドを実行します。
# vxassist [-g diskgroup] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] init=active ¥
[storage_attributes]
# vxsnap [-g diskgroup] prepare snapvol [ndcomirs=number] ¥
regionsize=$RSZ [storage_attributes]
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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を使うと処理効率が低下
することがあるので、書き込みを集中的に行うボリューム（データベース 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は（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、完全に同期されたフルサ
イズスナップショット、サードミラーブレークオフスナップショット、リンクされたブレークオフ
スナップショットのいずれかを使う必要があります。この場合、領域最適化スナップショット
は使えません。
ボリュームに対して指定した領域のサイズが、キャッシュに設定した領域のサイズよりも小
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のサイズがキャッシュの領域のサイズとは異なる場合、
領域のサイズが同じ場合に比べシステムのパフォーマンス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の領域のサイズ
は、キャッシュオブジェクトに設定した領域のサイズ以上の値を指定する必要があります。
p.381 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。
スナップショットの属性は、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。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して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

vxsnap make コマンドを実行して、領域最適化インスタントスナップショットを作成し

ます。ディスクグループ内の既存のキャッシュオブジェクトを使ってこのスナップショッ
トを作成できます。または、その目的で新しいキャッシュオブジェクトを作成できます。
■

特定の共有キャッシュオブジェクトを使う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、次のコマンドを実行します。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=vol/newvol=snapvol¥
/[cache=cacheobject] [alloc=storage_attributes]

たとえば、ディスクグループ mydg のディスク mydg14 上のボリューム myvol にお
いて、共有キャッシュオブジェクト cobjmydg を使う領域最適化インスタントスナッ
プショット snap3myvol を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/newvol=snap3myvol¥
/cache=cobjmydg alloc=mydg14

p.381 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。
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■

領域最適化インスタントスナップショット snapvol を作成し、そのスナップショット
で使うキャッシュオブジェクトも作成するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=vol/newvol=snapvol¥
[/cachesize=size][/autogrow=yes][/ncachemirror=number]¥
[alloc=storage_attributes]
cachesize 属性には、ボリュームのサイズに応じたキャッシュのサイズを指定し

ます。autogrow 属性は、オーバーフローの危険性がある場合に VxVM による
キャッシュの自動拡張を行うかどうかを指定します。デフォルトでは、キャッシュは
拡張されません。
autogrow 属性が有効になっていても、キャッシュを拡張できない場合がありま
す。この場合は、同じキャッシュを使っている最も古い最大のスナップショットが
無効にされ、そのキャッシュ領域が使えるように解放されます。
ncachemirror 属性には、キャッシュボリュームに作成するミラーの数を指定し
ます。バックアップ用には、デフォルト値の 1 で十分です。
たとえば、ディスクグループ mydg のディスク mydg15 上のボリューム myvol にお
いて、新しく割り当てられた 1 GB のキャッシュオブジェクトを使い、かつサイズを
自動的に拡張できる領域最適化インスタントスナップショット snap4myvol を作
成するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/new=snap4myvol¥
/cachesize=1g/autogrow=yes alloc=mydg15
cachesize を指定することによって暗黙的にキャッシュを作成し、ncachemirror

に 1 より大きい値を指定した場合は、DRL（dirty region logging）を実現するた
めに DCO がキャッシュボリュームに関連付けられます。DRL を使うと、システム
クラッシュ後のキャッシュバッキングストアのリカバリが高速化されます。この DCO
は、ソースボリュームの DCO が格納されているディスクと同じディスクに割り当て
られます。これは、ディスクグループの移動、分割および結合の操作を実行して
も、キャッシュとソースボリュームが同じディスクグループに残るようにするためで
す。

2

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
ムに対しては次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

指定したデバイスは、/etc/fstab ファイルに有効なエントリが格納されている必要
があります。

385

386

第 9 章 ボリューム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

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。

4

ここで、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.399 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.401 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。

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を使うと処理効率が低下
することがあるので、書き込みを集中的に行うボリューム（データベース REDO ログなど）
には適していません。
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ボ
リュームを準備する必要があります。このボリュームは、スナップショットを作成するボリュー
ムと同じサイズにし、領域のサイズも同じにする必要があります。
p.383 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、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。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して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

フルサイズインスタント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] [/syncing=off]

このコマンドでは、以前準備したボリューム snapvol を指定します。
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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

空のボリュームから作成されたフルサイズインスタントスナップショットの場合、バック
グラウンドの同期が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たり、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。
次に示すように、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。
p.406 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。
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ているかどうかをテ
ストできます。
# 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。
同期の進行状況は、vxsnap print コマンドでも確認できます。
p.404 の 「インスタントスナップショット情報の表示」 を参照してください。
スナップショットを別のディスクグループに移動したり、独立したボリュームに変更す
る予定がない場合は、syncing=off 属性を指定します。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、ボリューム myvol のス
ナップショットを作成する場合に同期を無効にするには、次の形式で vxsnap make
コマンドを使います。
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# vxsnap -g mydg make source=myvol/snapvol=snap1myvol¥
/syncing=off

2

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
ムに対しては次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

指定したデバイスは、/etc/fstab ファイルに有効なエントリが格納されている必要
があります。

3

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。

4

ここで、フルサイズ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.399 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のプレックスの一部または全体をもとのボリュームに再
接続します。
p.399 の 「インスタントスナップショットの再接続」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームからもとのボリュームの内容を復元します。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
ブセットのみ戻す、すべてを戻すのいずれかを選択できます。
p.401 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.402 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.403 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。
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サードミラーブレークオフスナップショットの作成と管理
ブレークオフスナップショットは、データベース REDO ログなどの書き込みを集中的に行
うボリュームに適しています。
ボリューム内の 1 以上の既存のプレックスを、サードミラーブレークオフインスタントスナッ
プショットボリュームに変換するには、ボリュームがミラーまたはミラー化ストライプのレイア
ウトを持つ非階層化ボリュームであるか、特別な階層化ボリュームに変換された RAID 5
ボリュームである必要があります。ストライプ化ミラーレイアウトのボリューム内のプレックス
は、サブボリュームレベルでミラー化されるため切り離すことができません。
p.333 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 を参照してくださ
い。
スナップショットの属性は、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。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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サードミラーブレークオフスナップショットを作成して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

スナップショットを作成するには、ボリューム内の既存の ACTIVE プレックスを使うか、
次のコマンドを使ってボリュームに新しいスナップショットミラーを追加することができ
ます。
# vxsnap [-b] [-g diskgroup] addmir volume [nmirror=N] ¥
[alloc=storage_attributes]
vxsnap addmir コマンドを実行すると、nmirror 属性を使って別のミラー数を指定

しない限り、ボリュームにスナップショットミラーが 1 つ追加されます。ミラーは、完全
に同期化されるまで SNAPATT 状態のままとなります。-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。同期処理が終了すると、ミラーの状態は
SNAPDONE になります。
たとえば、ディスク mydg10 および mydg11 上のボリューム vol1 に 2 つのミラーを追
加するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g mydg addmir vol1 nmirror=2 alloc=mydg10,mydg11
vxsnap addmir コマンドに -b オプションを指定する場合、次の例のように vxsnap
snapwait コマンドを使って、スナップショットプレックスの同期が完了するまで待機

できます。
# vxsnap -g mydg snapwait vol1 nmirror=2
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サードミラー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[/newvol=snapvol]¥
{/plex=plex1[,plex2,...]|/nmirror=number]}

次のいずれかの属性を指定し、もとのボリューム内の 1 つ以上の既存のプレックス
を切り離すことにより新しいスナップショットボリューム snapvol を作成します。
plex

既存のボリューム内にある切り離すプレックスを指定します。この属性
は、ACTIVE 状態のプレックスに対してのみ有効です。

nmirror

切り離すプレックスの数を指定します。この属性は、SNAPDONE 状態
のプレックス（このようなプレックスは vxsnap addmir コマンドを使っ
てボリュームに追加された可能性があります）に対してのみ有効です。

ボリューム内にある 1 つ以上の ACTIVE プレックスまたは SNAPDONE プレックスから
作成したスナップショットは、当然同期済みです。
バックアップ用のスナップショットボリュームの場合は、プレックスは 1 つで十分です。
たとえば、ボリューム内の 1 つの既存のプレックスから、ディスクグループ mydg 内の
ボリューム myvol のインスタントスナップショットボリューム snap2myvol を作成する
には、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/newvol=snap2myvol/nmirror=1

次の例は、ボリューム内の 2 つの既存のプレックスからミラースナップショットを作成
する方法を示しています。

# vxsnap -g mydg make source=myvol/newvol=snap2myvol/plex=myvol-03,myvol

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、VxFS ファイルシステ
ムに対しては次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

指定したデバイスは、/etc/fstab ファイルに有効なエントリが格納されている必要
があります。

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

ここで、サードミラー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。
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■

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.399 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のプレックスの一部または全体をもとのボリュームに再
接続します。
p.399 の 「インスタントスナップショットの再接続」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームからもとのボリュームの内容を復元します。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
ブセットのみ戻す、すべてを戻すのいずれかを選択できます。
p.401 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.402 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.403 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。

リンクされた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
ブレークオフスナップショットは、データベース REDO ログなどの書き込みを集中的に行
うボリュームに適しています。
リンクされたブレークオフ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ボ
リュームを準備する必要があります。このボリュームは、スナップショットを作成するボリュー
ムと同じサイズにし、領域のサイズも同じにする必要があります。
p.383 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、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。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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リンクされたブレークオフスナップショットを作成して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

次のコマンドを使って、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、このコマンドはリンクが ACTIVE になる
まで戻りません。
たとえば、次のコマンドは、ディスクグループ mysnapdg 内の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 にリンクします。
# vxsnap -g mydg -b addmir vol1 mirvol=prepsnap mirdg=mysnapdg
-b オプションを指定する場合は、次の例のように vxsnap snapwait コマンドを使っ

て、リンクされたスナップショットボリュームの同期が完了するのを待機できます。
# vxsnap -g mydg snapwait vol1 mirvol=prepsnap mirdg=mysnapvoldg

2

リンクされた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
[/snapdg=snapdiskgroup]

source=volume/snapvol=snapvol¥

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 属性を使用し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、準備したボリューム prepsnap を、ボリューム vol1 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=vol1/snapvol=prepsnap/snapdg=mysnapdg

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、VxFS ファイルシステ
ムに対しては次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

指定したデバイスは、/etc/fstab ファイルに有効なエントリが格納されている必要
があります。
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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

ここで、リンクされた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.399 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。

■

この操作は、リンクされた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
再接続してください。
p.400 の 「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.402 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.403 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
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、指定したストレージから、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

スナップショットボリューム（snapvol1、snapvol2 など）は、事前に準備しておく必要があ
ります。
p.383 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。
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。
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すべてのスナップショットを領域最適化スナップショットとし、さらに同じキャッシュを共有
する場合は、次のコマンド形式を使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=vol1/newvol=snapvol1/cache=cacheobj ¥
source=vol2/newvol=snapvol2/cache=cacheobj ¥
source=vol3/newvol=snapvol3/cache=cacheobj ¥
[alloc=storage_attributes]

次に示すように、vxsnap make コマンドを使うと、タイプや冗長性が異なり、かつ異なっ
たストレージから設定された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[/newvol=snapvol2]/cache=cacheobj¥
[/alloc=storage_attributes2][/nmirror=number2]
source=vol3[/newvol=snapvol3][/alloc=storage_attributes3]¥
/nmirror=number3

この例では、snapvol1 は事前に準備したボリュームを使うフルサイズのスナップショット、
snapvol2 は事前に準備したキャッシュを使う領域最適化スナップショット、snapvol3 は
もとのボリュームのプレックスから形成されたフルサイズのブレークオフスナップショットで
す。
同時に複数のタイプのスナップショットを作成する例として、データベース REDO ログと
データベーステーブルを含むボリュームのスナップショットを作成する例を次に示します。
# vxsnap -g mydg make ¥
source=logv1/newvol=snplogv1/drl=sequential/nmirror=1 ¥
source=logv2/newvol=snplogv2/drl=sequential/nmirror=1 ¥
source=datav1/newvol=snpdatav1/cache=mydgcobj/drl=on ¥
source=datav2/newvol=snpdatav2/cache=mydgcobj/drl=on

この例では、REDO ログボリュームのスナップショットに対してはシーケンシャル DRL を有
効にし、データベーステーブルを含むボリュームのスナップショットに対しては通常の DRL
を適用しています。2 つの領域最適化スナップショットは、ディスクグループ内の同一の
キャッシュオブジェクトを共有するように設定されています。また、書き込みが集中的に行
われる REDO ログのボリュームに対してブレークオフスナップショットを使っています。

ボリュームセットのインスタントスナップショットの作成
ボリュームセット名は、インスタントスナップショットでの addmir、dis、make、prepare、
reattach、refresh、restore、rmmir、split、syncpause、syncresume、syncstart、
syncstop、syncwait、unprepare などの vxsnap 操作で、ボリューム名の代わりに使え
ます。
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ボリュームセットのインスタントスナップショットの作成手順は、スタンドアロンボリュームの
場合と同じです。ただし、フルサイズインスタントスナップショットを事前に準備したボリュー
ムセットから作成する場合は、一定の制限があります。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、それ自体が、親と同じ数のボリューム、同じサイズのボリュー
ム、および同じボリュームインデックス番号を持つボリュームセットである必要があります。
たとえば、ボリュームセットに 3 つのボリュームが存在し、それぞれ、サイズが 1 GB、2 GB
および 3 GB、インデックスが 0、1 および 2 である場合は、スナップショットボリュームセッ
トに、同じインデックス番号セットと一致する、同じサイズの 3 つのボリュームが存在する
必要があります。親ボリュームセットおよびスナップショットボリュームセット内の対応する
ボリュームも、スタンドアロンボリュームとそのスナップショットとの間に適用される制限と同
じ制限を受けます。
vxvset list コマンドを使うと、ボリュームセットが、次の例に示すように、同じ特性を持

つことを確認できます。
# vxvset -g mydg list vset1
VOLUME
vol_0
vol_1
vol_2

INDEX
0
1
2

LENGTH
204800
409600
614400

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

# vxvset -g mydg list snapvset1
VOLUME
svol_0
svol_1
svol_2

INDEX
0
1
2

LENGTH
204800
409600
614400

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。準備したボリュームセットの各ボリュームは、親ボリュームセッ
ト内の対応するボリュームと同じサイズになります。また、nmirrors 属性を使うと、ボリュー
ムセット内の各ボリュームにプレックスが十分に存在している場合に切り離すプレックスの
数を指定できます。
次の例に、ソースボリュームセット vset1 と、後でスナップショットの作成に使う、同一のボ
リュームセット snapvset1 を準備する方法を示します。
# vxsnap -g mydg prepare vset1
# vxsnap -g mydg prepare snapvset1
# vxsnap -g mydg make source=vset1/snapvol=snapvset1

フルサイズサードミラーブレークオフスナップショットを作成するには、ソースボリュームセッ
ト内の各ボリュームにプレックスが十分に存在していることを確認する必要があります。次
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の例に、vxsnap コマンドを使って、スナップショットを切り離す前に必要な数のプレックス
を追加することにより、十分な数のプレックスを確保する方法を示します。
# vxsnap -g mydg prepare vset2
# vxsnap -g mydg addmir vset2 nmirror=1
# vxsnap -g mydg make source=vset2/newvol=snapvset2/nmirror=1

p.397 の 「ボリュームへのスナップショットミラーの追加」 を参照してください。
ボリュームセット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ときに使うコマンド
も、次の例に示すように、スタンドアロンボリュームの場合と同じです。
# vxsnap -g mydg prepare vset3
# vxsnap -g mydg make source=vset3/newvol=snapvset3/cachesize=20m
# vxsnap -g mydg prepare vset4
# vxsnap -g mydg make source=vset4/newvol=snapvset4/cache=mycobj

ここでは、ボリュームセット vset3 の新規キャッシュオブジェクトが作成され、既存のキャッ
シュオブジェクト mycobj が vset4 に使われます。
p.425 の 「ボリュームセットについて」 を参照してください。

ボリュームへのスナップショットミラーの追加
フルサイズブレークオフスナップショットボリュームを作成する場合は、次のコマンドを使っ
てボリュームに新しいスナップショットミラーを追加します。
# vxsnap [-b] [-g diskgroup] addmir volume|volume_set ¥
[nmirror=N] [alloc=storage_attributes]

ボリュームは、vxsnap prepare コマンドを使って準備しておく必要があります。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
ボリュームの代わりにボリュームセット名が指定された場合は、指定した数のプレックスが
ボリュームセット内の各ボリュームに追加されます。
vxsnap addmir コマンドを実行すると、nmirror 属性を使って別のミラー数を指定しな

い限り、ボリュームにスナップショットミラーが 1 つ追加されます。ミラーは、完全に同期化
されるまで SNAPATT 状態のままとなります。-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。同期処理が終了すると、ミラーの状態は SNAPDONE になります。
たとえば、ディスク mydg10 および mydg11 上のボリューム vol1 に 2 つのミラーを追加す
るには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g mydg addmir vol1 nmirror=2 alloc=mydg10,mydg11
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このコマンドは、vxassist snapstart コマンドと使用方法が似ており、従来のサードミ
ラーブレークオフスナップショットモデルをサポートしています。したがって、インスタントス
ナップショット機能は提供されません。
いったん 1 つ以上のスナップショットミラーをボリュームに追加すると、nmirror 属性また
は plex 属性のいずれかを指定して vxsnap make コマンドを使い、スナップショットボ
リュームを作成できます。

スナップショットミラーの削除
ボリュームから単一のスナップショットミラーを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] rmmir volume|volume_set

たとえば、ボリューム vol1 からスナップショットミラーを削除するには、次のコマンドを実
行します。
# vxsnap -g mydg rmmir vol1

このコマンドは、vxassist snapabort コマンドと使用方法が似ています。
ボリュームの代わりにボリュームセット名が指定された場合は、ボリュームセット内の各ボ
リュームからミラーが削除されます。

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の削除
ボリュームから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 属性は、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 を指定しています。たとえば、次のコマンドは、リンクされたス
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。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 を既存のスナップショット wed_bu フロ
ントボリュームとして配置する方法を示しています。

第 9 章 ボリューム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

# vxsnap -g dbdg make source=dbvol/newvol=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。
# vxsnap -g dbdg make source=dbvol/newvol=fri_bu/¥
infrontof=thurs_bu/cache=dbdgcache

p.371 の 「カスケードスナップショット」 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 snapvolume|snapvolume_set ¥
source=volume|volume_set [[snapvol2 source=vol2]...] ¥
[syncing=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。
警告: 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.406 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再接続
メモ: 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。
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インスタントスナップショットのプレックスの一部または全体を、指定したもとのボリュームま
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
ムに再接続するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] reattach snapvolume|snapvolume_set ¥
source=volume|volume_set [nmirror=number]

デフォルトでは、すべてのプレックスが再接続され、その結果スナップショットが削除され
ます。再接続するプレックスの数は、必要に応じて、nmirror 属性の値として指定できま
す。
警告: 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、ボリュームサイズと領域の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、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
に再接続するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg reattach snapmyvol source=myvol nmirror=1

再接続されたプレックスは、親ボリュームのデータから同期されている間、SNAPTMP 状態
のままとなります。再同期が完了すると、プレックスは SNAPDONE 状態になります。次に示
すように、vxsnap snapwait コマンド（vxsnap syncwait コマンドではない）を使うと、
再接続されたプレックスの再同期の完了まで待機できます。
# vxsnap -g mydg snapwait myvol nmirror=1

ボリュームとそのスナップショットを両方とも同じだけサイズ変更（拡張または縮小）した後
に再接続した場合、引き続き高速再同期を実行できます。ボリューム全体を再同期する
必要はありません。バージョン 20 の DCO ボリュームの場合、対応するデータボリューム
がサイズ変更されると、それに比例してサイズ変更されます。バージョン 0 の DCO ボリュー
ムの場合、FastResync マップは同じサイズのままですが、領域のサイズが再計算され、
既存マップ内のダーティビットの位置が調整されます。どちらのバージョンの場合も、新し
い領域はマップ内でダーティとしてマークされます。

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の再接続
他のタイプのスナップショットとは異なり、リンクされたブレークオフスナップショットボリュー
ムの再接続操作は、スナップショットボリュームのプレックスを親ボリュームに返しません。
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
より、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
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グループ内にある場合は、スナップショットボリュームは、その親ボリュームによってのみ
再び取り込まれます。
リンクされたブレークオフスナップショットを再接続するには、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]

データボリュームのディスクグループが、スナップショットボリュームのディスクグループで
ある snapdiskgroup と異なる場合、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。
警告: 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、サイズと領域の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、次のコマンドは、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の再同期が完了すると、リンクは ACTIVE 状態になります。次に
示すように、vxsnap snapwait コマンド（vxsnap syncwait コマンドではない）を使うと、
再接続されたボリュームの再同期の完了まで待機できます。
# 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、バックアップからまたはスナップショットボリューム内の複製から変更され
たボリュームの内容を復元する必要があります。指定したスナップショットから 1 つまたは
複数のボリュームを復元するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] restore volume|volume_set ¥
source=snapvolume|snapvolume_set ¥
[[volume2|volume_set2 ¥
source=snapvolume2|snapvolume_set2]...]¥
[destroy=yes|no] [syncing=yes|no] [nmirror=number]

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全体を、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
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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 と指定する
と、フルサイズインスタント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
リュームの内容が再作成されます。restore 操作では、領域最適化インスタントスナップ
ショットを変更することはできません。
警告: 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。
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、フルサイズインスタント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 snapvolume|snapvolume_set

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.406 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ので、削除する必要がありま
す。
p.403 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。
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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

警告: 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
vxedit 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。
# vxedit -g mydg -r rm 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.410 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
メモ: 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 snapvolume|snapvolume_set

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.406 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
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警告: 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に関す

る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。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
vol1

-snapvol1_snp1
snapvol1 vol1_snp1

TYPE

PARENT

SNAPSHOT

%DIRTY

%VALID

volume
volume
volume

--vol1

-snapvol1
--

-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。
vxsnap print コマンドで -n オプションを使うと、ボリュームや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を取得できます。
# vxsnap [-g diskgroup] -n [-l] [-v] [-x] print [vol]

また、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。
# vxsnap [-g diskgroup] [-l] [-v] [-x] list [vol]

次の出力は、ディスクグループ dg1 でこのコマンドを使用した例です。
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# vxsnap -g dg -vx list
NAME
vol
svol1
svol2
svol3
svol21
vol-02
mvol
vset1
v1
v2
svset1
sv1
sv2
vol-03
mvol2

DG
dg1
dg2
dg1
dg2
dg1
dg1
dg2
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg2

OBJTYPE
vol
vol
vol
vol
vol
plex
vol
vset
compvol
compvol
vset
compvol
compvol
plex
vol

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
12:29
12:29
12:29
12:29

12:29
12:29
12:29

20M (0.2%)
120M (1.2%)
105M (1.1%)
52M (0.5%)
-

1G (50%)
512M (50%)
512M (50%)
20M (0.2%)
20M (0.2%)

SYNCED_DATA
10G (100%)
60M (0.6%)
10G (100%)
10G (100%)
52M (0.5%)
56M (0.6%)
58M (0.6%)
2G (100%)
1G (100%)
1G (100%)
2G (100%)
1G (100%)
1G (100%)
-

これは、ボリューム vol に 3 つのフルサイズ スナップショット（svol1、svol2 、svol3）が
あり、これらのタイプがフルサイズインスタント（fullinst）、ミラーブレークオフ（mirbrk）、
リンクされたブレークオフ（volbrk）であることを示しています。さらに、このボリュームには
1 つのスナップショットプレックス（snapmir）、vol-02 と、1 つのリンクされたミラーボリュー
ム（mirvol）、mvol があります。スナップショット svol2 自体には領域最適化インスタント
スナップショット（spaceopt）、svol21 があります。さらに、コンポーネントボリューム v1 と
v2 を含むボリュームセット vset1 もあります。このボリュームセットには、コンポーネントボ
リューム sv1 と sv2 を含むミラーブレークオフスナップショット svset1 があります。最後
の 2 つのエントリは、親ボリュームとして vol を持つ、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 を示しています。これらのスナップショット オブジェクト
は、I/O エラーのために、またはプレックスの場合は vxplex det コマンドの実行のため
に切断された可能性があります。
CHANGE_DATA 列には、スナップショットの現在の内容とその親ボリュームのおおよその違

いが表示されます。これは、コンテンツを再び同一にするために再同期する必要がある
データの量に対応します。
SYNCED_DATA 列には、スナップショットの作成後の同期のおおよその進行状況が表示さ

れます。
-l オプションを使って、表形式ではなくより長い形式の出力を一覧表示できます。
-x オプションは、ボリュームセットのコンポーネントボリュームも含まれるように出力を展開

します。
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vxsnap print コマンドと vxsnap list コマンドの使用について詳しくは、vxsnap（1M）

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
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。
デフォルトでは、インスタントスナップショットでの vxsnap reattach、refresh、restore
操作に対する同期が有効になっています。それ以外の場合は、vxsnap コマンドに
syncing=yes 属性を指定しない限り、同期は行われません。
表 9-1 に、同期を手動で制御するためのコマンドを示します。
表 9-1

インスタントスナップショットの同期を制御するコマンド

コマンド

説明

vxsnap [-g diskgroup] syncpause ¥
vol|vol_set

ボリュームの同期を一時停止します。

vxsnap [-g diskgroup] syncresume ¥

ボリュームの同期を再開します。

vol|vol_set
vxsnap [-b] [-g diskgroup] syncstart ¥
vol|vol_set

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|vol_set

ボリュームの同期を停止します。

vxsnap [-g diskgroup] syncwait ¥
vol|vol_set

ボリュームの同期が完了すると終了し
ます。vol や vol_set が無効な場
合（たとえば、領域最適化スナップ
ショットなど）、またはvol や
vol_set が同期されていない場合、
エラーが返されます。

メモ: 再接続されたプレックスの場合、
このコマンドを使って同期の完了を待
機することはできません。

表 9-1 で示すコマンドを使っても、リンクされたブレークオフスナップショットの同期を制御
できません。
再同期の後に新しいリンクされたブレークオフスナップショットの間のリンクが ACTIVE に
なるか、再接続されたスナップショットプレックスが SNAPDONE 状態になるまで待機する
vxsnap snapwait コマンドが用意されています。
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p.392 の 「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の作成と管理」 を参照してく
ださい。
p.399 の 「インスタントスナップショットの再接続」 を参照してください。
p.400 の 「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パフォーマンスの向上
-o オプションには、make、refresh、restore、syncstart の各操作の使用時に同期

処理のパフォーマンス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。パ
フォーマンス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、ボリュームの領域の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。

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

メモ: iosize パラメータと slow パラメータは、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。

キャッシュ上で作成したスナップショットの一覧表示
キャッシュオブジェクト上で作成した領域最適化インスタントスナップショットの一覧を表示
するには、次のコマンドを使います。
# vxcache [-g diskgroup] listvol cache_object
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スナップショットの名前が、タイムスタンプ順にカンマで区切って出力されます。タイムスタ
ンプが同じスナップショットが複数存在する場合は、サイズでソートされ降順で表示されま
す。

キャッシュの autogrow 属性のチューニング
autogrow 機能が有効で、VxVM キャッシュデーモン（vxcached）が動作している場合、
vxcached によるキャッシュ管理の動作は、highwatermark、autogrowby、maxautogrow

の 3 つの属性によって決まります。
■

キャッシュ使用率が高水準値 highwatermark（デフォルト値は 90 %）に達した場合、
vxcached は autogrowby の値（デフォルト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。

■

キャッシュ使用率が高水準値に達し、新たに必要となるキャッシュサイズが
maxautogrow の値を超える場合、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 機能が無効な場合
■

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。

メモ: 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。このような場合、キャッ
シュのサイズを手動で減らすことができます。
p.409 の 「キャッシュの拡張と縮小」 を参照してください。
または、この例にあるように、vxcache set コマンドを使って highwatermark の値を減
らすことができます。
# vxcache -g mydg set highwatermark=60 cobjmydg

第 9 章 ボリューム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

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。
vxcache（1M）マニュアルページを参照してください。

警告: 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。

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。
# vxcache [-g diskgroup] growcacheto cache_object size

たとえば、キャッシュオブジェクト 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_object size
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。
vxcache（1M）マニュアルページを参照してください。
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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、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の下位に属するスナップショットをすべて削除します（こ
の処理は 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。

3

キャッシュオブジェクトを停止します。
# vxcache -g diskgroup stop cache_object

4

最後に、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

従来のサードミラーブレークオフスナップショットの作成
VxVM では、vxassist やその他のコマンドを使って、ボリュームデバイスのサードミラー
ブレークオフスナップショットイメージが得られます。
ボリュームスナップショットの効率および有用性を高めるには、FastResync を有効にしま
す。
p.351 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
永続 FastResync が必要な場合は、バージョン 0 の DCO をボリュームに関連付ける必
要があります。
p.419 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
ボリューム内容をすべて格納できる大きさのプレックスが必要です。または、領域最適化
インスタントスナップショットを使うこともできます。
p.384 の 「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」 を参照してください。
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、
vxassist コマンドを使うことをお勧めします。vxassist snapstart、snapwait、
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snapshot 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。
vxassist snapshot 手順は、次の 2 つの手順で構成されます。
■ vxassist snapstart
■ vxassist snapshot

を実行してスナップショットミラーを作成します。

を実行してスナップショットボリュームを作成します。

vxassist snapstart 処理により、ボリュームに接続し同期を行う、書き込み専用バック

アッププレックスを作成します。ボリュームと同期すると、バックアッププレックスはスナップ
ショットミラーとして使う準備ができたことになります。この手順は、新しいスナップショットミ
ラーが SNAPDONE 状態になるまでかかります。この状態遷移は、 vxassist snapwait
タスクで追跡することができます。このタスクは少なくとも 1 つのミラーが SNAPDONE 状
態に変更されるまで待機します。接続プロセスが失敗すると、スナップショットミラーは削
除され、領域が解放されます。
メモ: スナップスタート手順が中断された場合、スナップショットミラーはボリューム起動時
に自動的に削除されます。
スナップショットミラーはいったん同期されると、切断するまで更新され続けます。任意の
時間に、既存ボリュームのイメージとしてスナップショットボリュームを作成することができ
ます。また、スナップショットの実行に必要な間、ユーザーにシステムの使用を控えてもら
うこともできます（通常は 1 分未満です）。スナップショットミラーの作成に必要な時間は、
スナップショットボリュームが作成されるわずかな時間に比べると、一般的に長くなります。
オンラインバックアップ手順を完了するには、vxassist snapshot コマンドを SNAPDONE
状態のスナップショットを持つボリューム上で実行します。このタスクでは、SNAPDONE
状態のスナップショットを切り離し（ミラーにするために）通常の新規ボリュームを作成し、
スナップショットミラーとしてスナップショットボリュームに接続します。これで、スナップショッ
トは通常の機能を持つボリュームになり、スナップショットは ACTIVE 状態に設定されま
す。
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vxassist コマンドを使ってボリュームのバックアップを作成するには、次の手順を実行し
ます。

1

次のコマンドを使って、ボリュームにスナップショットミラーを作成します。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] snapstart [nmirror=N] volume

たとえば、ボリューム voldef のスナップショットミラーを作成するには、次のコマンド
を使います。
# vxassist [-g diskgroup] snapstart voldef
vxassist snapstart コマンドによって書き込み専用ミラーが作成され、バックアッ

プ対象のボリュームに追加されて同期されます。
デフォルトでは、VxVM はデータボリュームのプレックスをすでに保持しているディ
スクを避けてスナップショットミラーを配置しようとします。ただし、ディスクグループ内
に十分な領域が存在しない場合は、配置先に選択の余地がありません。この場合
は、VxVM は、ディスクグループ内の他のディスクで使える領域を使います。他のボ
リュームのプレックスを保持しているディスク上にスナップショットプレックスが配置さ
れると、後に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ようとする際
に、問題が発生する可能性があります。
p.246 の 「ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動」 を参照してください。
ストレージ属性を使って、スナップショットプレックスに使うディスクを明示的に指定す
ると、デフォルトのストレージ割り当てポリシーを上書きすることができます。
p.297 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。
-b オプションを指定して vxassist snapstart コマンドをバックグラウンドで起動

する場合、次のように vxassist snapwait コマンドを使ってミラーの作成完了まで
待機できます。
# vxassist [-g diskgroup] snapwait volume
vxassist snapstart コマンドがバックグラウンドで実行されていない場合は、ミ

ラーがボリュームと同期されるまでは終了できません。同期化が完了すると、そのミ
ラーをスナップショットボリュームのプレックスとして使えるようになります。もとのボ
リュームに追加されたミラーの内容は、スナップショットを作成するまで更新され続け
ます。
nmirror 属性を使って、スナップショットボリュームに必要な数だけスナップショット

ミラーを作成します。バックアップには、通常 1 つ（デフォルト）で十分です。
ボリューム内の既存のプレックスからスナップショットプレックスを作成することもでき
ます。
p.414 の 「プレックスからスナップショットプレックスへの変換」 を参照してください。
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2

スナップショットの作成に適した時間を選択します。可能ならば、ユーザーのボリュー
ムに対するアクセスができるだけ少ないときにスナップショットを取得するよう計画し
ます。

3

次のコマンドを使ってスナップショットボリュームを作成します。
# vxassist [-g diskgroup] snapshot [nmirror=N] volume snapshot

必要に応じて、nmirror 属性を使ってスナップショットボリューム内のミラー数を指
定します。
たとえば、voldef ボリュームのスナップショットを作成するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxassist -g mydg snapshot voldef snapvoldef
vxassist snapshot タスクでは終了したスナップショットミラーを切断し、新規ボ

リュームを作成してスナップショットミラーを接続します。この手順は数分で完了しま
す。スナップショットボリュームは、スナップショット時のもとのボリュームを反映します。
もとのボリュームをアプリケーションやユーザーが使えるようにしたままで、スナップ
ショットボリュームをバックアップに使えます。
必要に応じて、ディスクグループ内の複数のボリュームに対して同時にスナップショッ
トボリュームを作成できます。
p.415 の 「複数のスナップショットの作成」 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、VxFS ファイルシステ
ムに対しては次のコマンドを使えます。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapshot

指定したデバイスは、/etc/fstab ファイルに有効なエントリが格納されている必要
があります。

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

バックアップが完了すると、スナップショットボリュームの処理方法を次の 3 つの中か
ら選択できます。
■

スナップショットボリュームのプレックスの一部または全体をもとのボリュームに再
接続します。
p.416 の 「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作成前にボリューム上で FastResync が有効になっていた場
合は、これによりスナップショットプレックスの再同期が高速化され、バックアップ
サイクルが手順 3 から再開されるまでの時間が短縮されます。
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■

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。
p.418 の 「スナップショットボリュームの関連付けの解除」 を参照してください。

■

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。

■

不要であれば、ディスク領域の節約のため、次のコマンドを使ってスナップショッ
トボリュームを削除します。
# vxedit [-g diskgroup] -rf rm snapshot

FastResync が有効になっていた場合、関連付けられているスナップショットボリュー
ムを解除または削除すると、高速再同期の利点が失われます。使用可能なスナップ
ショットプレックスがなくなった場合、それ以降に作成するスナップショットには、もと
のボリュームの完全なコピーが必要です。

プレックスからスナップショットプレックスへの変換
メモ: 階層化ボリュームまたは関連バージョン 20 の DCO ボリュームを持つボリュームのス
ナップショットプレックスにプレックスを変換することはできません。
プレックスをスナップショットプレックスに変換するよりも、インスタントスナップショット機能
を使うことをお勧めします。
状況によっては、vxassist snapstart を実行するよりも、ボリューム内の既存のプレッ
クスをスナップショットプレックスに変換した方が都合がよい場合があります。たとえば、ス
ナップショットプレックスを作成するためのディスク領域が不足しており、スナップショットを
作成するボリュームに 2 つ以上のプレックスが含まれている場合には、この操作が必要と
なることがあります。
また、ミラーボリュームが 3 つ以上のプレックスで作成され、init=active が指定されて
いる場合は、この手順を使うとスナップショットボリュームの作成を高速化できます。
データの冗長性を確保するため、1 つのボリューム内に少なくとも 2 つのプレックスを保
持することをお勧めします。
既存のプレックスを、永続 FastResync が有効であるボリュームのスナップショットプレッ
クスに変換するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o dcoplex=dcologplex convert ¥
state=SNAPDONE plex
dcologplex は、新しいスナップショットプレックスと関連付けられる既存の DCO プレック

ス名です。DCO ボリューム名を確認するには、vxprint コマンドを使います。
p.419 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
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たとえば、3 つのプレックスを持つボリューム trivol 内のプレックス trivol-03 から、ス
ナップショットプレックスを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxplex -o dcoplex=trivol_dco-03 convert state=SNAPDONE ¥
trivol-03

ここで、DCO プレックス trivol_dco_03 は、新しいスナップショットプレックスと関連付け
られた DCO プレックス名として指定されています。
既存のプレックスを、非永続 FastResync が有効であるボリュームの、SNAPDONE 状態
のスナップショットプレックスに変換するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] convert state=SNAPDONE plex

変換されたプレックスは SNAPDONE 状態であり、このプレックスを使ってすぐにスナップ
ショットボリュームを作成できます。
メモ: ボリューム内で唯一の完全な通常のプレックスや、完全でないスパースプレックス、
および DRL（dirty region logging）ログプレックスは、スナップショットプレックスに変換
できません。

複数のスナップショットの作成
複数のボリュームにおけるスナップショットの同時作成を簡単に行うため、スナップショット
オプションでは、次のように、引数として複数のボリューム名を使えます。
# vxassist [-g diskgroup] snapshot volume1 volume2 ...

デフォルトでは、最初のスナップショットボリュームは SNAP-volume と名付けられ、これ以
降の各スナップショットボリュームは SNAPnumber-volume と名付けられます。ここで
number は一意のシリアル番号であり、volume はスナップショットが作成されるボリューム
名です。このデフォルトのパターンは、vxassist（1M）マニュアルページの説明に従い、
オプション -o name=pattern を使って上書きできます。たとえば、パターン SNAP%v-%d
では、名前の中の number と volume のコンポーネントの順番が逆になります。
1 つのディスクグループ内のボリュームすべてからスナップショットを取得するには、
vxassist にオプション -o allvols を指定します。
# vxassist -g diskgroup -o allvols snapshot

この操作では、すべての snapstart 操作がボリューム上で完了している必要がありま
す。ディスクグループ内のボリュームのいずれにも、SNAPDONE 状態のスナップショット
プレックスがない場合、この操作は失敗します。
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スナップショットボリュームの再接続
スナップバック操作は、ボリュームのスナップショットコピーともとのボリュームを結合しま
す。1 つ以上のスナップショットプレックスがスナップショットボリュームから切断され、もと
のボリュームに再接続されます。スナップショットプレックスが残らずスナップバックされる
と、スナップショットボリュームは削除されます。このタスクでは、プレックスが一致するよう
にボリュームのデータを再同期します。
スナップバック操作は、DCO と DCO ボリュームの追加により RAID 5 ボリュームが特別な
階層化ボリュームのレイアウトに変更されている場合を除いて、RAID 5 ボリュームには適
用できません。
p.419 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
スナップバック操作の効率を高めるために、スナップショットを取得する前にボリューム上
の FastResync を有効にします。
p.351 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
1 つのスナップショットプレックスをもとのボリュームと再結合するには、次のコマンドを使
います。
# vxassist [-g diskgroup] snapback snapshot

ここで、snapshot はボリュームのスナップショットコピーです。
スナップショットボリューム内のすべてのスナップショットプレックスをもとのボリュームと再
結合するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] -o allplexes snapback snapshot

スナップショットボリューム内の特定数のプレックスをもとのボリュームと再結合するには、
次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] snapback nmirror=number snapshot

再接続するスナップショットボリュームのミラー数は、nmirror 属性で指定します。
再接続とデータの再同期が完了したスナップショットプレックスは、別の snapshot 操作
で使えるようになります。
デフォルトでは、再接続したスナップショットプレックスがもとのボリュームのデータで更新
されます。逆にスナップショットボリュームからデータをコピーするには、次のコマンドを使
います。
# vxassist [-g diskgroup] -o resyncfromreplica snapback snapshot
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警告: スナップショットボリュームがマウントされている場合は、スナップバックを実行する
前にマウントを解除する必要があります。また、resyncfromreplica オプションを使う前
に、プライマリボリュームに対応するファイルシステムのマウントを解除する必要がありま
す。

スナップショットボリュームへのプレックスの追加
スナップバック操作後にスナップショットボリューム内の既存のプレックスを保持する場合
は、スナップバックに使うスナップショットプレックスを追加作成できます。
スナップショットボリュームにプレックスを追加するには、次の手順を実行します。

1

次の vxprint コマンドを使って、スナップショットボリュームのデータ変更オブジェク
ト（DCO）および DCO ボリュームの名前を確認します。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name snapshot`
# DCOVOL=`vxprint [-g diskgroup] -F%log_vol $DCONAME`

2

vxassist mirror コマンドを使って、既存のスナップショットボリュームおよびその

DCO ボリュームのミラーを作成します。
# vxassist -g diskgroup mirror snapshot
# vxassist -g diskgroup mirror $DCOVOL

DCO ボリューム内の新しいプレックスは、スナップショット内の新しいデータプレック
スで使うために必要です。

3

vxprint コマンドを使って、追加のスナップショットプレックスの名前を確認します。
# vxprint -g diskgroup snapshot

4

vxprint コマンドを使って、追加の DCO プレックスのレコード ID を確認します。
# vxprint -g diskgroup -F%rid $DCOVOL

5

vxedit コマンドを使って、新しいデータプレックスの dco_plex_rid フィールドを新

しい DCO プレックスの名前に設定します。
# vxedit -g diskgroup set dco_plex_rid=dco_plex_rid new_plex

これで、新しいデータプレックスを、スナップバック操作の実行に使う準備が整いま
した。
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スナップショットボリュームの関連付けの解除
スナップショットボリュームが独立したボリュームになるよう、スナップショットともとのボリュー
ムとの間のリンクを完全に解除します。次のコマンドを使ってスナップショットボリューム
snapshot の関連付けを解除します。
# vxassist snapclear snapshot

スナップショット情報の表示
vxassist snapprint コマンドは、もとのボリュームとそれぞれの複製（スナップショット

コピー）との関連性を表示します。
# vxassist snapprint [volume]

このコマンドによる出力例は次のようになります。
# vxassist -g mydg snapprint v1
V NAME
SS SNAPOBJ
DP NAME

USETYPE
NAME
VOLUME

LENGTH
LENGTH
LENGTH

%DIRTY
%DIRTY

v
ss
dp
dp

fsgen
SNAP-v1
v1
v1

20480
20480
20480
20480

4
0
0

fsgen
v1

20480
20480

0

v1
SNAP-v1_snp
v1-01
v1-02

v SNAP-v1
ss v1_snp

# vxassist -g mydg snapprint v2
V NAME
SS SNAPOBJ
DP NAME

USETYPE
NAME
VOLUME

LENGTH
LENGTH
LENGTH

%DIRTY
%DIRTY

v v2
ss -dp v2-01

fsgen
SNAP-v2
v2

20480
20480
20480

0
0

v SNAP-v2
ss --

fsgen
v2

20480
20480

0
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この例では、永続 FastResync はボリューム v1 で有効であり、非永続 FastResync はボ
リューム v2 で有効です。v、dp および ss で始まる行は、ボリューム、切断されたプレック
ス、スナップショットプレックスをそれぞれ示しています。%DIRTY フィールドは、スナップ
ショットプレックスや切断したプレックスのうち、もとのボリュームに関してダーティであるも
のの割合を示しています。ボリューム v2 または スナップショットボリューム SNAP-v2 と関
連付けられているスナップオブジェクトがないことに注意してください。
p.67 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
ボリュームを指定した場合、FastResync マップがそのボリュームで有効になっていない
と、snapprint コマンドではエラーメッセージを表示します。

バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加
バージョン 0 DCO ログボリュームは、VxVM 3.2 で導入されました。バージョン 0 のレイア
ウトでは、従来の（サードミラーブレークオフ）スナップショットはサポートされますが、フル
サイズインスタントスナップショットまたは領域最適化インスタントスナップショットはサポー
トされません。
p.65 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.65 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.334 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
永続 FastResync をあるボリュームに対して有効にする場合、まず、データ変更オブジェ
クト（DCO）および DCO ボリュームをそのボリュームに関連付ける必要があります。DCO
オブジェクトや DCO ボリュームをボリュームに追加すると、ボリューム上で永続 FastResync
を有効にできます。
p.351 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
メモ: FastResync 機能を使うには、FastResync ライセンスが必要です。ライセンスがな
い場合でも、DCO オブジェクトと DCO ボリュームの設定によって、スナップオブジェクトを
もとのボリュームやスナップショットボリュームに関連付けることができます。
p.67 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
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DCO オブジェクトおよび DCO ボリュームを既存のボリュームに追加するには

1

対象となる既存のボリュームを含むディスクグループが、最低でもバージョン 90 に
アップグレードされていることを確認します。ディスクグループのバージョンを確認す
るには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

p.255 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

2

現在、もとのボリュームで非永続 FastResync が有効になっている場合は、次のコマ
ンドを使って無効にします。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume

どのボリュームで非永続 FastResync が有効になっているかが不明な場合は、次の
コマンドを使ってそのような状態にあるボリュームのリストを取得します。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" ¥
-e "v_fastresync=on && !v_hasdcolog"

DCO と DCO ボリュームを（DRL（dirty region logging）がすでに有効になっている
可能性のある）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。
# vxassist [-g diskgroup] addlog volume logtype=dco ¥
[ndcomirror=number] [dcolen=size] [storage_attributes]

非階層化ボリュームの場合、ミラー化された DCO ボリュームのデフォルトのプレック
ス数は、データボリューム内のプレックス数または 2 のうち、いずれか少ない方に等
しくなります。階層化ボリュームの場合、デフォルトの DCO プレックス数は常に 2 で
す。必要であれば、ndcomirror 属性を使って、別の数を指定することもできます。
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 面ミラーボリュームに DCO を追加する場合は、ndcomirror=3
と指定します。
各プレックスのデフォルトサイズは 132 ブロックです。dcolen 属性を使って、別のサ
イズを指定することができます。プレックスのサイズは、2112 ブロックを上限として 33
ブロックの整数倍で指定する必要があります。
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

きるディスクと配置できないディスクを定義することできます。
p.421 の 「バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。
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バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指定
ボリュームとそのスナップショットを格納しているディスクを別のディスクグループに移動ま
たは分割する場合は、それぞれの DCO プレックスを格納しているディスクも一緒に移動
または分割できる状態にある必要があります。デフォルトでは、VxVM はバージョン 0 の
DCO プレックスを親ボリュームのデータプレックスと同じディスクに配置しようとします。た
だし、該当するディスクに十分な領域が存在しない場合は配置できません。この場合は、
VxVM は、ディスクグループ内の他のディスクで使える領域を使います。他のボリューム
のプレックスを保持しているディスク上に DCO プレックスが配置されると、そのボリューム
を後に別のディスクグループへ移動しようとする際に問題が発生する可能性があります。
ストレージ属性を使うと、DCO プレックスに使うディスクを明示的に指定できます。可能な
場合は、ボリュームが作成されたのと同じディスクを指定します。
たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム myvol に DCO オブジェクトおよび DCO
ボリュームを追加し、そのプレックスを mydg05 および mydg06 上の 264 ブロックで構成
するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg addlog myvol logtype=dco dcolen=264 mydg05 mydg06

ボリュームに関連付けられた DCO オブジェクトと DCO ボリュームの詳細を表示するには、
vxprint コマンドを使います。ボリューム vol1 についての vxprint の出力例を次に示
します（簡潔にするため、TUTIL0 カラムや PUTIL0 カラムは省略しています）。
TY
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

NAME
vol1
vol1-01
disk01-01
vol1-02
disk02-01
vol1_dco
vol1_dcl
vol1_dcl-01
disk03-01
vol1_dcl-02
disk04-01

ASSOC
fsgen
vol1
vol1-01
vol1
vol1-02
vol1
gen
vol1_dcl
vol1_dcl-01
vol1_dcl
vol1_dcl-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
1024
1024
1024
1024
1024
132
132
132
132
132

PLOFFS
0
0
0
0

STATE ...
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

この出力では、DCO オブジェクトは vol1_dco と表示されています。DCO ボリューム
vol1_dcl は 2 つのプレックス vol1_dcl-01 および vol1_dcl-02 と表示されています。
必要に応じて、vxassist move コマンドを使って、DCO プレックスを別のディスクに再配
置できます。次のコマンドを使うと、ボリューム vol1 の DCO ボリューム vol1_dcl のプ
レックスを disk03 と disk04 から disk07 と disk08 に移動できます。
# vxassist -g mydg move vol1_dcl ¥!disk03 ¥!disk04 disk07 disk08

p.246 の 「ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動」 を参照してください。
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vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの削除
ボリュームからバージョン 0 の DCO オブジェクト、DCO ボリュームおよび任意のスナップ
オブジェクトの関連付けを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=dco

これによって、DCO オブジェクト、DCO ボリュームおよびスナップオブジェクトは完全に削
除されます。さらに、このボリュームの FastResync は無効になります。
また、vxdco コマンドを使っても同じ結果が得られます。
# vxdco [-g diskgroup] [-o rm] dis dco_obj

ボリュームの DCO オブジェクトのデフォルト名 dco_obj は、通常、親ボリュームの名前に
文字列 _dco を追加して作成されます。関連付けられた DCO オブジェクトの名前を確認
するには、ボリューム上で vxprint コマンドを使います。
ディスクグループ mydg 内のボリューム myvol から DCO オブジェクト、DCO ボリュームお
よびスナップオブジェクトを削除しないで関連付けを解除するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdco -g mydg dis myvol_dco

この形式のコマンドによって、ボリュームから DCO オブジェクトの関連付けが解除されま
すが、DCO オブジェクトや DCO ボリュームは破棄されません。-o rm オプションを指定
すると、DCO オブジェクト、DCO ボリュームとそのプレックス、およびスナップオブジェクト
も削除されます。
警告: ボリュームから DCO と DCO ボリュームの関連付けを解除すると、そのボリュームで
は永続 FastResync が無効になります。残りのスナップショットをスナップバックする場合
は、全体を再同期する必要があります。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdco（1M）マニュアルページを参照してください。

バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの再接続
vxdco に -o rm オプションを指定しても、バージョン 0 の DCO オブジェクトと DCO ボ

リュームが削除されない場合は、次のコマンドを使って、親ボリュームに再接続できます。
# vxdco [-g diskgroup] att volume dco_obj
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たとえば、DCO オブジェクト myvol_dco をボリューム myvol に再接続するには、次のコ
マンドを使います。
# vxdco -g mydg att myvol myvol_dco
vxdco（1M）マニュアルページを参照してください。
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10
ボリュームセットの作成と
管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ボリュームセットについて

■

ボリュームセットの作成

■

ボリュームセットへのボリュームの追加

■

ボリュームセットの詳細の一覧表示

■

ボリュームセットの停止と起動

■

ボリュームセットからのボリュームの削除

■

コンポーネントボリュームに対する RAW デバイスノードアクセス

ボリュームセットについて
ボリュームセットを使うと、Veritas File System（VxFS）のマルチボリュームサポート（MVS:
Multi-Volume Support）機能と DST（Dynamic Storage Tiering）機能を利用できるよ
うになります。また、Veritas Enterprise Administrator（VEA）を使ってボリュームセット
を作成および管理することもできます。詳細については、VEA のオンラインヘルプを参照
してください。
Veritas Volume Manager（VxVM）には、ボリュームセットを作成および管理するための
vxvset コマンドが用意されています。
vxvset（1M）マニュアルページを参照してください。
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メモ: 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。
ボリュームセットには次の制限があることに注意してください。
■

ボリュームセットでは、最大 2048 のボリュームを設定できます。

■

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

■

ボリュームセットの最初のボリューム（インデックス 0）は、ボリュームサイズの 4000 分
の 1、VxFS インテントログのサイズ、および 1MB の合計より大きいサイズにする必要
があります。

■

ボリュームセットに対する raw I/O はサポートされていません。

■

ボリュームセットのコンポーネントボリュームに対する raw I/O は、一定の条件の下で
サポートされています。
p.429 の 「コンポーネントボリュームに対する RAW デバイスノードアクセス」 を参照し
てください。

■

ボリュームセットをボリュームの代わりに使うには、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）を使います。ボリュームセット内の各ボリュームにプレックスが十分に存
在している場合、ボリュームセットでは、フルサイズインスタントスナップショットのサー
ドミラーブレークオフモデルがサポートされます。
p.395 の 「ボリュームセット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。

■

ボリュームセットのフルサイズスナップショットは、それ自体が、親と同じ数のボリューム
および同じボリュームインデックス番号を持つボリュームセットである必要があります。
親ボリュームセットおよびスナップショットボリュームセット内の対応するボリュームも、
スタンドアロンボリュームとそのスナップショットとの間に適用される制限と同じ制限を
受けます。

ボリュームセットの作成
Veritas File System（VxFS）で使うボリュームセットを作成するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxvset [-g diskgroup] -t vxfs make volset volume

ここで、volset はボリュームセットの名前であり、volume はボリュームセット内の 1 番目
のボリューム名です。-t オプションは、ボリュームで使うアプリケーションのコンテンツハン
ドラのサブディレクトリを定義します。このサブディレクトリには、アプリケーションでボリュー
ムセット操作に使うユーティリティが格納されます。これらのユーティリティの操作は、VxVM
ではなくアプリケーションの必要条件に基づくため、ここでは詳しく説明しません。
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たとえば、ボリューム vol1 を保持するボリュームセット myvset をディスクグループ mydg
に作成するには、次のコマンドを使います。
# vxvset -g mydg -t vxfs make myvset vol1

ボリュームセットへのボリュームの追加
ボリュームを 1 つ保持するボリュームセットを作成したら、次のコマンドを使って他のボ
リュームをボリュームセットに追加できます。
# vxvset [-g diskgroup] [-f] addvol volset volume

たとえば、ボリューム vol2 をボリュームセット myvset に追加するには、次のコマンドを使
います。
# vxvset -g mydg addvol myvset vol2

警告: 追加するボリュームまたは追加先のボリュームセット内のボリュームが、スナップショッ
トまたはスナップショットの親である場合は、-f（強制）オプションを指定する必要がありま
す。操作に関係するボリュームのいずれかがすでに特定のスナップショットチェーンに属
している場合は、このオプションの使用によりスナップショット階層内に不整合が発生する
可能性があります。

ボリュームセットの詳細の一覧表示
ボリュームセットのコンポーネントボリュームの詳細を一覧表示するには、次のコマンドを
使います。
# vxvset [-g diskgroup] list [volset]

ボリュームセットの名前を指定しないでコマンドを実行した場合は、次の例のように、ディ
スクグループ内のすべてのボリュームの詳細が一覧表示されます。
# vxvset -g mydg list
NAME
set1
set2

GROUP
mydg
mydg

NVOLS
3
2

CONTEXT
-

ボリュームセット内の各ボリュームの詳細を一覧表示するには、コマンドの引数としてボ
リュームセットの名前を指定します。
# vxvset -g mydg list set1
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VOLUME
vol1
vol2
vol3

INDEX
0
1
2

LENGTH
12582912
12582912
12582912

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

コンテキストのフィールドには、ボリュームまたはボリュームセットの各目的を示すタグとし
て、アプリケーションによって設定された文字列の詳細が表示されます。

ボリュームセットの停止と起動
ある状況のもとでは、ボリュームセットの停止と再起動が必要になることがあります。たとえ
ば、次に示すように、セット内のボリュームが切断されている場合がこれに該当します。
# vxvset -g mydg list set1
VOLUME
vol1
vol2
vol3

INDEX
0
1
2

LENGTH
12582912
12582912
12582912

KSTATE
DETACHED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

1 つ以上のボリュームセットを停止して再起動するには、次のコマンドを使います。
# vxvset [-g diskgroup] stop volset ...
# vxvset [-g diskgroup] start volset ...

前述の例のコンポーネントボリュームに対してこれらのコマンドを実行すると、結果は次の
ようになります。
# vxvset -g mydg stop set1
# vxvset -g mydg list set1
VOLUME
vol1
vol2
vol3

INDEX
0
1
2

LENGTH
12582912
12582912
12582912

KSTATE
DISABLED
DISABLED
DISABLED

CONTEXT
-

LENGTH
12582912

KSTATE
ENABLED

CONTEXT
-

# vxvset -g mydg start set1
# vxvset -g mydg list set1
VOLUME
vol1

INDEX
0
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vol2
vol3

1
2

12582912
12582912

ENABLED
ENABLED

-

ボリュームセットからのボリュームの削除
ボリュームセットからコンポーネントボリュームを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxvset [-g diskgroup] [-f] rmvol volset volume

たとえば、次のコマンドを実行すると、ボリューム vol1 と vol2 がボリュームセット myvset
から削除されます。
# vxvset -g mydg rmvol myvset vol1
# vxvset -g mydg rmvol myvset vol2

最後の（唯一の）ボリュームを削除すると、そのボリュームセット自体が削除されます。
警告: 削除するボリュームまたは削除元のボリュームセット内のボリュームが、スナップショッ
トまたはスナップショットの親である場合は、-f（強制）オプションを指定する必要がありま
す。操作に関係するボリュームのいずれかがすでに特定のスナップショットチェーンに属
している場合は、このオプションの使用によりスナップショット階層内に不整合が発生する
可能性があります。

コンポーネントボリュームに対する RAW デバイスノード
アクセス
ファイルシステムとデータを事故破損から守るために、デフォルトでは、コンポーネントボ
リュームのデバイスノードにある /dev/vx/rdsk/diskgroup ディレクトリと
/dev/vx/dsk/diskgroup ディレクトリに RAW エントリとブロックエントリは設定されませ
ん。そのため、アプリケーションはボリュームセットのコンポーネントボリュームに直接読み
書きできません。
Symantec NetBackup™ ソフトウェアの RAW ボリュームバックアップ、リストア機能など、
一部のアプリケーションにおいて /dev/vx/rdsk/diskgroup ディレクトリの RAW デバ
イスノードにアクセスしてコンポーネントボリュームを読み書きすることが必要な場合、
vxvset コマンドに追加のコマンドラインオプションを指定することでサポートされます。ボ
リュームセットのコンポーネントボリュームにあるブロックデバイスノードに対するアクセス
はサポートされません。
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警告: ボリュームセットのコンポーネントボリュームにある RAW デバイスノードに対して直
接書き込みまたは読み取りを行うのは、アクセス中にボリュームのデータが他に変更され
ない場合のみにしてください。
ボリュームセットのコンポーネントボリュームでは、すべての RAW デバイスノードは単一
の操作で作成または削除できます。ボリュームセットに追加されたボリュームの RAW デ
バイスノードは必要に応じて自動的に作成され、既存のデバイスノードのアクセスモード
を継承します。
コンポーネントボリュームの RAW デバイスノードへのアクセスは、読み取り専用または読
み書き両用に設定できます。このモードは、ボリュームセットのコンポーネントボリュームに
あるすべての RAW デバイスノードによって共有されます。読み取り専用アクセスモード
では RAW デバイスに対するすべての書き込みは失敗しますが、ioctl インターフェー
スを使った書き込みまたは VxFS によるメタデータの更新は許可されます。読み書き両用
アクセスモードでは RAW デバイスを介した直接書き込みが許可されます。ボリュームセッ
トの RAW デバイスノードに対するアクセスモードは、必要に応じて変更できます。
RAW デバイスノードの存在とそのアクセスモードは、システムを再ブートしても維持され
ます。
この機能には次の制限があることに注意してください。
■

ディスクグループのバージョンは 140 以上である必要があります。

■

ボリュームセットのコンポーネントボリュームにある RAW デバイスノードに対するアク
セスは、専用ディスクグループのみでサポートされています。クラスタ内の共有ディス
クグループではサポートされていません。

ボリュームセット作成時の RAW デバイスアクセスの有効化
ボリュームセットの作成時に RAW デバイスアクセスを有効にするには、vxvset make コ
マンドを次の形式で使います。
# vxvset [-g diskgroup] -o makedev=on ¥
[-o compvol_access={read-only|read-write}] ¥
[-o index] [-c "ch_addopt"] make vset vol [index]
-o makedev=on オプションを使うと、ボリュームセットの作成と同時にコンポーネントボ

リュームの RAW デバイスノードを作成できます。デフォルト設定は off です。
-o compvol_access=read-write オプションを指定すると、各コンポーネントボリュー

ムの RAW デバイスに対する直接書き込みが許可されます。値を read-only に設定す
ると、各コンポーネントボリュームの RAW デバイスからの読み取りのみが許可されます。
-o makedev=on オプションを指定しても、-o compvol_access を指定していない場合、

デフォルトのアクセスモードは read-only になります。
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ボリュームセットにボリュームを追加するために vxvset addvol コマンドを後で使った場
合、makedev 属性の値を on に設定していると、新しい RAW デバイスノードが
/dev/vx/rdsk/diskgroup に作成されます。アクセスモードは、compvol_access 属
性の現在の設定によって決まります。
次の例は、ボリューム myvol1 を含むボリュームセット myvset1 を、RAW デバイスに対
するアクセスを読み書き両用モードで有効にして、ディスクグループ mydg 内に作成して
います。
# vxvset -g mydg -o makedev=on -o compvol_access=read-write ¥
make myvset1 myvol1

ボリュームセットの RAW デバイスアクセス設定の表示
ボリュームセットの現在の設定を表示するには vxprint -m コマンドを使います。makedev
属性を on に設定している場合、出力に次のいずれかの文字列が表示されます。
vset_devinfo=on:read-only

RAW デバイスノードは読み取り専用モードです。

vset_devinfo=on:read-write

RAW デバイスノードは読み書き両用モードです。

makedev を off に設定している場合、文字列は表示されません。
vxprint -m コマンドの出力を vxmake コマンドに渡してボリュームセットを再作成する場

合、vset_devinfo 属性は off に設定する必要があります。必要なアクセスモードで
RAW デバイスへのアクセスを再び有効にするには、vxvset set コマンドを使います。
p.431 の 「既存のボリュームセットの RAW デバイスに対するアクセスの制御」 を参照して
ください。

既存のボリュームセットの RAW デバイスに対するアクセスの制御
既存のボリュームセットの RAW デバイスノードに対するアクセスを有効または無効にす
るには、次のコマンドを使います。
# vxvset [-g diskgroup] [-f] set makedev={on|off} vset
vxvset set コマンドに makedev 属性を指定すると、ボリュームセットのコンポーネントボ

リュームに RAW デバイスノードを作成（makedev=on）または削除（makedev=off）できま
す。起動しているコンポーネントボリュームがある場合、-f（force）オプションを指定して
属性を off に設定する必要があります。
makedev=off を指定すると、/dev/vx/rdsk/diskgroup ディレクトリから既存の RAW

デバイスノードが削除されます。
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makedev 属性を off に設定し、mknod コマンドを使って RAW デバイスノードを作成した

場合、makedev の値を on に設定しない限り、これらのノードからの読み取りやこれらの
ノードへの書き込みはできません。
ボリュームセットに compvol_access 属性を設定する構文は次のとおりです。
# vxvset [-g diskgroup] [-f] set ¥
compvol_access={read-only|read-write} vset
vxvset set コマンドに compvol_access 属性を指定すると、ボリュームセットのコンポー

ネントボリュームに対するアクセスモードを変更できます。起動しているコンポーネントボ
リュームがある場合、-f（force）オプションを指定して属性を read-only に設定する必
要があります。
次の例は、ディスクグループ mydg のボリュームセット myvset2 に、makedev=on 属性と
compvol_access=read-only 属性を設定しています。
# vxvset -g mydg set makedev=on myvset2

次の例は、ボリュームセット myvset2 に、compvol_access=read-write 属性を設定し
ています。
# vxvset -g mydg set compvol_access=read-write myvset2

最後の例は、ボリュームセット myvset2 の RAW デバイスノードに対するアクセスを削除
しています。
# vxvset -g mydg set makedev=off myvset2

11
オフホスト処理の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

オフホスト処理ソリューションについて

■

オフホスト処理ソリューションの実装

オフホスト処理ソリューションについて
オフホスト処理によって、次のアクティビティを実装できます。
データのバックアッ
プ

多くの企業で 24 時間 365 日の連続稼動が必要不可欠になるにつれ、重
要なデータをオフラインでバックアップするためのダウンタイムが提供できな
くなっています。データのスナップショットを作成し、このスナップショットから
バックアップをとることにより、長時間にわたってダウンタイムを発生させたり
処理速度を低下させることなく、クリティカルなビジネスアプリケーションを継
続的に実行することができます。

意思決定支援分析
とレポート作成

スナップショットには実働データベースのPITC （Point-In-Time Copy）が保
持されているため、スナップショットを使って複製データベースを設定するこ
とができます。意思決定支援分析とビジネスレポート作成では、必ずしも最
新情報にアクセスする必要はありません。したがって、プライマリホスト以外
のホストで実行されているデータベースのコピーを使うことができます。最新
情報を取得する必要に応じて、データベースのコピーを主データベースの
データと迅速に同期化できます。

テストとトレーニング 開発グループまたはサービスグループは、スナップショットを新しいアプリ
ケーションのテストデータとして使えます。開発者、テスト担当者、品質管理
グループなどは、スナップショットデータを実際的な基準として、新しいアプ
リケーションの堅ろう性、統合性および処理効率をテストできます。
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データベースエラー 管理者やアプリケーションプログラムによって引き起こされる論理エラーに
のリカバリ
よって、データベースの統合性が損なわれることがあります。スナップショッ
トのコピーからデータベーステーブルファイルを復元することにより、テープ
や他のバックアップメディアから完全リストアを実行するよりも速くデータベー
スを修復できます。

オフホスト処理は、リンクされたブレークオフスナップショットを使うとより単純になります。
p.370 の 「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」 を参照してください。

オフホスト処理ソリューションの実装
図 11-1 にオフホスト処理の実装例を示します。
図 11-1

オフホスト処理の実装例

プライマリホスト

オフホスト

SCSI
またはファイバー
チャネル接続

実働データベースま
たはシステムの保存
に使うプライマリ
ボリュームが存在す
るディスク

オフホスト処理ソリ
ューションの導入に
使われるスナップシ
ョットボリュームを
格納するディスク

負荷の軽いホスト（ここでは、OHP ホスト（オフホスト））からスナップショットボリュームにア
クセスすることで、オンラインバックアップと意思決定支援のための CPU 集約型処理と
I/O 集約型処理によって主要な実働処理（データベースの実行など）を実行しているプラ
イマリホストのパフォーマンスが低下するのを回避できます。スナップショットボリュームを
プライマリボリューム内のディスクとは異なるホストコントローラに接続されているディスクに
配置すると、I/O リソースに関してプライマリホストとの競合を回避できます。
次の項では、専用ディスクグループ内のボリュームに対するオンラインバックアップの実
装や、意思決定支援を目的とした実働データベースの複製の設定にオフホスト処理を適
用する方法について説明します。2 つの適用例について説明します。
p.435 の 「オフホストオンラインバックアップの実装」 を参照してください。
p.439 の 「意思決定支援システムの実装」 を参照してください。
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この適用例では、VxVM の永続 FastResync 機能をリンクされたブレークオフスナップ
ショットと組み合わせて使います。
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。その他のタイプのファイル
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
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。

オフホストオンラインバックアップの実装
この項では、専用ディスクグループ内のボリュームについてオフホストオンラインバックアッ
プを実装する手順について説明します。通常のバックアップサイクルを設定する方法を
概説することを目的としています。この手順を使うためのデータベースの設定方法やバッ
クアップ自体の実行方法は、このマニュアルには記載されていません。
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専用ディスクグループ内のボリュームのバックアップを作成するには、次の手順を実行
します。

1

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、ボリュームで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
ます。
# vxprint -g volumedg -F%instant volume

このコマンドは、ボリュームがインスタントスナップショット操作で使える場合は on を、
それ以外の場合は off を返します。

2

プライマリホストで次のコマンドを実行して、FastResync がボリュームで有効になっ
ているかどうかを確認します。
# vxprint -g volumedg -F%fastresync volume

このコマンドは、FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返し
ます。
FastResync が無効になっている場合は、プライマリホストで次のコマンドを使って有
効にします。
# vxvol -g volumedg set fastresync=on volume

3

プライマリホストで、スナップショットボリュームとして使う新しいボリュームを別のディ
スクグループに作成します。
p.383 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。
スナップショットディスクグループを、オフホスト処理に使うディスクの保守専用にす
ることを推奨します。
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4

プライマリホスト上で、スナップショットディスクグループのスナップショットボリューム
をデータボリュームにリンクします。
# vxsnap -g volumedg -b addmir volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされた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 volumedg snapwait volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg

この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、もとのボリュームに対す
る変更の追跡が開始されます。
バックアップを作成する準備が整ったら、手順 5 に進みます。

5

プライマリホストで、データベーステーブルが存在するボリュームの更新を中断しま
す。動的バックアップモードがあるデータベースでは、そのテーブルへの書き込み
を一時的に中断することによって、ボリュームの更新を中断する必要があります。

6

プライマリホストで次のコマンドを実行し、スナップショットボリューム snapvol を作成
します。
# vxsnap -g volumedg make ¥
source=volume/snapvol=snapvol/snapdg=snapvoldg

データベースが複数のボリュームに分散している場合は、次の例に示すように、す
べてのボリュームとそのスナップショットボリュームを 1 つのコマンドで指定できます。
# vxsnap -g dbasedg make ¥
source=vol1/snapvol=snapvol1/snapdg=sdg ¥
source=vol2/snapvol=snapvol2/snapdg=sdg ¥
source=vol3/snapvol=snapvol3/snapdg=sdg

7

手順 5 で、ボリュームの更新を一時的に中断していた場合は、プライマリホストです
べてのデータベーステーブルのホットバックアップモードを解除します。

8

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループをデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

9

バックアップを実行するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュー
ムのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg
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10 結合されたスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっています。
オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリおよび再
起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

11 オフホスト上で、スナップショットボリュームをバックアップします。ボリューム内のファ
イルシステムをバックアップするために再マウントする必要がある場合は、最初にボ
リュームで fsck を実行します。次のコマンドは、ファイルシステムをチェックしてマウ
ントするためのサンプルコマンドです。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvol

mount_point

この時点でファイルシステムをバックアップし、次のコマンドを使ってマウントを解除
します。
# umount mount_point

12 オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグループ
をデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

13 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループを再インポートします。
# vxdg import snapvoldg
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14 結合されたスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっています。
プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリおよ
び再起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

15 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームをもとのボリュー
ムに再接続します。
# vxsnap -g snapvoldg reattach snapvol source=vol ¥
sourcedg=volumedg

たとえば、スナップショットボリューム svol1、svol2、svol3 を再接続するには、次
のように入力します。
# vxsnap -g sdg reattach svol1 ¥
source=vol1 sourcedg=dbasedg ¥
svol2 source=vol2 sourcedg=dbasedg ¥
svol3 source=vol3 sourcedg=dbasedg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされた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 volumedg snapwait volume mirvol=snapvol

ボリュームをバックアップする場合は、手順 5 から 15 を実行します。

意思決定支援システムの実装
この項では、専用ディスクグループ内のボリュームについてオフホスト意思決定支援シス
テムを実装する手順について説明します。レプリカデータベースを設定する方法を概説
することを目的としています。この手順を使うためのデータベースの設定方法は、このマ
ニュアルには記載されていません。
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専用ディスクグループのボリューム内に設定されているテーブルファイルを使って複製
データベースを設定するには、次の手順を実行します。

1

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、ボリュームで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
ます。
# vxprint -g volumedg -F%instant volume

このコマンドは、ボリュームがインスタントスナップショット操作で使える場合は on を、
それ以外の場合は off を返します。
ボリュームが VxVM 4.0 以降のリリースで作成され、新形式の DCO オブジェクトと
DCO ボリュームが関連付けられていない場合は、ボリュームの準備を行う必要があ
ります。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
ボリュームがリリース 4.0 より前の VxVM で作成されており、スナップショットプレック
スが追加されまたはスナップショットボリュームと関連付けられている場合は、ボリュー
ムをアップグレードする必要があります。
p.337 の 「バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード」 を
参照してください。

2

プライマリホストで次のコマンドを使って、FastResync がボリュームで有効になって
いるかどうかを確認します。
# vxprint -g volumedg -F%fastresync volume

このコマンドは、FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返し
ます。
FastResync が無効になっている場合は、プライマリホストで次のコマンドを使って有
効にします。
# vxvol -g volumedg set fastresync=on volume

3

データベーステーブルのコピーが格納されているスナップショットボリュームをオフホ
ストで受信する準備をします。この準備作業には、REDO ログが保存される専用ボ
リュームを設定し、データベースを初期化するために使うファイルを設定する作業が
含まれます。
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4

プライマリホストで、スナップショットボリュームとして使う新しいボリュームを別のディ
スクグループに作成します。
p.383 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。
スナップショットディスクグループを、オフホスト処理に使うディスクの保守専用にす
ることを推奨します。

5

プライマリホスト上で、スナップショットディスクグループのスナップショットボリューム
をデータボリュームにリンクします。
# vxsnap -g volumedg -b addmir volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされた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 volumedg snapwait volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg

この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、もとのボリュームに対す
る変更の追跡が開始されます。
複製データベースを作成する準備が整ったら、6 に進みます。

6

プライマリホストで、データベーステーブルが存在するボリュームの更新を中断しま
す。動的バックアップモードがあるデータベースでは、そのテーブルへの書き込み
を一時的に中断することによって、ボリュームの更新を中断する必要があります。

7

プライマリホストで次のコマンドを実行し、スナップショットボリューム snapvol を作成
します。
# vxsnap -g volumedg make ¥
source=volume/snapvol=snapvol/snapdg=snapvoldg

データベースが複数のボリュームに分散している場合は、次の例に示すように、す
べてのボリュームとそのスナップショットボリュームを 1 つのコマンドで指定できます。
# vxsnap -g dbasedg make ¥
source=vol1/snapvol=snapvol1/snapdg=sdg ¥
source=vol2/snapvol=snapvol2/snapdg=sdg ¥
source=vol3/snapvol=snapvol3/snapdg=sdg

この手順を実行すると、スナップショットボリュームをバックアップサイクルに組み込む
準備が完了し、もとのボリュームに対する変更の追跡が開始されます。

8

手順 6 で、ボリュームの更新を一時的に中断していた場合は、プライマリホストです
べてのデータベーステーブルのホットバックアップモードを解除します。
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9

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループをデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

10 複製データベースを設定するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショット
ボリュームのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg

11 結合されたスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっています。
オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリおよび再
起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

12 オフホストで、スナップショットボリュームをチェックしてマウントします。次のコマンド
は、ファイルシステムをチェックしてマウントするためのサンプルコマンドです。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvolmount_point

13 オフホストで適切なデータベースコマンドを実行し、意思決定支援システムの機能
実現のために複製データベースのリカバリおよび起動を行います。
後で、スナップショットボリュームのデータとプライマリデータベースを再同期すること
ができます。
もとのボリュームからスナップショットプレックスを更新するには、次の手順を実行します。

1

オフホストで、複製データベースを停止し、次のコマンドを使ってスナップショットボ
リュームのマウントを解除します。
# umount mount_point

2

オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグループ
をデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

3

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループを再インポートします。
# vxdg import snapvoldg
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4

結合されたスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっています。
プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリおよ
び再起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

5

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームをもとのボリュー
ムに再接続します。
# vxsnap -g snapvoldg reattach snapvol source=vol ¥
sourcedg=volumedg

たとえば、スナップショットボリューム svol1、svol2、svol3 を再接続するには、次
のように入力します。
# vxsnap -g sdg reattach svol1 ¥
source=vol1 sourcedg=dbasedg ¥
svol2 source=vol2 sourcedg=dbasedg ¥
svol3 source=vol3 sourcedg=dbasedg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされた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 volumedg snapwait volume mirvol=snapvol

手順 6 から手順を再開できます。
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12
ホットリロケーションの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ホットリロケーションについて

■

ホットリロケーションの動作方法

■

システムのホットリロケーション設定

■

スペアディスク情報の表示

■

ホットリロケーションのスペアディスクの設定

■

ホットリロケーションスペアディスクの設定解除

■

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外

■

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を解除

■

ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設定

■

再配置されたサブディスクの移動

■

ホットリロケーションの動作の変更

ホットリロケーションについて
ボリュームにディスク I/O 障害がある場合（たとえば、ディスクに修正不能なエラーがある
場合など）、Veritas Volume Manager（VxVM）は障害に関係するプレックスを切断しま
す。そのプレックスの I/O 処理は停止しますが、ボリュームの他のプレックスの I/O 処理
は継続します。
ディスク全体に障害が発生した場合、VxVM はそのディスクをディスクグループから切断
することができます。そのディスク上のすべてのプレックスが無効になります。切断するディ
スク上に非ミラーボリュームが存在する場合は、そのボリュームも切断されます。
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ディスク障害のような症状が見られる場合でも、その原因は物理ディスクメディアまたは
ディスクコントローラの障害ではなく、ケーブル、ホストバスアダプタ、電源などの中間的ま
たは補助的コンポーネントの障害にある可能性があります。
VxVM のホットリロケーション機能は、ディスク障害を自動的に検出し、システム管理者と
指定ユーザーに電子メールで通知します。また、スペアディスクと空きディスク領域を利
用して冗長性を復元したり、ミラーボリュームと RAID 5 ボリュームへのアクセスを保持し
ようとします。
p.446 の 「ホットリロケーションの動作方法」 を参照してください。
ホットリロケーションが無効になっている場合または電子メールを受信しなかった場合は、
vxprint コマンドまたはグラフィカルユーザーインターフェースを使って、ディスクの状態
を検査する必要があります。コンソールやシステムメッセージファイルからドライバエラー
メッセージを表示することもできます。
障害が起きたディスクは、手動で削除および交換する必要があります。
p.145 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。
ハードウェア障害の発生後にボリュームとそのデータを修復する方法の詳細については、
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

ホットリロケーションの動作方法
ホットリロケーションは、冗長性のある（ミラーまたは RAID 5）VxVM オブジェクトの I/O 障
害に自動的に反応し、冗長性とこれらのオブジェクトへのアクセスを復元する機能です。
VxVM はオブジェクトの I/O 障害を検出し、影響を受けたサブディスクをスペアディスク
として指定されているディスクまたはディスクグループ内の空き領域に再配置します。そ
して、VxVM は障害発生前に存在したオブジェクトを復元し、冗長化して再度アクセス可
能にします。
部分的なディスク障害が発生した場合（すなわち、ディスク上の一部のサブディスクにの
み影響する障害の場合）は、障害発生部分の冗長データが再配置されます。影響を受
けていないディスク部分の既存ボリュームには引き続きアクセスできます。
ホットリロケーションは、障害が発生したディスク上の冗長性のある（ミラーまたは RAID 5）
サブディスクに対してのみ実行されます。障害が発生したディスク上の冗長性のないサブ
ディスクは再配置されませんが、その障害はシステム管理者に通知されます。
ホットリロケーションはデフォルトで有効になっており、障害発生時にはシステム管理者が
操作をしなくても実行されます。
ホットリロケーションデーモン vxrelocd は、次のタイプの障害を示す VxVM イベントを
検出し、対処します。
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ディスク障害

これは通常 VxVM オブジェクトの I/O 障害の結果として検出されます。
VxVM はエラーの修正を試みます。エラーを修正できない場合、VxVM は
ディスクのプライベートリージョンにある設定情報へのアクセスを試みます。
プライベートリージョンにアクセスできない場合は、ディスクに障害が発生し
たものと見なします。

プレックス障害

これは通常、プレックス内の修正不能な I/O エラー（プレックス内のサブディ
スクに影響を及ぼすエラー）の結果検出されます。ミラーボリュームの場合、
プレックスが切断されます。

RAID 5 サブディスク これは通常、修正不能な I/O エラーの結果検出されます。サブディスクが切
障害
断されます。

vxrelocd デーモンでこのような障害が検出されると、次の手順が実行されます。
■ vxrelocd デーモンは、システム管理者（および他の指定ユーザー）に電子メールで

障害の発生と、影響を受けた VxVM オブジェクトを通知します。
「部分的なディスク障害発生時のメールメッセージ」を参照してください。
「障害発生時のメールメッセージ」を参照してください。
「ホットリロケーションの動作の変更」を参照してください。
■ vxrelocd

デーモンは次に、サブディスクの再配置が可能かどうかを確認します。

vxrelocd デーモンは、障害が発生したディスクグループ内でホットリロケーションス

ペアとして予約（spare フラグを設定）されているディスク上で適切な領域を検索しま
す。そして、この領域を利用してサブディスクを再配置します。
■

スペアディスクが利用できないかまたは追加領域が必要な場合、vxrelocd デーモ
ンは同じディスクグループ内のディスクの空き領域を利用します。ただし、ホットリロ
ケーションの適用対象から除外（nohotuse フラグを設定）されているディスクの領域
は利用されません。サブディスクの再配置が完了すると、再配置した各サブディスク
をそのプレックスに再接続します。

■

最後に、vxrelocd は適切なリカバリ手順を開始します。たとえば、ミラーボリュームの
場合はミラー再同期を、RAID 5 ボリュームの場合はデータリカバリを実行します。ま
た、実行したホットリロケーションとリカバリ処理をシステム管理者に通知します。

再配置できるサブディスクが存在しない場合、vxrelocd はシステム管理者にその旨を
通知し、その他の処理は実行しません。
警告: ホットリロケーションでは、再配置後にデータのレイアウトや処理効率が変わる場合
があります。管理者は、ホットリロケーションの実行後に設定変更が必要かどうかを確認す
る必要があります。
次の場合は、障害が発生したサブディスクを再配置できません。
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■

障害が発生したサブディスクが非冗長ボリューム（すなわち、ミラーまたは RAID 5 以
外のタイプのボリューム）上にある場合。

■

ディスクグループに十分なスペアディスクまたは空のディスク領域がない場合。

■

冗長化されていない使用可能領域が、障害が発生したプレックスのミラーを含むディ
スク上にある場合。

■

冗長化されていない使用可能領域が、RAID 5 ログプレックスまたは 1 つ以上の正常
なサブディスクを含むディスク上にある場合。RAID 5 プレックス内の、障害の発生し
ているサブディスクを再配置することはできません。

■

ミラーボリュームのデータプレックスに DRL（Dirty Region Log）のログサブディスクが
含まれている場合、そのプレックスに所属するサブディスクの障害発生時に再配置を
実行することはできません。

■

RAID 5 ボリュームログプレックスまたはミラーボリューム DRL ログプレックスに障害が
発生した場合は、新しいログプレックスが別の場所に作成されます。この場合は障害
が発生したサブディスクを再配置する必要はありません。

vxrelocd（1M）マニュアルページを参照してください。

図 12-1 に、RAID 5 ボリュームのサブディスクの 1 つに障害が発生した場合のホットリロ
ケーションプロセスを示します。
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図 12-1

a

b

c

RAID 5 ボリュームのサブディスクのホットリロケーション例

ディスクグループに 5 つのディスクが含まれている。 2 つの RAID 5
ボリュームが 4 つのディスクにまたがって設定されている。
ホットリロケーションに利用できるスペアディスクが 1 つある。
mydg01

mydg02

mydg03

mydg01-01

mydg02-01

mydg03-01

mydg02-02

mydg03-02

mydg04
mydg04-01

mydg05

スペア
ディスク

1 つの RAID 5 ボリュームのサブディスク mydg02-01 に障害が発生したとする。
ホットリロケーションによってスペアディスクにサブディスク mydg05-01
が作成され、サブディスク mydg02-01 と置き換えられる。その後、RAID 5
ボリュームのリカバリが開始される。
mydg01

mydg02

mydg03

mydg01-01

mydg02-01

mydg03-01

mydg02-02

mydg03-02

mydg04

mydg05

mydg04-01

mydg05-01

RAID 5 のリカバリでは、サブディスク mydg01-01 と mydg03-01
上に残っているデータとパリティ情報に基づき、サブディスク mydg05-01
上にサブディスク mydg02-01 のデータとパリティが再作成される。
mydg01
mydg01-01

mydg02

mydg03

mydg02-01

mydg03-01

mydg02-02

mydg03-02

mydg04
mydg04-01

mydg05
mydg05-01

部分的なディスク障害発生時のメールメッセージ
ホットリロケーションが有効になっているときにプレックスやディスクが障害のため切断され
ると、障害が発生したオブジェクトを示すメールが root に送信されます。部分的なディス
ク障害が発生した場合、メールには障害が発生したプレックスが明記されます。たとえば、
ミラーボリュームを含むディスクに障害が発生した場合は、次に例示するようなメール情
報が送信されます。
To: root
Subject: Volume Manager failures on host teal
Failures have been detected by the Veritas Volume Manager:
failed plexes:
home-02
src-02
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メールは root 以外のユーザーにも送信できます。
p.463 の 「ホットリロケーションの動作の変更」 を参照してください。
次のコマンドを使うと、前述のメッセージで通知された障害の原因となっているディスクを
特定できます。
# vxstat -g mydg -s -ff home-02 src-02
-s オプションを指定すると、個々のサブディスクの情報が要求されます。-ff オプション

を指定すると、失敗した読み取り処理と書き込み処理の数が表示されます。通常の出力
表示は次のようになります。

TYP NAME
sd mydg01-04
sd mydg01-06
sd mydg02-03
sd mydg02-04

FAILED
READS
WRITES
0
0
0
0
1
0
1
0

この例は、ディスク mydg02 のサブディスク mydg02-03 および mydg02-04 からの読み取
りが失敗したことを示しています。
影響を受けたサブディスクがホットリロケーションによって自動的に再配置され、必要なリ
カバリ手順が開始されます。ただし、再配置が実行できない場合やホットリロケーション機
能が無効になっている場合は、問題を調査し、プレックスのリカバリを実行する必要があ
ります。エラーはケーブルの障害によって生じることもあるため、ディスクをシステムに接
続しているケーブルをチェックしてください。問題が明らかな場合は、次のコマンドを使っ
て問題を修正し、プレックスを修復します。
# vxrecover -b -g mydg home src

これにより、障害が発生したプレックスのリカバリがバックグラウンドで開始します（コマンド
プロンプトは操作が完了する前に再表示されます）。この後にエラーメッセージが再表示
されたり、明らかなケーブル障害がないにもかかわらずプレックスが再度切断された場合
は、ディスクを交換してください。
p.145 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。

障害発生時のメールメッセージ
ホットリロケーションが有効になっているときに全体的なディスク障害が発生すると、障害
が発生したディスクとそのディスクを使うすべてのプレックスがメールメッセージに一覧表
示されます。たとえば、次に例示するようなメールが送信されます。
To: root
Subject: Volume Manager failures on host teal
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Failures have been detected by the Veritas Volume Manager:
failed disks:
mydg02
failed plexes:
home-02
src-02
mkting-01
failing disks:
mydg02

このメッセージは、mydg02 が障害のため切断されたことを示しています。ディスクが切断
されると、I/O はそのディスクに到達できなくなります。プレックス home-02、src-02およ
び mkting-01 も切断されています（原因はディスク障害と考えられます）。
問題の考えられる原因の 1 つにケーブルエラーがあります。
p.449 の 「部分的なディスク障害発生時のメールメッセージ」 を参照してください。
ケーブルエラー以外の問題の場合は、ディスクを交換してください。
p.145 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。

再配置領域の選択方法
スペアディスクを再配置に利用するには、初期化してスペアとしてディスクグループに配
置しておく必要があります。障害が発生したときにスペアとして指定されているディスクが
ない場合、VxVM は自動的に、障害が発生したディスクグループの利用可能な空き領域
を利用します。十分なスペアディスク領域がない場合、スペアディスク領域と空き領域を
組み合わせて利用します。
ホットリロケーションの適用対象から除外されているディスクの空き領域は、ホットリロケー
ションには利用されません。ディスクをホットリロケーションの適用対象から除外するには、
vxdiskadm、vxedit または Veritas Enterprise Administrator（VEA）を使います。
各ディスクグループ内で 1 つ以上のディスクをホットリロケーションスペアとして指定でき
ます。ディスクをスペアとして指定するには、vxdiskadm、vxedit または VEA を使いま
す。スペアとして指定されたディスクは、空き領域モデルには組み込まれません。ストレー
ジ領域が割り当てられているディスクをスペアとして指定することはできません。
ホットリロケーションでは、再配置の領域を選択する際に、再配置されるサブディスクが所
属する VxVM オブジェクトの冗長特性が保持されます。たとえば、障害が発生したプレッ
クスのサブディスクが、障害が発生したプレックスのミラーが保存されているディスクに再
配置されることはありません。利用可能なスペアディスクや空き領域をすべて利用しても
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冗長性を保持できない場合は、ホットリロケーションは実行されません。再配置が実行で
きない場合はシステム管理者にその旨が通知され、その他の処理は実行されません。
ホットリロケーションには、条件を満たすディスクの中から障害が発生したディスクに最も
近いディスクが利用されます。近さの評価は、障害が発生したディスクのコントローラとディ
スク番号によって決まります。障害が発生したディスクと同じコントローラ上のディスクは、
別のコントローラ上のディスクより近いものと判定されます。
ホットリロケーションでは、可能な限り、障害が発生しているドライブのすべてのサブディス
クが同じディスクに移動されます。
ホットリロケーションが実行されると、障害が発生したサブディスクが設定データベースか
ら削除され、VxVM は障害が発生したサブディスクが使っていたディスク領域が空き領域
として再度使われないようにします。

システムのホットリロケーション設定
スペアディスクを指定し、ディスク上の空き領域をホットリロケーションに利用できるように
設定すると、ディスク障害発生時のサブディスクの再配置に伴うディスク領域の利用方法
を制御することができます。空き領域とスペアディスクの領域を組み合わせても領域が不
足する場合や、冗長性の制約を満たさない場合は、サブディスクは再配置されません。
スペアディスクまたはホットリロケーションの適用対象外のディスクを確認できます。
p.453 の 「スペアディスク情報の表示」 を参照してください。
ホットリロケーションの準備を整えるには、ディスクグループごとに 1 つ以上のディスクを
ホットリロケーションのスペアとして指定します。
p.453 の 「ホットリロケーションのスペアディスクの設定」 を参照してください。
必要に応じて、ホットリロケーションのスペアディスクの指定を解除できます。
p.454 の 「ホットリロケーションスペアディスクの設定解除」 を参照してください。
障害発生時に利用できるスペアがない場合またはスペアに十分な領域がない場合は、
障害が発生したディスクと同じディスクグループ内のディスクの空き領域が自動的に利用
されます。ただし、その領域がホットリロケーションの適用対象から除外されている場合は
この限りではありません。
p.455 の 「ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外」 を参照してください。
p.456 の 「ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を解除」 を参照してください。
再配置されたサブディスクの位置によっては、再配置後にサブディスクを別の場所に移
動することができます。
p.457 の 「ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設定」 を参照してください。
再配置が正常に実行されたら、障害が発生したディスクを削除し、交換します。
p.145 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。
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スペアディスク情報の表示
再配置に利用可能なスペアディスクに関する情報を表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg [-g diskgroup] spare

出力例を次に示します。
GROUP DISK
mydg mydg02

DEVICE
sdc

TAG
sdc

OFFSET
0

LENGTH
658007

FLAGS
s

この場合、mydg ディスクグループの mydg02 がスペアとして指定されている唯一のディス
クです。［長さ（LENGTH）］フィールドは、現在再配置に利用可能な mydg02 上のスペア領
域の量を示しています。
現在スペアとして指定されているディスクに関する情報を表示するには、次のコマンドも
使えます。
を使うと、ディスク情報が一覧表示され、スペアディスクが spare フラ
グ付きで表示されます。

■ vxdisk list

■ vxprint

を使うと、ディスク情報やその他の情報が一覧表示され、スペアディスクが

SPARE フラグ付きで表示されます。
■ vxdiskadm

メインメニューの list メニュー項目を使うと、スペアディスクが一覧表示

されます。

ホットリロケーションのスペアディスクの設定
ホットリロケーションは、I/O 障害に自動的に反応して冗長性のあるサブディスクを別の
ディスクに再配置する機能です。再配置に続いて、影響を受けた VxVM オブジェクトと
データが復元されます。ディスクグループ内にスぺアとして指定されたディスクがすでに
存在する場合、障害が発生したディスクのサブディスクはスペアディスクに再配置されま
す。スペアディスクが指定されていない場合は、ディスクグループ内の適切な空き領域が
利用されます。
ホットリロケーションのスペアディスクを指定するには、次のコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] set spare=on diskname

ここで、diskname にはディスクメディア名を指定します。
たとえば、ディスクグループ mydg の mydg01 をスペアとして指定するには、次のコマンド
を入力します。
# vxedit -g mydg set spare=on mydg01
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vxdisk list コマンドを使うと、このディスクがスペアに指定されたことを確認できます。
mydg01 は spare フラグ付きで表示されます。

これで、このディスクグループ内の VM ディスクはいずれも障害発生時にこのディスクを
スペアとして利用できるようになります。ディスクに障害が発生すると（可能な場合）ホット
リロケーションが自動的に実行されます。ユーザーには、電子メールで障害と再配置の情
報が通知されます。再配置が正常に終了したら、障害が発生したディスクを交換できま
す。
vxdiskadm を使ってホットリロケーションのスペアディスクを指定するには、次の手順を
実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューで［ホットスペアディスクを設定（Mark a disk as a spare
for a disk group）］を選択します。

2

次のプロンプトでディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

ディスクがスペアとして設定されると、次の注意メッセージが表示されます。
VxVM NOTICE V-5-2-219 Marking of mydg01 in mydg as a spare disk
is complete.

3

次のプロンプトで、他のディスクをスペアとして設定する（y）か、vxdiskadm メインメ
ニューに戻る（n）かを指定します。
Mark another disk as a spare? [y,n,q,?] (default: n)

これで、このディスクグループ内の VM ディスクはいずれも障害発生時にこのディス
クをスペアとして利用できるようになります。ディスクに障害が発生すると（可能な場
合）ホットリロケーションが自動的に実行されます。ユーザーには、電子メールで障
害と再配置の情報が通知されます。再配置が正常に終了したら、障害が発生した
ディスクを交換できます。

ホットリロケーションスペアディスクの設定解除
スペアとして指定されているディスク上の領域は、そのディスクグループ内の VxVM オブ
ジェクトの作成には使われません。必要に応じて、スペアディスクをホットリロケーションの
ディスクプールから削除して、一般の用途に解放できます。
ホットリロケーションプールからスペアを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set spare=off diskname

ここで、diskname にはディスクメディア名を指定します。
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たとえば、mydg01 をディスクグループ mydg で一般の用途に使えるように設定するには、
次のコマンドを使います。
# vxedit -g mydg set spare=off mydg01

vxdiskadm を使ってディスクをホットリロケーションプールから削除するには、次の手順
を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューで［ホットスペアディスクの設定を解除（Turn off the
spare flag on a disk）］を選択します。

2

次のプロンプトでスペアディスクのディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の確認メッセージが表示されます。
VxVM NOTICE V-5-2-143 Disk mydg01 in mydg no longer marked as
a spare disk.

3

次のプロンプトで、他のスペアディスクの設定を解除する（y）か、vxdiskadm メインメ
ニューに戻る（n）かを指定します。
Turn off spare flag on another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外
ディスクをホットリロケーションの適用対象から除外するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set nohotuse=on diskname

ここで、diskname にはディスクメディア名を指定します。
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vxdiskadm を使ってディスクをホットリロケーションへの適用対象から除外するには、次
の手順を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューで［ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外
（Exclude a disk from hot-relocation use）］を選択します。

2

次のプロンプトでディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の確認メッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-925 Excluding mydg01 in mydg from hotrelocation use is complete.

3

次のプロンプトで、他のディスクをホットリロケーションで利用可能な状態に設定する
（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る（n）かを指定します。
Exclude another disk from hot-relocation use? [y,n,q,?]
(default: n)

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を解
除
障害が発生したサブディスクを再配置するのに十分なスペア領域がない場合、ホットリロ
ケーションには空き領域が自動的に利用されます。ホットリロケーションに利用しない空き
ディスクを指定することによって、ホットリロケーションに利用できる空き領域を制限できま
す。ディスクがホットリロケーションの適用対象から除外されている場合は、必要に応じて
除外を解除してディスクをホットリロケーションのプールに追加できます。
ディスクをホットリロケーションで利用可能な状態に設定するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxedit [-g diskgroup] set nohotuse=off diskname
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vxdiskadm を使ってディスクをホットリロケーションが利用可能な状態にするには、次の
手順を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューで［ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を解
除（Make a disk available for hot-relocation use）］を選択します。

2

次のプロンプトでディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の確認メッセージが表示されます。
V-5-2-932 Making mydg01 in mydg available for hot-relocation
use is complete.

3

次のプロンプトで、他のディスクをホットリロケーションで利用可能な状態に設定する
（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る（n）かを指定します。
Make another disk available for hot-relocation use? [y,n,q,?]
(default: n)

ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設
定
VxVM がホットリロケーションでスペアディスクのみを利用するよう設定するには、次の行
をファイル /etc/default/vxassist に追加します。
spare=only

スペアとして設定されているディスクのストレージが十分でない場合、再配置は失敗しま
す。スペア以外のディスクの空き領域は利用されません。

再配置されたサブディスクの移動
ホットリロケーションが実行されると、サブディスクはスペアディスクやディスクグループ内
の利用可能な空き領域に再配置されます。新しい位置におけるサブディスクの処理効率
やデータレイアウトは、ホットリロケーションの実行前とは異なる場合があります。処理効率
向上のため、再配置されたサブディスクを（ホットリロケーション完了後に）移動することが
できます。
再配置されたサブディスクをスペアディスクから移動して、スペアディスクの領域を今後の
ホットリロケーションのために空けておくこともできます。また、ホットリロケーションの実行
前の設定を再作成するためにサブディスクを移動する場合もあります。
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ホットリロケーションの実行中に、root に送信される電子メールメッセージの一例を次に
示します。
To: root
Subject: Volume Manager failures on host teal
Attempting to relocate subdisk mydg02-03 from plex home-02.
Dev_offset 0 length 1164 dm_name mydg02 da_name sdh.
The available plex home-01 will be used to recover the data.

このメッセージには再配置前のサブディスクに関する情報が含まれており、これを使って
再配置後のサブディスクの移動先を特定することができます。
再配置されたサブディスクの新しい位置を示すメッセージの例は次のとおりです。
To: root
Subject: Attempting VxVM relocation on host teal
Volume home Subdisk mydg02-03 relocated to mydg05-01,
but not yet recovered.

再配置されたサブディスクを移動する前に、障害が発生したディスクを修理または交換し
てください。
p.145 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。
その後、次の項の説明に従って、再配置されたサブディスクをもとのディスク位置へ戻し
ます。
警告: サブディスクの移動処理中は、RAID 5 ボリュームの冗長性がなくなります。

vxdiskadm を使った再配置されたサブディスクの移動
障害のためにディスクを交換した後で、vxdiskadm コマンドを使ってホットリロケーション
されたサブディスクをもとのディスクに戻すことができます。
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vxdiskadm を使って再配置されたディスクを移動するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューで、［サブディスクの再配置処理を解除してもとのディス

クに配置（Unrelocate subdisks back to a disk）］を選択します。

2

このオプションを選択すると、最初にもとのディスクメディア名の入力を求めるプロン
プトが表示されます。
次のプロンプトで、ホットリロケーションされたサブディスクが属していたもとのディス
クメディアの名前を入力します。
Enter the original disk name [<disk>,list,q,?]

システム内にホットリロケーションされたサブディスクがない場合は、vxdiskadm に
よって［現在ホットリロケーションされたディスクはありません（Currently there are
no hot-relocated disks）］というメッセージが表示され、Enter キーを押すよう促
すプロンプトが表示されます。

3

次に、サブディスクをもとのディスク以外のディスクに移動するかどうかを確認するプ
ロンプトが表示されます。
Unrelocate to a new disk [y,n,q,?] (default: n)

4

サブディスクをもとのオフセット位置へ移動できない場合は、サブディスクの再配置
処理を解除した後、オフセットを問わず指定ディスクに強制的に配置することができ
ます
Use -f option to unrelocate the subdisks if moving to the exact
offset fails? [y,n,q,?] (default: n)

5

手順 4 で y を入力し、サブディスクの再配置処理の強制的な解除を選択した場合
は、次のプロンプトで y を入力するか、Enter キーを押して操作を確認します。
Requested operation is to move all the subdisks which were
hot-relocated from mydg10 back to mydg10 of disk group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

操作の最後にステータスメッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-954 Unrelocate to disk mydg10 is complete.

この手順の代わりに、vxassist コマンドまたは vxunreloc コマンドを直接使うこと
もできます。
p.460 の 「vxassist を使った再配置されたサブディスクの移動」 を参照してください。
p.460 の 「vxunreloc を使った再配置されたサブディスクの移動」 を参照してくださ
い。
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vxassist を使った再配置されたサブディスクの移動
vxassist コマンドを使って、サブディスクを移動したり再配置処理を解除することができ

ます。たとえば、ボリューム home に所属する mydg05 上に再配置されたサブディスクを
mydg02 に戻すには、次のコマンドを入力します。
# vxassist -g mydg move home ¥!mydg05 mydg02

ここで、!mydg05 はサブディスクの現在の位置、mydg02 はサブディスクの再配置先を指
定しています。
ボリュームが有効な場合、切断したプレックスまたは無効にしたプレックス内のサブディス
クおよび切断したログや RAID 5 サブディスクは、データリカバリされずに移動されます。
ボリュームが有効でない場合、STALE または OFFLINE 状態のプレックス内のサブディ
スクおよび STALE 状態のログまたは RAID 5 サブディスクは、修復処理が行われずに
移動されます。有効でないボリューム内に、移動が必要なサブディスクが他にも存在する
場合、再配置処理は失敗します。
有効なボリューム内の有効なプレックスの有効なサブディスクの場合、ボリュームの可用
性や冗長性を失うことなく、データが新しい位置に移動されます。

vxunreloc を使った再配置されたサブディスクの移動
VxVM のホットリロケーションによって、システムはサブディスクレベルで冗長性のある
VxVM オブジェクト上の I/O 障害に自動的に反応し、オブジェクトを再び使えるようにす
るために必要な処理を実行することができます。この機構によって、サブディスクの I/O
障害の検出、再配置およびそのサブディスクに関連付けられているプレックスのリカバリ
が実行されます。ディスクを交換した後、vxunreloc コマンドによってディスク障害発生
前のシステムの設定を復旧できます。vxunreloc を使うと、ホットリロケーションされたサ
ブディスクを障害のため交換されたディスク上に戻すことができます。
vxunreloc コマンドが呼び出されたら、ホットリロケーションされたサブディスクが属して

いたもとのディスクメディアの名前を指定する必要があります。vxunreloc コマンドでは、
サブディスクはもとのオフセットに移動されます。障害が発生したもとのディスクより小さい
ディスクに再配置しようとすると、vxunreloc コマンドは何も実行せず、エラーを返します。
vxunreloc コマンドには、最初に再配置されたディスクとは異なるディスクにサブディスク
を移動するオプションがあります。また、ディスクにすべてのサブディスクを収容できるだ
けの容量がある場合は、再配置処理を解除してサブディスクを別のオフセットに配置する
こともできます。
vxunreloc でサブディスクをもとのオフセットに戻せない場合は、指定ディスクの別のオ

フセットにサブディスクを移動する強制オプションを利用することができます。
vxunreloc（1M）マニュアルページを参照してください。
vxunreloc コマンドの使用例を次に示します。
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サブディスクの再配置処理を解除してもとのディスクに配置
mydg01 に障害が発生し、すべてのサブディスクが再配置されたとします。mydg01 を交

換した後、vxunreloc コマンドを使って、ホットリロケーションされたすべてのサブディス
クを mydg01 に戻すことができます。
# vxunreloc -g mydg mydg01

再配置処理されたサブディスクを別のディスクに移動
vxunreloc ユーティリティには、最初に再配置されたディスクとは異なるディスクにサブ

ディスクを移動する -n オプションがあります。
mydg01 に障害が発生し、そのすべてのサブディスクが他のディスクにホットリロケーショ

ンされたとします。vxunreloc コマンドには、最初に再配置されたディスクとは異なるディ
スクにサブディスクを配置するオプションがあります。修復されたディスクは、別の名前（た
とえば、mydg05）でディスクグループに戻されます。ホットリロケーションされたサブディス
クをすべて新しいディスクに配置するには、次のコマンドを使います。
# vxunreloc -g mydg -n mydg05 mydg01

新しいディスクには少なくとももとのディスクと同じ大きさのストレージが必要です。十分な
領域がない場合は、再配置解除処理は失敗し、サブディスクは移動されません。

再配置処理されたサブディスクを別のオフセットに強制配置
デフォルトでは、vxunreloc コマンドはホットリロケーションされたサブディスクをもとのオ
フセットに移動しようとします。ただし、他のサブディスクがすでに配置先ディスクの一部
または全部を占有している場合は、vxunreloc は失敗します。このような場合、次の 2
つの選択肢があります。
■

配置先ディスク上の既存のサブディスクを別の場所に移動し、vxunreloc コマンドを
再実行します。

■

サブディスクを新しいディスクに移動する際に vxunreloc コマンドによってディスク上
の空き領域があるオフセット値を検索するようにするには、vxunreloc コマンドの -f
オプションを使います。サブディスクを保存するディスクにすべてのサブディスクを収
容できるだけの容量がある場合は、ホットリロケーションが行われたサブディスクはす
べてもとのオフセットとは異なるオフセットに再配置解除されます。

mydg01 に障害が発生してサブディスクが再配置された場合に、ホットリロケーションが行

われたサブディスクを、すでに他のサブディスクがもとのオフセット上に存在する mydg05
に配置するとします。強制オプションを使うと、ホットリロケーションが行われたサブディス
クを mydg05 に配置することができます。ただし、オフセットは同じではありません。
# vxunreloc -g mydg -f -n mydg05 mydg01
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ディスクからホットリロケーションされたサブディスクの検証
複数のディスク障害のため、サブディスクが複数回にわたってホットリロケーションが行わ
れた場合も、再配置処理を解除してもとの位置に配置できます。たとえば、mydg01 に障
害が発生して mydg01-01 という名前のサブディスクが mydg02 に配置され、次に mydg02
に障害が発生した場合、ホットリロケーションされたサブディスクも含め、mydg02 上のす
べてのサブディスクが再度移動されます。mydg02 を交換し、mydg02 の vxunreloc コマ
ンドを実行しても、ホットリロケーションされたサブディスク mydg01-01 に対しては何も実
行されません。ただし、mydg01 を交換し、その後に vxunreloc コマンドを実行すると、
mydg01-01 は mydg01 に戻されます。
障害が発生したディスクを修復または交換した後、vxunreloc コマンドを使って、再配置
処理されたすべてのサブディスクをもとのディスク位置に戻すことができます。サブディス
クがホットリロケーションされると、もとのディスクメディア名とディスクへのオフセットが設定
データベースに保存されます。vxunreloc コマンドを使ってサブディスクをもとのディスク
または新しいディスクに配置すると、この情報は削除されます。もとのディスクメディア名と
もとのオフセットはサブディスクレコードに保存されます。mydg ディスクグループの mydg01
からホットリロケーションされたすべてのサブディスクを表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxprint -g mydg -se 'sd_orig_dmname="mydg01"'

vxunreloc のエラー後の再起動
vxunreloc コマンドは、サブディスクを次の 3 段階で移動します。

コマンドは、再配置を解除するサブディスクと同じ数のサブディスクを宛
先ディスクに作成します。文字列 UNRELOC が各サブディスクレコードの comment フィー
ルドに入力されます。
サブディスクはすべて作成されるかまったく作成されないかのどちらかです。vxunreloc
コマンドですべてのサブディスクを正常に作成できない場合は、サブディスクは 1 つ
も作成されず、vxunreloc コマンドは終了します。

■ vxunreloc

コマンドは、各サブディスクのデータを、それぞれに対応して宛先ディス
クに新しく作成されたサブディスクに移動します。

■ vxunreloc

■

すべてのサブディスクデータが正常に移動されると、vxunreloc コマンドは、現在
comment フィールドの設定が UNRELOC になっている宛先ディスクの各サブディスクに
ついて、comment フィールドを null 文字列に再設定します。

宛先ディスク上のサブディスクの comment フィールドは、この 3 段階の処理が完了する
まで、いずれも UNRELOC に設定されたままになります。実行が中断された場合、vxunreloc
コマンドは中断前に宛先ディスクに作成したサブディスクを再度使うことはできますが、宛
先ディスクに移動されたデータは使いません。
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サブディスクのデータの移動が失敗すると、vxunreloc コマンドはエラーメッセージを表
示して終了します。移動が失敗した原因を特定し、修正してから vxunreloc コマンドを
再実行します。
宛先ディスクに新しいサブディスクが作成された後、すべてのデータが移動される前にシ
ステムがダウンした場合は、システムの再ブート後に vxunreloc を再実行します。
警告: サブディスクレコードの comment フィールドの文字列 UNRELOC は変更しないでく
ださい。

ホットリロケーションの動作の変更
vxrelocd デーモンの処理の起動中、ホットリロケーションは有効になっています。障害

発生時にホットリロケーション機能を利用するには、通常、この機能を有効のままにしてお
いてください。ディスクの空き領域を再配置に使わない場合など、ホットリロケーションを
無効にする場合は、vxrelocd を呼び出す /etc/init.d/vxvm-recover 起動ファイル
を編集することで、システムの起動時に vxrelocd デーモンが起動されないようにできま
す。
vxrelocd デーモンの動作を次のように変更できます。

1

vxrelocd が起動されないようにするには、起動スクリプトファイルで vxrelocd を呼

び出すエントリをコメントアウトします。
# nohup vxrelocd root &

2

デフォルトでは、障害が検出され、再配置処理が実行されると、vxrelocd デーモン
によって root ユーザーに電子メールが送信されます。その他のユーザーにも通知
されるようにするには、次に示すように該当するユーザー名を追加します。
nohup vxrelocd root user1 user2 &

3

リカバリによるシステムのパフォーマンスの低下を緩和するには、次の例に示すよう
に、ボリュームの各領域のリカバリ間の遅延時間を長くするよう、vxrelocd デーモン
に指定します。
nohup vxrelocd -o slow[=IOdelay] root &

ここで、オプションの値 IOdelay は、任意の遅延時間（ミリ秒）を示します。遅延時間
のデフォルト値は 250 ミリ秒です。
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13
クラスタ機能の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

VxVM のクラスタ機能について

■

クラスタボリューム管理の概要

■

クラスタの初期化および設定

■

クラスタ環境での DRL

■

複数ホストのフェールオーバー設定

■

クラスタ環境での VxVM の管理

VxVM のクラスタ機能について
クラスタは、ひとまとまりのディスクを共有する多くのホストまたはノードで構成されます。ク
ラスタ設定の主な利点は、次のとおりです。
可用性

1 つのノードに障害が発生しても、他のノードは今までどおり共有ディスクに
アクセスできます。適切なソフトウェアを使って設定されている場合は、アプ
リケーションの実行をクラスタ内のスタンバイノードに移すことで、基幹アプリ
ケーションを連続稼動できます。冗長ハードウェアへの切り替えによって、
サービスを中断することなく提供し続けるこの機能は、一般にフェールオー
バーと呼ばれます。
フェールオーバーは、ユーザーおよび上位のデータベースやファイル共有
のアプリケーションに対して、透過的に機能します。Veritas Cluster Server
（VCS）などのクラスタ管理ソフトウェアを使ってシステムおよびサービスを監
視し、ハードウェア障害またはソフトウェア障害のいずれかが発生した場合
に他のノード上でアプリケーションが再起動されるように設定しておく必要が
あります。VCS では、ノードをクラスタに結合する、あるいはノードをクラスタ
から切断するといった一般的な管理操作も実行できます。
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オフホスト処理

クラスタでは、バックアップ、意思決定支援システムおよびレポート生成など
の処理を、負荷がより軽いノード上で実行することによって、システムリソー
スの競合を軽減できます。これにより、クラスタシステムへの投資に見合うビ
ジネス上の付加価値が実現します。

Veritas Volume Manager（CVM）のクラスタ機能を利用すると、クラスタ内にある最大
16 ノードから、VxVM の制御下にあるディスク群（VM ディスク）に同時にアクセスし、そ
れらを管理することができます。ディスク設定に対する同一の論理ビューおよびこれに対
するあらゆる変更が、すべてのノード上で利用可能です。クラスタ機能が有効にされてい
る場合は、クラスタ内のノードすべてで VxVM オブジェクトを共有できます。この章では、
VxVM で実行されるクラスタ機能を説明します。
メモ: この機能を使うには、追加ライセンスが必要です。
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）や、Veritas Cluster Server
（VCS）などの製品には個別のライセンスが必要で、Veritas Volume Manager には含ま
れていません。各製品の詳細については、製品に付属するマニュアルを参照してくださ
い。
VxVM の DMP（Dynamic Multipathing）機能はクラスタ環境で使えます。
p.162 の 「クラスタ環境における DMP」 を参照してください。
キャンパスクラスタ設定（ストレッチクラスタ設定またはリモートミラー設定とも呼ぶ）も、設
定と管理が行えます。
p.501 の 「サイトとリモートミラーについて」 を参照してください。

クラスタボリューム管理の概要
近年、密結合されたクラスタシステムが、企業規模の基幹データ処理領域において、一
般的になってきました。クラスタの主な利点は、ハードウェア障害に対する保護です。プ
ライマリノードに障害が発生したり使用不能になった場合、アプリケーションの実行をクラ
スタ内のスタンバイノードに移すことによって、アプリケーションの稼動を続行できます。冗
長ハードウェアへの切り替えによってサービスの可用性を継続的に維持するこの機能は、
一般にフェールオーバーと呼ばれます。
クラスタシステムのもう 1 つの主な利点は、バックアップ、意思決定支援システムおよびレ
ポート生成などの処理が引き起こすシステムリソースの競合を軽減する機能にあります。
このような処理を、サービスの要求に応答する負荷の重いノード上ではなく、クラスタ内の
負荷の軽いノード上で行うことによって、クラスタシステムへの投資からビジネスに付加価
値をもたらすことができます。一部の処理を負荷の軽いノード上で実行するこの機能は、
一般に負荷分散と呼ばれます。
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VxVM のクラスタ機能は、VCS またはホスト OS に装備されているクラスタモニタデーモ
ンと連携します。クラスタモニタが正しく設定されていれば、クラスタメンバーの変更は
VxVM に通知されます。VxVM の各ノードは独自に起動し、クラスタモニタと OS のコピー
およびクラスタ機能をサポートしている VxVM を、それぞれ独自に備えています。ある
ノードをクラスタに結合すると、そのノードは共有ディスクグループおよびボリュームにアク
セスできるようになります。ノードがクラスタから切断されると、そのノードは共有ディスクに
アクセスできなくなります。クラスタモニタをノード上で起動すると、そのノードはクラスタに
結合されます。
警告: VxVM のクラスタ機能は、VxVM との連携を意図して正しく設定されたクラスタモ
ニタと組み合わせて使う場合に限りサポートされます。
図 13-1 は、類似または同一のハードウェア特性（CPU、RAM およびホストアダプタ）を
持ち、同一のソフトウェア（OS を含む）で設定されたノード構成の単純なクラスタを示して
います。
図 13-1

4 ノードクラスタの例

冗長性のあるプライベートネットワーク
ノード 0
（マスター）

ノード 1
（スレーブ）

ノード 2
（スレーブ）

ノード 3
（スレーブ）

冗長性のある
SCSI またはフ
ァイバーチャネ
ルの接続
クラスタ共有ディスク
クラスタ共有ディス
クグループ
ノード 0 がマスターノードに設定されていて、ノード 1、2 および 3 はスレーブノードとして
設定されています。ノードはプライベートネットワークによって完全に接続され、また、共
有する外部ストレージ（ディスクアレイまたは JBOD（just a bunch of disk）のいずれか）
に、SCSI またはファイバーチャネルを介してそれぞれ接続されています。
この例では、各ノードはディスクへの独立したパスを 2 つ持っています。これらは、1 つ以
上のクラスタ共有ディスクグループ内に設定されます。パスが複数あると、一方のパスに
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障害が発生した場合でも可用性を維持することができます。ただし、これはクラスタ設定
の必要条件ではありません。ディスクを接続するパスは 1 つでもかまいません。
プライベートネットワークでは、ノードはシステムリソースに関する情報および他のノードの
状態に関する情報を共有することができます。プライベートネットワークを使うと、どのノー
ドも、現在アクティブな他のノード、クラスタに結合されたノードやクラスタから切断された
ノードおよび障害の発生したノードを認識することができます。通信チャネルの 1 つに障
害が発生した場合に備え、プライベートネットワークには少なくとも 2 つの通信チャネルを
用意する必要があります。通信チャネルが 1 つのみの場合、その通信チャネルの障害を
ノード障害と区別できない可能性があります - この状態は、ネットワーク分割と呼ばれま
す。
クラスタモニタにとっては、すべてのノードが同等です。共有ディスクグループ内に設定さ
れた VxVM オブジェクトは、潜在的に、クラスタに結合されているすべてのノードからア
クセスされる可能性があります。ただし、VxVM のクラスタ機能では、ノードの 1 つがマス
ターノードとして機能し、クラスタ内の他のノードすべてがスレーブノードとして機能するこ
とが要求されます。どのノードもマスターノードになる可能性があり、マスターノードは
VxVM の特定のアクティビティを調整する役割を果たします。
VxVM オブジェクトを設定または再設定するコマンドは、マスターノード上で実行する必
要があります。たとえば、マスターノードから開始する必要がある操作には、共有ディスク
グループの設定、ボリュームの作成と再設定およびスナップショットがあります。
VxVM は、クラスタに最初に結合されるノードがマスターノードとして機能する仕様です。
マスターノードがクラスタから切断されると、スレーブノードの 1 つが新しいマスターとして
選択されます。

専用ディスクグループおよび共有ディスクグループ
ディスクグループには、次のタイプが定義されます。
専用ディスクグルー 1 つのノードのみに所属します。専用ディスクグループのインポートは、1 つ
プ
のシステムでのみ行われます。専用ディスクグループ内のディスクには、物
理的には 1 つ以上のシステムからアクセスできますが、アクセスするシステ
ムは 1 つに制限されます。
ブートディスクグループ（通常、bootdg という予約済みディスクグループ名
がエイリアスとして設定される）は常に、専用ディスクグループです。
共有ディスクグルー すべてのノードで共有できます。共有（または、クラスタ共有）ディスクグルー
プ
プは、すべてのクラスタノードにインポートされます。共有ディスクグループ
内のディスクは、クラスタに結合され得るすべてのシステムから、物理的にア
クセスできる必要があります。

クラスタでは、大多数のディスクグループが共有されます。共有ディスクグループ内のディ
スクにはクラスタ内のすべてのノードからアクセスでき、複数のクラスタノード上のアプリ
ケーションが同じディスクに同時にアクセスすることも可能です。共有ディスクグループ内
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のボリュームには、ライセンスおよびディスクグループアクティベーションモードによる制約
の範囲内で、クラスタ内の複数のノードから同時にアクセスできます。
vxdg コマンドを使って、ディスクグループをクラスタ共有に設定することができます。

p.493 の 「共有ディスクグループのインポート」 を参照してください。
ディスクグループを 1 つのノードに対してクラスタ共有としてインポートすると、各ディスク
ヘッダーにはクラスタ ID が設定されます。各ノードを順次クラスタに結合していくと、ノー
ドはディスクグループをクラスタ共有であると認識しインポートします。システム管理者は、
共有ディスクのインポートまたはデポートを随時実行できます。この操作は、すべてのノー
ドに対して分散方式で実行されます。
各物理ディスクには、一意のディスク ID が設定されます。マスターノード上で VxVM の
クラスタ機能を起動すると、マスターノードはすべての共有ディスクグループを
（noautoimport 属性セットが設定されているものを除き）インポートします。スレーブノー
ドがクラスタへの結合を試みると、マスターノードはインポートされているディスク ID の一
覧をスレーブノードに送信し、スレーブノードはそのすべてにアクセスできるかをチェック
します。スレーブノードからアクセスできないディスクがある場合には、クラスタへの結合は
中断されます。一覧内のディスクすべてにアクセスできる場合には、スレーブノードはマ
スターノードと同じ共有ディスクグループをインポートしてクラスタに結合します。ノードが
クラスタから切断されると、そのノードにインポートされていた共有ディスクグループはす
べてデポートされますが、それらの共有ディスクグループは残りのノードからはデポートさ
れません。
共有ディスクグループの再設定は、すべてのノードで協調して実行されます。ディスクグ
ループの設定の変更は、すべてのノード上で同時に実行され、各ノード上の変更は同一
になります。これらの変更には原子的な性質があります。これは、この変更がすべてのノー
ド上で同時に発生するか、あるいはまったく発生しないかのどちらかであることを意味しま
す。
クラスタのすべてのメンバーがクラスタ共有ディスクグループへの読み書きアクセスを実
行できるかどうかは、クラスタ共有ディスクグループのアクティベーションモードの設定に
より異なります。
p.470 の 「共有ディスクグループのアクティベーションモード」 を参照してください。
クラスタ内の少なくとも 1 つのノードがアクティブ状態であれば、クラスタ共有ディスクグ
ループ内に格納されているデータは利用可能です。あるクラスタノードの障害は、残って
いるアクティブなノードのアクセスに影響を与えることはありません。どのノードからアクセ
スしても、クラスタ共有ディスクグループの設定は同一に見えます。
警告: 各ノード上で稼動しているアプリケーションは、同時に、VM ディスク上のデータに
アクセスできます。VxVM は、複数のノードによる共有ボリュームへの同時書き込みに対
する保護を行いません。アプリケーション側で（たとえば Veritas Cluster File System ま
たは分散ロックマネージャを使って）整合性を管理することが前提となっています。
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共有ディスクグループのアクティベーションモード
共有ディスクグループのアクティベーションは、ノード上のアプリケーションからの I/O に、
このディスクグループへのアクセスを許可するため、そのノード上で実行する必要があり
ます。アプリケーションがボリュームに対して読み取りや書き込みができるかどうかは、共
有ディスクグループのアクティベーションモードで指定されます。共有ディスクグループの
有効なアクティベーションモードには、排他書き込み（exclusivewrite: ew）、読み取り専
用（readonly: ro）、共有読み取り（sharedread: sr）、共有書き込み（sharedwrite:
sw）、非活性（off）があります。
共有ディスクグループのデフォルトのアクティベーションモードは、共有書き込み
（shared-write: sw）です。
HA（high availability; 高可用性）アプリケーションおよびオフホストバックアップなどのク
ラスタの特殊な用途では、ディスクグループのアクティベーションを使って、クラスタ内の
個別のノードからのボリュームアクセスを明示的に制御できます。
表 13-1 では、アクティベーションモードを説明しています。
表 13-1

共有ディスクグループのアクティベーションモード

アクティベーション 説明
モード
排他書き込み
ノードには、ディスクグループへの排他書き込みアクセス権があります。他の
（exclusivewrite: ノードで、ディスクグループを書き込みアクセス用としてアクティベーションす
ることはできません。
ew）
読み取り専用
ノードには、ディスクグループへの読み取りアクセス権があり、クラスタ内の他
（readonly: ro） のすべてのノードに対して書き込みアクセスを禁止します。ノードには、ディ
スクグループへの書き込みアクセス権がありません。他のノード上で、いず
れかの書き込みモードでディスクグループをアクティベーションしようとする
と、失敗します。
共有読み取り
（sharedread:
sr）

ノードには、ディスクグループへの共有読み取りアクセス権があります。この
ノードにはディスクグループに対する書き込みアクセス権がありませんが、他
のノードは書き込みアクセス権を取得できます。

共有書き込み
（sharedwrite:
sw）

ノードには、ディスクグループへの共有書き込みアクセス権があります。

非活性（off）

ノードには、ディスクグループへの読み取りアクセス権も書き込みアクセス権
もありません。ディスクグループ上でのクエリー操作は、許可されています。

表 13-2 に、共有ディスクグループのアクティベーションモードの対応関係の概略を示し
ます。
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表 13-2
クラスタ内でアク
ティベーションされ
るディスクグルー
プ

アクティベーションモードの対応関係
他のノード上で
ディスクグルー
プをアクティ
ベーションする
試み
排他書き込み

読み取り専用

共有読み取り

共有書き込み

排他書き込み

失敗

失敗

成功

失敗

読み取り専用

失敗

成功

成功

失敗

共有読み取り

成功

成功

成功

成功

共有書き込み

失敗

失敗

成功

成功

アクティベーションモードをユーザーが管理できるようにするには、次の行を含むデフォ
ルトファイル /etc/default/vxdg を作成してください。
enable_activation=true
default_activation_mode=activation-mode
activation-mode は、排他書き込み（exclusivewrite: ew）、読み取り専用（readonly:
ro）、共有読み取り（sharedread: sr）、共有書き込み（sharedwrite: sw）、または非活性
（off）のいずれかです。

共有ディスクグループが作成またはインポートされると、指定したモードにアクティベーショ
ンされます。ノードがクラスタに結合されると、そのノードからアクセス可能なすべての共
有ディスクグループが指定したモードでアクティベーションされます。
ディスクグループのアクティベーションモードは、クラスタ内の各ノードからのボリューム
I/O を制御します。クラスタ内の別のノードでアクティベーションされているディスクグルー
プを、競合するモードでアクティベーションすることはできません。デフォルトファイルを
使ってアクティベーションを有効にする際は、デフォルトファイルをクラスタ内のすべての
ノード上で同一にすることをお勧めします。各ノードにおいてデフォルト値が異なると、ア
クティベーションの結果が予測不能になります。
vxconfigd デーモンがすでに稼動している状態でデフォルトファイルを編集した場合、

デフォルトファイル内の変更を有効にするには、vxconfigd のプロセスを再起動する必
要があります。
デフォルトのアクティベーションモードが off 以外のディスクグループに対して、クラスタ
内の別のノードが競合するモードでディスクグループをアクティベーションすると、クラスタ
の結合、またはディスクグループの作成やインポートに続いて行われるアクティベーショ
ンの適用時に失敗します。
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共有ディスクグループのアクティベーションモードを表示するには、vxdg list diskgroup
コマンドを使います。
p.491 の 「共有ディスクグループの一覧表示」 を参照してください。
また、vxdg コマンドを使って、共有ディスクグループ上のアクティベーションモードを変更
することもできます。
p.495 の 「共有ディスクグループ上のアクティベーションモードの変更」 を参照してくださ
い。
クラスタ内の単一ノードによってのみ開くことができるようにボリュームを設定することも可
能です。
p.496 の 「排他的起動権限を持つボリュームの作成」 を参照してください。
p.497 の 「ボリュームへの排他的起動権限の設定」 を参照してください。

共有ディスクグループの接続ポリシー
共有ディスクグループ内のボリュームには、クラスタ内の各ノードから同時に読み書きアク
セスを行うことができます。共有ディスクグループはマスターノードにのみ作成できます。
その利点と意義は次のとおりです。
■

クラスタ内の各ノードで認識される設定情報が完全に同一になります。

■

設定情報を変更できるのはマスターノードのみです。

■

マスターノード上の変更は自動的に調整され、クラスタ内のスレーブノードに伝播され
ます。

■

設定情報の変更を必要とする障害は、正しく解決できるようにすべてマスターノード
に送信する必要があります。

■

マスターノードで障害が解決されると、すべてのスレーブノードが正しく更新されます。
これにより、各ノードで認識される設定情報が必ず同一になります。

この設計の実際上の意義は、いずれかのノードで I/O 障害が発生した場合にすべての
ノードの設定情報が変更される点にあります。これを、グローバル切断ポリシー（global
detach policy）と呼びます。ただし、すべてのノードをこのように I/O 障害に反応させるこ
とが望ましくないケースも考えられます。このような I/O 障害に対応するために、ローカル
ディスク切断ポリシー（local disk detach policy）と呼ばれる別の方法が導入されました。
ローカル切断ポリシー（local detach policy）は、クラスタ内の共有ミラーボリュームでの
使用を想定したポリシーです。このポリシーを使うと、1 つのスレーブノードの I/O エラー
が原因でプレックスが切断されるのを防ぐことができ、プレックスの再接続時に必要にな
る同期処理の手間を省くことができます。ローカル切断ポリシー（local detach policy）
は、バージョン 70 以上のディスクグループで使えます。
サイズの小さいミラーボリューム、ミラー化されていないボリューム、ハードウェアミラーを
使うボリュームまたは専用ディスクグループ内のボリュームの場合は、ローカル切断ポリ
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シー（local detach policy）を設定してもメリットはありません。通常は、グローバル切断ポ
リシー（global detach policy）を使うことをお勧めします。
マスターノードが、ディスクグループ内の設定データベースおよびログのすべてのコピー
へのアクセスを失った場合、切断ポリシーは有効に機能しません。その場合、4.1 より前
のリリースでは、マスターノードによりディスクグループが無効にされます。リリース 4.1 か
らディスクグループ障害ポリシー（disk group failure policy）が導入され、重要なディス
クグループに対して、この動作を変更できるようになっています。このポリシーは、バージョ
ン 120 以上のディスクグループでのみ使えます。
p.473 の 「グローバル切断ポリシー」 を参照してください。
p.473 の 「ローカル切断ポリシー」 を参照してください。
p.474 の 「ディスクグループ障害ポリシー」 を参照してください。
p.475 の 「切断ポリシーと障害ポリシーの選択に関するガイドライン」 を参照してください。

グローバル切断ポリシー
警告: DMP を使ってアクティブ/パッシブアレイのマルチパス化を管理する場合は、グロー
バル切断ポリシー（global detach policy）を選択する必要があります。これにより、各ノー
ドで使うアクティブパスが正しく調整されます。
グローバルディスク切断ポリシー（global detach policy）は従来のポリシーであり、クラス
タを設定するすべてのノードにデフォルトで適用されます。スレーブノードで読み取りまた
は書き込みの I/O エラーが発生すると、障害を修復するための通常の I/O リカバリ操作
がマスターノードによって実行され、該当するプレックスはクラスタ全体から切断されます。
ノードはすべてクラスタ内にとどまり、I/O は引き続き実行されますが、ミラーの冗長性は
低くなります。冗長性を復元するには、I/O エラーの原因となった問題を修正した後に、
切断されたミラーのリカバリを実行する必要があります。

ローカル切断ポリシー
警告: Veritas Volume Manager のクラスタ機能を監視する VCS エージェント（Veritas
Storage Foundation™ for Cluster File System HA および各データベース版 Veritas
Storage Foundation の HA バージョンに付属）を使う場合、ローカル切断ポリシー（local
detach policy）は使わないでください。これらのエージェントでは、ローカルな障害は VCS
に通知されません。
ローカル切断ポリシー（local detach policy）は、ボリュームにアクセスできるノードの数よ
りもボリュームの冗長性が重要となる大規模なクラスタのフェールオーバーアプリケーショ
ンをサポートするポリシーです。いずれかのスレーブノードで書き込みエラーが発生する
と、マスターノードはエラーを修復する通常の I/O リカバリ操作を実行するだけでなく、す
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べてのノードにアクセスして、そのディスクを引き続き使えるかどうかを確認します。書き込
みエラーがすべてのノードで認識されていない場合は、最初にエラーを認識したノード
に対する I/O が停止され、該当するボリュームを使っているアプリケーションにもエラーが
通知されます。
必要な場合は、クラスタ管理ソフトウェアの設定によりアプリケーションを別のノードに移動
したり、エラーを認識したノードをクラスタから削除することができます。ボリュームは、い
ずれかのミラーにエラーがある限り書き込みエラーを返し続け、使える正常なプレックス
がある限り読み取り要求を受け入れます。
I/O エラーの原因が解消された時点でノードがクラスタに属したままであれば、そのノー
ドでは、データの冗長性に影響を及ぼすことなくボリュームに対する I/O の実行を再開す
ることができます。
vxdg コマンドを使って共有ディスクグループ上にディスク切断ポリシーを設定できます。

p.496 の 「共有ディスクグループのディスク切断ポリシーの設定」 を参照してください。
表 13-3 では、I/O エラーのあったクラスタがミラー化ボリュームのディスクに与える影響を
まとめています。
表 13-3

ミラーボリュームの I/O エラー発生時のディスク切断ポリシー別のク
ラスタの動作

I/O エラーのタイ
プ

ローカル（diskdetpolicy=local） グローバル
（diskdetpolicy=global）

単一ノードの 1 つの
ボリューム内の 1 つ
のディスクへのパス
の障害

影響を受けるノードに利用可能なプ
レックスが残っていない場合のみ、読
み取りに失敗します。ボリュームへの
書き込みに失敗します。

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

単一ノードの 1 つの 影響を受けるすべてのノードで I/O
ボリュームのすべて エラーが発生します。
のディスクへのパス
の障害

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

全ノードの 1 つのボ
リュームの 1 つまた
は複数のディスクの
障害

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

ディスクグループ障害ポリシー
マスターノードが、ディスクグループ内の設定データベースおよびログのコピーを含むす
べてのディスクへのアクセスを失った場合、ローカル切断ポリシー（local detach policy）
だけでは必要な動作を決定するのに不十分です。この場合、ディスクグループが無効に
されます。その結果、クラスタ内の他のノードもボリュームへのアクセスを失います。リリー
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ス 4.1 では、ディスクグループ障害ポリシー（disk group failure policy）が導入され、上
記のような場合のマスターノードの動作を決定できます。
表 13-4 に、障害ポリシーの設定によってマスターノードの動作がどのように変化するの
かを示します。
表 13-4
I/O エラーのタイ
プ

障害ポリシーに応じたマスターノードの動作
切断（dgfailpolicy=leave）

無効化
（dgfailpolicy=dgdisable）

マスターノードがログ マスターノードのパニックが発生し、 マスターノードはディスクグループを
のすべてのコピーへ カーネルによるトランザクションのエ 無効にします。
のアクセスを失う
ラーに対しては［カーネルログの更新
に失敗しました（klog update
failed）］というメッセージが表示され、
ユーザーによるトランザクションのエ
ラーに対しては［cvm config の更新
に失敗しました（cvm config update
failed）］というメッセージが表示され
ます。

ディスクグループ障害ポリシーによるマスターノードの動作は、ディスク切断ポリシーの設
定とは独立しています。ディスクグループ障害ポリシーが leave に設定されているときに、
ログのコピーにアクセスできるノードがなくなるというまれな現象が発生した場合は、すべ
てのノードでパニックが発生します。
vxdg コマンドを使って共有ディスクグループ上に障害ポリシーを設定できます。

p.496 の 「共有ディスクグループのディスクグループ障害ポリシーの設定」 を参照してくだ
さい。

切断ポリシーと障害ポリシーの選択に関するガイドライン
通常は、グローバル切断ポリシー（global detach policy）を使うことをお勧めします。これ
が特に重要になるのは、次の条件に該当する場合です。
■

Veritas Volume Manager のクラスタ機能を監視する VCS エージェント（Veritas
Storage Foundation™ for Cluster File System HA および各データベース版 Veritas
Storage Foundation の HA バージョンに付属）を使う場合。これらのエージェントで
は、ローカルな障害は VCS に通知されません。

■

アレイが DMP でアクティブ/パッシブと認識されている場合。アクティブ/パッシブアレ
イにローカル切断ポリシー（local detach policy）を適用すると、予期しない動作が発
生します。
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■

ノード数が 4 以下のクラスタ。クラスタ内のノード数が少ない場合は、すべてのノード
で引き続きアクティブにボリュームを使えるようにしてアプリケーションの稼動を維持す
るほうが適しています。

■

ミラー化されていないボリューム、サイズの小さいミラーボリュームまたはハードウェア
ミラーボリュームが設定されている場合。ローカル切断ポリシー（local detach policy）
を適用した場合に別途必要になるメッセージ処理の分だけシステムオーバーヘッドを
減らすことができます。

ローカル切断ポリシー（local detach policy）が適するケースとしては、次のような場合が
考えられます。
■

サイズの大きいミラーボリュームが設定されている場合。再接続されたプレックスの再
同期により、システムの処理効率が低下することがあります。ローカル切断ポリシー
（local detach policy）を使った場合には、プレックスを切断する必要が生じることは
ありませんDRL（dirty region logging）機能を使って、再同期に必要な処理量を減
らす方法もあります）。

■

ノード数が 4 を超えるクラスタ。クラスタ内のノード数が多い場合は、特定のノード上
でアプリケーションの稼動を維持することの重要性が比較的低くなります。クラスタ管
理ソフトウェアの設定により、ボリュームへのアクセスが可能なノードにアプリケーショ
ンを移動できる可能性があります。また、負荷分散により、I/O の問題が発生したボ
リューム以外のボリュームにアプリケーションを移動できる可能性もあります。この場合
はデータ冗長性が保持され、該当するディスク上のボリュームに対して他のノードか
ら引き続き I/O を実行することができます。

マスターノードがログのコピーへのアクセスを失ったときも無効にしたくない重要なディス
クグループがある場合は、ディスクグループ障害ポリシーを leave に設定します。これに
より、マスターノードによってディスクグループが無効にされ、I/O 障害が発生することが
なくなります。しかし、マスターノード上で実行されている重要なアプリケーションが他の共
有ディスクグループへのアクセスを失うと、これらのアプリケーションに障害が発生します。
このような場合、ポリシーを dgdisable に設定し、ディスクグループを無効にできるように
することをお勧めします。
切断ポリシーと障害ポリシーのデフォルト設定は、それぞれ、global と dgdisable で
す。1 つの共有ディスクグループ上の切断ポリシーと障害ポリシーは、次の例に示すよう
に、vxdg コマンドを使って、一度に変更することもできます。
# vxdg -g diskgroup set diskdetpolicy=local dgfailpolicy=leave

ディスクの接続性がクラスタの再設定に与える影響
新しいマスターノードを選択する際、切断ポリシー、過去の I/O エラー、およびディスクへ
のアクセスは考慮されません。マスターノードがクラスタから切断された時点で、次にマス
ターになるノードはすでに 1 つ以上のディスクの I/O エラーを認識している可能性があり
ます。ローカル切断ポリシー（local detach policy）を使っていて、あるノードが再構成前
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にエラーの影響を受けている場合、このノードがマスターになると、そのエラーの扱いは
グローバル切断ポリシーの場合とは異なります。
p.472 の 「共有ディスクグループの接続ポリシー」 を参照してください。
一部のエラーシナリオでは、呼び出されているディスクグループの障害ポリシーのとおり
にならずに、クラスタに潜在的に影響を与える可能性があります。たとえば、ローカルディ
スク切断ポリシーが有効で、新しいマスターノードに障害の発生しているプレックスが存
在する場合、新しいマスターはポリシーの影響を受けないため、すべてのノードでプレッ
クスが切断されます。
ローカル切断ポリシー（local detach policy）を使っている場合でも、クラスタに結合する
ノードは共有ディスクグループ内のすべてのディスクにアクセスできなければならないと
いう必要条件は変わりません。この必要条件を満たさない限り、I/O エラーが原因でクラ
スタから削除されたノードをクラスタに再結合することもできません。

共有ディスクグループの制限
raw デバイスのみが、VxVM のクラスタ機能を介してアクセス可能です。Veritas Cluster
File System などの適切なソフトウェアがインストールされ設定されている場合を除き、共
有ボリューム内のファイルシステムへの共有アクセスはサポートされていません。
メモ: ブートディスクグループ（通常、bootdg というエイリアスが設定される）を、クラスタ共
有にすることはできません。ブートディスクグループは専用ディスクグループである必要
があります。
VxVM のクラスタ機能は、RAID 5 ボリューム、またはクラスタ共有ディスクグループに対
するタスクの監視をサポートしていません。ただし、これらの機能は、クラスタの特定のノー
ドに接続されている専用ディスクグループに対しては使えます。
RAID 5 ボリュームが存在する専用ディスクグループを共有にする場合は、まず、その
RAID 5 ボリュームを共有ディスクグループでサポートされるボリュームタイプ
（stripe-mirror や mirror-stripe など）に再レイアウトする必要があります。共有ボ
リュームのオンライン再レイアウトは、RAID 5 ボリュームが関係しない場合に限りサポート
されます。
共有ディスクグループに RAID 5 ボリュームが含まれている場合は、そのディスクグルー
プをデポートし、いずれかのクラスタノードに専用ディスクグループとして再インポートしま
す。共有ディスクグループに対してサポートされているレイアウトにボリュームを再構成し、
いったんデポートした後、共有ディスクグループとして再インポートします。

クラスタの初期化および設定
新しいクラスタにノードを結合するには、クラスタモニタの設定時に適切な設定情報を指
定しておく必要があります。この情報は、通常、ある形式でクラスタモニタ設定データベー
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スに保存されます。この情報の正確な内容および形式は、クラスタモニタの特性により異
なります。VxVM に必要となる情報は、次のとおりです。
■

クラスタ ID

■

ノード ID

■

ノードのネットワークアドレス

■

ポート番号

ノードをクラスタに結合すると、ノードの起動時に、この情報が自動的にそのノード上の
VxVM にロードされます。
メモ: VxVM のクラスタ機能を効果的に使うには、クラスタモニタ（VCS 内の GAB（Group
Membership and Atomic Broadcast）によって提供される機能など）を設定する必要が
あります。VCS 環境については、vxcvmconfig コマンドを任意のノード上で使って、VxVM
のクラスタ機能を使うよう設定します。vxcvmconfig コマンドは、Veritas Volume Manager
には装備されていません。
クラスタモニタの起動手順はノードの初期化を行い、ノード上の各種のクラスタコンポーネ
ント（クラスタをサポートする VxVM、クラスタモニタおよび分散ロックマネージャなど）を起
動します。クラスタモニタの起動手順が完了すると、アプリケーションを起動できるようにな
ります。クラスタモニタの起動手順は、クラスタに結合する各ノードで呼び出す必要があり
ます。
クラスタ環境では、VxVM の初期化時にクラスタ設定情報がロードされ、クラスタにノード
が結合されます。最初に結合されたノードがマスターノードになり、後のノードは（スレー
ブとして）マスターノードに結合されます。2 つのノードが同時に結合された場合は、VxVM
がマスターノードを決定します。結合が完了したノードには、共有ディスクグループおよび
ボリュームへのアクセス権が与えられます。

クラスタの再設定
ノードの切断や結合が発生すると、クラスタの再設定が実行されます。各ノードのクラスタ
モニタは、継続的に、他のクラスタノードを監視します。クラスタのメンバーシップに変更
があると、クラスタモニタが VxVM に通知して、変更に対する適切な処理が実行されま
す。
クラスタの再設定の間、VxVM は共有ディスクへの I/O を中断します。再構成が完了す
ると、I/O が再開されます。再構成中、アプリケーションが短時間停止しているように見え
ることがあります。
VxVM 操作またはリカバリなどの他の操作が進行中の場合は、それらの操作が完了する
まで、クラスタの再設定が遅延することがあります。ボリュームの再設定は、クラスタの再設
定と同時に実行されることはありません。環境によっては、一方の操作が保留され、後で
再開されることがあります。多くの場合、クラスタの再設定が優先されます。ただし、ボリュー

第 13 章 クラスタ機能の管理
クラスタの初期化および設定

ムの再設定が（2PC の）コミットフェーズにある場合は、ボリュームの再設定が先に完了し
ます。
p.481 の 「ボリュームの再設定」 を参照してください。
p.479 の 「vxclustadm ユーティリティ」 を参照してください。

vxclustadm ユーティリティ
vxclustadm コマンドは、VCS をクラスタモニタとして使っている場合に、VxVM のクラス

タ機能へのインターフェースを提供します。また、クラスタの起動時および停止時に呼び
出されます。クラスタモニタが存在しない場合、vxclustadm はクラスタ内の任意のノード
で VxVM のクラスタ機能を起動または停止する役割も担います。
vxclustadm の startnode キーワードは、クラスタ設定情報を VxVM カーネルに渡す

ことによって、クラスタノード上のクラスタ機能を起動します。このコマンドを受信すると、
カーネルおよび VxVM 設定デーモン vxconfigd は初期化を実行します。
stopnode キーワードを指定すると、ノード上のクラスタ機能が停止します。未処理の I/O

がすべて完了し、すべてのアプリケーションが共有ボリュームの使用を停止するまで待機
します。
abortnode キーワードを指定すると、ノード上のクラスタ処理が終了します。未処理の

I/O の完了およびアプリケーションによる共有ボリュームの停止は待機されません。
reinit キーワードを指定すると、クラスタを停止することなく、クラスタへのノードの追加

や、クラスタからのノードの削除を行うことができます。このコマンドを実行する前に、クラ
スタ内でサポートされているノードに関する最新情報でクラスタ設定ファイルを更新してお
く必要があります。
nidmapキーワードを指定すると、VxVM のクラスタサポートサブシステムのノード ID とク

ラスタモニタのノード ID の対応関係を示す表が出力されます。また、クラスタ内のノード
の状態も出力されます。
nodestate キーワードを指定すると、次の例に示すように、クラスタノードの状態と最後

の中止の原因が表示されます。
# /etc/vx/bin/vxclustadm nodestate
state: out of cluster
reason: user initiated stop

表 13-5 に、考えられるノード中止の理由を一覧表示します。
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表 13-5

ノードの中止メッセージ

原因

説明

スレーブノード上にディスクがありません
（cannot find disk on slave
node）

スレーブノード上にディスクがないか、ディスクが不良
です。

設定データを取得できません（cannot
obtain configuration data）

ディスク障害などのエラーのため、ノードが設定デー
タを読み取れません。

クラスタデバイスの起動に失敗しました
（cluster device open failed）

クラスタデバイスの起動に失敗しました。

ライセンスがマスターノードのライセンスと クラスタライセンスがマスターノードのライセンスと一致
一致しません（clustering license しません。
mismatch with master node）
クラスタライセンスがありません
（clustering license not
available）

クラスタライセンスが見つかりませんでした。

接続がマスターによって拒否されました
ノードの結合がマスターノードによって拒否されまし
（connection refused by master） た。
ディスクは別のクラスタが使用中です
（disk in use by another
cluster）

ディスクは、ノードを結合しようとしているクラスタ以外
のクラスタに属しています。

再設定中のため結合がタイムアウトしまし クラスタ内で再構成が実行されているため、ノードの
結合がタイムアウトしました。
た（join timed out during
reconfiguration）
カーネルログの更新に失敗しました（klog ノードの結合中にカーネルログのコピーを更新するこ
とはできません。
update failed）
結合中にマスターが中止されました
（master aborted during join）

ノードをクラスタに結合しているときにマスターノードが
中止されました。

マイナー番号が競合しています（minor
number conflict）

インポートしようとしている共有ディスクグループと専用
ディスクグループの間で、マイナー番号が競合してい
ます。

プロトコルのバージョンが不正です
（protocol version out of
range）

クラスタプロトコルのバージョンが一致しない、または
未サポートのバージョンです。

修復しています（recovery in
progress）

ノードによって起動されたボリュームの修復が完了し
ていません。
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原因

説明

役割の移行に失敗しました（transition ノードのマスターへの昇格に失敗しました。
to role failed）
ユーザーによる中止（user initiated クラスタモニタによって開始された中止のため、ノード
がクラスタから切断されました。
abort）
ユーザーによる停止（user initiated ユーザーまたはクラスタモニタによって停止されたた
め、ノードがクラスタから切断されました。
stop）
vxconfigd が有効になっていません
（vxconfigd is not enabled）

VxVM 設定デーモンが有効になっていません。

vxclustadm（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの再設定
ボリュームの再設定は、ディスクグループ、ボリューム、プレックスなどの VxVM オブジェ
クトを作成、変更または削除するトランザクションです。クラスタ内では、すべてのノードが
協調してこれらの操作を実行します。vxconfigd デーモンは、ボリュームの再設定にお
いて積極的な役割を果たします。再設定を成功させるには、vxconfigd デーモンが各
ノード上で動作している必要があります。
p.482 の 「vxconfigd デーモン」 を参照してください。
ボリュームの再設定のトランザクションは、マスターノード上で VxVM ユーティリティを実
行することによって開始されます。このユーティリティは、マスターノード上のローカルな
vxconfigd デーモンにコンタクトします。このデーモンは、要求された変更を検証します。
たとえば、既存のディスクグループと同じ名前で新しいディスクグループを作成しようとす
ると、vxconfigd デーモンはエラーを返します。この後、マスターノード上の vxconfigd
デーモンは、スレーブノード上の vxconfigd デーモンに変更の詳細を送信します。ス
レーブノード上の vxconfigd デーモンは、続いて独自に検証を実行します。たとえば、
各スレーブノードに作成されているものと同じ名前の専有ディスクが存在しないか検証し
ます。新しいディスクが含まれる場合は、各ノードが新しいディスクにアクセスできることを
検証します。すべてのノード上の vxconfigd デーモンが提案された変更が妥当である
と合意すると、各ノードはそれぞれのカーネルに通知します。これに続いて、カーネルは、
トランザクションをコミットするか破棄するかを協調して決定します。トランザクションをコミッ
トする前に、すべてのカーネルに進行中の I/O がないことを確認します。マスターノード
は、ボリュームの再設定、トランザクションの開始およびコミットの両方に対する調整役を
担います。その結果、設定の変更は、すべてのノードで同時に発生したように見えます。
再設定トランザクション中に、いずれかのノード上の vxconfigd デーモンが終了すると、
すべてのノードに通知され、そのトランザクションは破棄されます。いずれかのノードがク
ラスタから切断されると、マスターノードがすでにそれをコミットしている場合を除き、その
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トランザクションは破棄されます。マスターノードがクラスタから切断されると、以前はスレー
ブノードであった新しいマスターノードが、以前のマスターノードからトランザクションのコ
ミットの通知を受け取ったどうかによって、そのトランザクションをコミットまたは破棄させま
す。この通知は、新しいマスターノードが受け取っていない場合、他のすべてのスレーブ
ノードも受け取っていないものとして動作します。
ボリュームの再設定トランザクション実行中に、ノードがクラスタへの結合を試みた場合の
再設定の結果は、トランザクションのフェーズにより異なります。カーネルがまだ呼び出さ
れていないフェーズでは、ノードがクラスタに結合するまで、ボリュームの再設定が中断さ
れます。カーネルが呼び出されているフェーズでは、再設定が完了するまで、ノードはク
ラスタへの結合を待機します。
スレーブノード上での検証に失敗したり、ノードがクラスタから切断されたりといったエラー
が発生すると、ユーティリティにエラーが返され、マスターノード上のコンソールにエラー
が発生したノードを識別するメッセージが送信されます。

vxconfigd デーモン
VxVM 設定デーモンの vxconfigd は、VxVM オブジェクトの設定を保持します。この
デーモンは、クラスタを制御する指示をカーネルから受け取ります。vxconfigd デーモン
のプロセスが各ノード上で実行されます。このデーモンプロセスはネットワークを介して相
互に通信します。VxVM 各種ユーティリティは、起動されると同じノード上で稼動している
vxconfigd デーモンと通信しますが、他のノード上の vxconfigd デーモンとは通信しま
せん。クラスタの起動時、カーネルは vxconfigd デーモンにクラスタの制御操作を始め
るように促し、それがマスターノードか、スレーブノードかを示します。
クラスタ制御操作のためにノードが初期化されると、vxconfigd デーモンにノードがクラ
スタに結合するところであることが通知され、クラスタモニタの設定データベースから次の
情報が提供されます。
■

クラスタ ID

■

ノード ID

■

マスターノード ID

■

ノードの役割

■

各ノード上の vxconfigd デーモンのネットワークアドレス（該当する場合）

マスターノードでは、vxconfigd デーモンが共有ディスクグループをインポートすること
によって共有設定を構成し、スレーブノードがクラスタに結合する準備が完了すると、カー
ネルに通知します。
スレーブノードでは、クラスタに結合できるようになったときに、vxconfigd デーモンがこ
の通知を受けます。スレーブノードがクラスタに結合されると、共有設定を構成するため
に（スレーブノードの）vxconfigd デーモンおよび VxVM カーネルがマスターノード上の
vxconfigd デーモンおよび VxVM カーネルと通信します。
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あるノードがクラスタから切断されると、カーネルは他のすべてのノード上の vxconfigd
デーモンに通知します。マスターノードは、続いて、必要なクリーンアップを実行します。
マスターノードがクラスタから切断されると、カーネルは新しいマスターノードを選択し、す
べてのノード上の vxconfigd デーモンにメンバーシップの決定を通知します。
また、vxconfigd デーモンは、ボリュームの再設定にも関与します。
p.481 の 「ボリュームの再設定」 を参照してください。

vxconfigd デーモンのリカバリ
クラスタでは、スレーブノード上の vxconfigd デーモンが、常に、マスターノード上の
vxconfigd デーモンに接続されます。vxconfigd デーモンが停止していると、ボリュー
ムの再設定トランザクションは実行できません。スレーブノードで vxconfigd デーモンが
稼動していない場合でも、他のノードがクラスタに結合することは可能です。
vxconfigd デーモンが停止した場合に実行される処理は、どのノードのデーモンが停止

したかによって異なります。
■ vxconfigd

デーモンがマスターノード上で停止された場合は、スレーブノード上の

vxconfigd デーモンがマスターノードへの再結合を定期的に試みます。マスターノー

ド上で vxconfigd デーモンが再起動するまで、この試みは成功しません。この場合
には、スレーブノード上の vxconfigd デーモンは共有設定に関する設定情報を失う
わけではないため、設定情報がすべて正しく表示されます。
■

スレーブノード上の vxconfigd デーモンが停止されても、マスターノードは何の動作
も行いません。vxconfigd デーモンがスレーブ上で再起動されると、スレーブの
vxconfigd デーモンはマスターデーモンに再接続して共有設定に関する設定情報
を再取得しようと試みます（カーネルが使っている共有設定も、共有ディスクへのアク
セスも、影響を受けません）。スレーブノード上の vxconfigd デーモンがマスターノー
ド上の vxconfigd デーモンに正常に再接続されるまでは、スレーブノード上のデー
モンは共有設定に関する設定情報をほとんど持たないため、共有設定の表示や修
正の試行がすべて失敗することがあります。たとえば、vxdg list コマンドを使って
一覧表示された共有ディスクグループは disabled と設定され、再結合が正常に終
了すると enabled と設定されます。
デーモンがマスターノード上とスレーブノード上の両方で停止された場
合、マスターノード上およびスレーブノード上で vxconfigd が再起動され再接続さ
れるまで、スレーブノードは正確な設定情報を表示しません。

■ vxconfigd

VCS の CVM エージェントがノード上の vxconfigd デーモンの停止を確認すると、
vxconfigd デーモンは自動的に再起動されます。
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警告: vxconfigd の -r リセットオプションは、vxconfigd デーモンを再起動し、すべて
の状態を一から再作成します。このときクラスタの共有設定に関する設定情報が破棄され
るため、ノードがクラスタに結合してしている間は、このオプションを使って vxconfigd を
再起動することはできません。
場合によっては、VxVM の問題を解決するために、VCS が制御するクラスタで vxconfigd
を手動で再起動する必要があります。
vxconfigd を手動で再起動するには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを実行して、VxVM オブジェクトを含むサービスグループでフェール
オーバーを無効にします。
# hagrp -freeze group

2

次のコマンドを実行して、関係するノードで VxVM 設定デーモンを停止および再起
動します。
# vxconfigd -k

3

手順 1 でフェールオーバーを停止したサービスグループに対して次のコマンドを実
行し、フェールオーバーを再び有効にします。
# hagrp -unfreeze group

ノードの停止
ノードのクラスタモニタの停止手順を呼び出すことによってノード上のクラスタを停止する
ことは可能ですが、この手順は、共有ストレージにアクセスするノード上のアプリケーショ
ンをすべて停止した後にクラスタコンポーネントを終了させるためのものです。VxVM で
はノードのクリーンシャットダウンがサポートされており、共有ボリュームへのアクセスがす
べて停止したときに、ノードをクラスタから正常に切断できます。切断後、ホストは操作可
能ですが、クラスタアプリケーションをホスト上で実行することはできません。
VxVM のクラスタ機能は、各ボリュームの大域状態の設定情報を保持します。これによ
り、VxVM で、ノードがクラッシュしたとき、どのボリュームを修復する必要があるかを確認
できます。クラッシュまたは正常ではない他の何らかの方法によってノードがクラスタから
切断されると、VxVM は書き込みが完了していない可能性があるボリュームを確認し、マ
スターノードがこれらのボリュームを再同期します。このとき、いずれかのボリュームに対し
て有効であるならば、DRL(Dirty Region Log)または FastResync を使えます。
ノードのクリーンシャットダウンは、すべてのクラスタアプリケーションを停止する手順の実
行後または実行時に行う必要があります。クラスタ化されたアプリケーションの特性および
その停止手順によっては、正常な停止に多くの時間（数分から数時間）を要することがあ
ります。たとえば、多くのアプリケーションは、ドレイニングの概念を持っており、新しい作
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業を受け付けず、実行中の作業がすべて完了してから終了します。実行時間の長いトラ
ンザクションが実行中の場合は、この処理に時間がかかることがあります。
VxVM の停止手順が呼び出されると、停止するノード上にある共有ディスクグループ内
のボリュームがすべて検証されます。この後、手順は、停止処理を続行するか、次のいず
れかの理由により失敗します。
■

共有ディスクグループ内のすべてのボリュームが停止していると、VxVM がそれらを
アプリケーションに対して使用不能にします。切断するノード上でこれらのボリューム
が停止しているという情報はすべてのノードに通知されるため、再同期は実行されま
せん。

■

共有ディスクグループ内に起動しているボリュームがあると、停止手順は失敗します。
停止手順は、成功するまで繰り返し再試行される可能性があります。この操作ではタ
イムアウトはチェックされません。タイムアウトチェックは、クラスタ化されたアプリケー
ションが有効な状態にないことを確認する目的で用意されている機能です。

停止処理が正常に終了すると、ノードはクラスタから切断されます。ノードがクラスタに再
び結合されるまで、共有ボリュームにアクセスすることはできません。
停止処理には長い時間がかかることがあるため、停止処理の進行中に他の再構成が実
行される場合があります。通常、他の再構成が完了するまで、停止処理は中断されます。
ただし、停止処理がすでに一定以上進んでいる場合は、停止処理が先に完了します。

ノードの中止
クラスタからノードが正常に切断されないことがあります。これはノードがクラッシュしたた
めまたは緊急にノードを切断するクラスタがあるため発生します。このような場合、クラスタ
の再設定を行うために、VxVM の中止機能が呼び出されます。この手順は、速やかに、
共有ボリュームへのすべてのアクセスの停止を試みます。ただし、ディスクに対し待機状
態になっている I/O が完了するまでは待機します。
未開始の I/O 操作は実行されず、共有ボリュームが削除されます。このため、共有ボリュー
ムにアクセスしていたアプリケーションは失敗し、エラーが表示されます。
ノードの中止またはクラッシュの後には、同期していないミラーが存在する可能性が高い
ため、残存しているノードまたはその後のクラスタの再起動のいずれかによって、共有ボ
リュームを修復する必要があります。

クラスタの停止
すべてのノードをクラスタから切断する際に最後のノードが正常に切断されなかった場合
や、正常に切断されなかった以前のノードからの再同期化が完了していない場合には、
クラスタの次回の起動時に共有ボリュームを修復する必要があります。
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クラスタ環境での DRL
DRL(Dirty Region Log)は、システムのクラッシュ後、ボリュームを迅速に修復するために
使うボリュームのオプションの属性です。DRL は、クラスタ共有ディスクグループでサポー
トされています。この項では、クラスタ環境での DRL の動作を簡単に説明します。
クラスタ環境では、DRL の VxVM 実装は通常の実装とはわずかに異なります。
クラスタをサポートしていないシステム上のには、リカバリマップとアクティブマップが 1 つ
ずつ記録されます。一方、クラスタにおける DRL には、1 つのリカバリマップと、クラスタ
内の各ノードに対応するアクティブマップが記録されます。
クラスタ環境下における DRL のサイズは、リカバリマップに加えクラスタ内の各ノードのア
クティブマップを収容する必要があるため、通常、クラスタ化されていないシステム内のも
のより大きくなります。 DRL 内の各マップの大きさは、ブロック 1 つ分または複数分です。
vxassist コマンドは、ボリュームサイズとノード数に合わせて自動的に十分な大きさの
DRL を割り当てます。
クラスタ環境における共有ディスクグループは、専用ディスクグループ（および、そのボ
リューム）と同様に再インポートすることができます。ただし、そのインポートされたディスク
グループの DRL は無効状態と見なされ、結果として、完全なリカバリが実行されます。
クラスタをサポートしていないシステムの専用ディスクグループとして共有ディスクグルー
プがインポートされる場合、VxVM は、共有ボリュームのログを無効状態であると見なし、
ボリューム全体のリカバリを実行します。リカバリが完了すると、VxVM は DRL を使いま
す。
VxVM のクラスタ機能では、共有されていないボリューム上で DRL リカバリを実行するこ
とができます。ただし、このようなボリュームをクラスタをサポートしている VxVM システム
に移動し、共有としてインポートすると、DRL が小さすぎてすべてのクラスタノードのマッ
プが収容できない可能性があります。このため、VxVM は、このログを無効に設定し、い
ずれにしても、ボリューム全体に対するリカバリを実行します。同様に、2 ノードクラスタか
ら 4 ノードクラスタへの DRL ボリュームの移動を行うと、ログサイズが小さすぎるという結
果になり、VxVM のクラスタ機能がボリューム全体のリカバリを行うことになります。どちら
の場合にも、新しいログに十分な大きさを割り当てる必要があります。
p.57 の 「DRL」 を参照してください。

クラスタ環境での DRL の動作方法
クラスタ内の 1 つ以上のノードがクラッシュすると、DRL はクラッシュが発生した際にそれ
らのノードが使っていたすべてのボリュームのリカバリを実行します。最初のクラスタの起
動時のボリュームの起動操作の間に、アクティブマップの内容すべてがリカバリマップに
統合されます。
クラッシュしたノード（すなわち、ダーティとしてクラスタから切断されたノード）は、DRL ア
クティブマップが影響を受けたすべてのボリュームのリカバリマップに統合されるまで、ク
ラスタへ再結合することができません。リカバリユーティリティは、クラッシュしたノードのア
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クティブマップをリカバリマップと比較して、そのノードがクラスタに再結合してボリューム
への I/O を再開（アクティブマップを更新）する前に、必要な修復をすべて行います。こ
の間、他のノードは引き続き I/O を実行することができます。
VxVM は、クラッシュしたノードを追跡します。クラスタ内で一度に複数のノードのリカバリ
が進行している場合は、各ノードのリカバリおよびリカバリマップの更新が、互いに競合す
ることがあります。VxVM は、DRL リカバリの状態の変化を追跡して、I/O の衝突を回避
します。
マスターノードは、各ボリュームの DRL リカバリマップの更新を一時的に追跡し、複数の
ユーティリティがリカバリマップを同時に変更するのを回避します。

複数ホストのフェールオーバー設定
クラスタ機能のコンテキスト外では、VxVM ディスクグループは一度に 1 つのホストからの
みインポート（使用可能に）できます。ホストがディスクグループを専有としてインポートす
ると、ディスクグループのボリュームや設定にホストがアクセスできるようになります。システ
ム管理者やシステムソフトウェアが別のホストと同じディスクグループを専有して使う場合、
そのディスクグループをすでにインポートしたホスト（インポートを行うホスト）はディスクグ
ループをデポートする（アクセスを放棄する）必要があります。一度デポートすると、ディス
クグループは別のホストでインポートできます。
Oracle Parallel Server のように、適切な同期を行わず 2 つのホストで同時に 1 つのディ
スクグループへのアクセスが許可されている場合、ディスクグループの設定や、場合に
よってはボリュームの内容が壊れる場合があります。同様の破損が生じる可能性があるの
は、raw ディスクパーティション上のファイルシステムやデータベースが 2 つのホストによ
り同時にアクセスされた場合であり、Veritas Volume Manager に限定した問題ではあり
ません。

インポートロック
非クラスタ環境のホストがディスクグループをインポートすると、そのディスクグループのす
べてのディスクに対してインポートロックが書き込まれます。インポートロックは、ホストがこ
のディスクグループをデポートすると解除されます。インポートロックにより、インポートを
行っているホストがディスクグループをデポートするまでの間、他のホストがこのディスクグ
ループをインポートするのは回避されます。
具体的には、ホストがディスクグループをインポートするとき、ディスクグループ内のディス
クのいずれかが別のホストでロックされているとインポートは通常失敗します。これにより、
再ブート後にディスクグループの再インポートが自動的に行われ（自動インポート）、最初
のホストが停止している場合にも別のホストによるインポートは回避されます。インポート
を行うホストがディスクグループをデポートせずに停止した場合、別のホストがこのディス
クグループをインポートするには、ホスト ID のロックを先に解除する必要があります（後で
説明します）。
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インポートロックには、インポートを行うホストを識別しロックを実行するための、ホスト ID
（Veritas Volume Manager ではホスト名）参照が含まれています。そのため、2 つのホ
ストが同じホスト ID を保有する場合問題が生じることがあります。
Veritas Volume Manager では（デフォルトでは）ホスト ID としてホスト名を使うため、あ
るマシンと別のマシンで同じホスト名を使っている場合はホスト名を変更することをお勧め
します。ホスト名を変更するには、vxdctl hostid new_hostname コマンドを実行しま
す。

フェールオーバー
インポートロック規則は、あるシステムから別のシステムへディスクグループが通常切り替
えられない環境において正しく動作します。ただし、2 つのホスト Node A と Node B が同
じディスクグループのドライブにアクセスできる設定について考えてみましょう。ディスクグ
ループはまず Node A でインポートされますが、Node A がクラッシュした場合、システム
管理者は Node B からディスクグループへアクセスする必要があります。このようなフェー
ルオーバーのシナリオを使うと、1 つのノードで障害が発生しデータにアクセスできない
場合に、手作業でデータの高可用性を得ることができます。フェールオーバーを高可用
性モニタと組み合わせて、データに対する自動的な高可用性を得ることができます。Node
B により Node A がクラッシュまたは停止したことが検出されると、Node B はディスクグ
ループをインポート（フェールオーバー）し、ボリュームにアクセスできるようにします。
Veritas Volume Manager ではフェールオーバーをサポートできますが、ディスクグルー
プを別のシステムにインポートする前に、最初のシステムが停止または使えないことの確
認は、システム管理者や外部の高可用性モニタで行う必要があります。
p.230 の 「システム間のディスクグループ移動」 を参照してください。
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクグループ設定の破損
vxdg import を -C（ロックの解除）や -f（強制的なインポート）と組み合わせて使って別

のホストで使用中のディスクグループをインポートする場合、ディスクグループ設定が破
損する可能性があります。一方のホストがクラッシュまたは停止する前に、インポートされ
たボリューム上でファイルシステムやデータベースを起動した場合、ボリューム内容の破
損も起こることがあります。
このようなディスクグループ設定の破損が起こると、設定を始めから再構築し、バックアッ
プからディスクグループ内のすべてのボリュームを再ロードすることになります。何も変更
されていない場合、設定をバックアップし再構築するには、vxprint -mspvd を使い、そ
の出力を格納します。この出力はレイアウトを復元する際に vxmake で使えます。通常、
各ディスクグループには数多くの設定コピーがありますが、ほとんどの場合、破損が生じ
るとすべての設定コピーに影響を及ぼすため、冗長性はこの場合役立ちません。
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ディスクグループの設定が破損すると、通常、設定データベースのレコードが見つからな
かったり、レコードが重複します。その結果、次のエラーのように、vxconfigd の様々な
エラーメッセージが表示されます。
VxVM vxconfigd ERROR
V-5-1-569 Disk group group,Disk disk:
Cannot auto-import group: reason

次のようなエラーによって示されます。
Association not resolved
Association count is incorrect
Duplicate record in configuration
Configuration records are inconsistent

通常、これらのエラーは特定のディスクグループの設定コピーと関連して報告されます
が、すべてのコピーに適用されます。通常、エラーとともに次のようなメッセージが表示さ
れます。
Disk group has no valid configuration copies

Veritas Cluster Server 製品を使う場合、すべてのディスクグループのフェールオーバー
に関する問題は正しく管理されます。VCS では高可用性モニタが組み込まれ、VxVM、
VxFS および一般に知られているいくつかのデータベース用のフェールオーバースクリプ
トが組み込まれています。
-t オプションを vxdg に使うと再ブート時の自動的な再インポートは回避されます。この

オプションは、Veritas Volume Manager による自動インポートに依存せず、独自にイン
ポートを制御する（VCS などの）ホストモニタで使う場合に指定する必要があります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

クラスタ環境での VxVM の管理
次の項では、VxVM のクラスタ機能の管理について説明します。
メモ: 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。

ノードの状態の要求とマスターノードの検出
vxdctl ユーティリティは、vxconfigd ボリューム設定デーモンの動作を制御します。-c

オプションを指定すると、クラスタ情報を参照し、どのノードがマスターであるかを確認す
ることができます。vxconfigd デーモンのクラスタ機能が有効かどうかを確認するには、
次のコマンドを使います。
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vxdctl -c mode

表 13-6 に、クラスタノードの現在の状態に応じて出力される可能性があるメッセージを示
します。
表 13-6

クラスタの状態メッセージ

状態メッセージ

説明

mode: enabled:
cluster active - MASTER
master: mozart

このノードはマスターノードです。

mode: enabled:
cluster active - SLAVE
master: mozart

このノードはスレーブノードです。

mode: enabled:
cluster active - role not set
master: mozart
state: joining
reconfig: master update

このノードにはまだ役割が割り当てられていませ
ん。現在は、クラスタへの結合処理の実行中で
す。

mode: enabled:
cluster active - SLAVE
master: mozart
state: joining

このノードはスレーブノードとして設定されていま
す。現在は、クラスタへの結合処理の実行中で
す。

mode: enabled:
cluster inactive

クラスタがアクティブになっていません。

vxconfigd デーモンが DISABLED 状態の場合は、クラスタ情報は表示されません。
vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。

共有ディスクの判定
vxdisk ユーティリティは、VxVM ディスクを管理します。vxdisk ユーティリティを使って

ディスクがクラスタ共有ディスクグループに属するかを判定するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdisk list accessname
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ここで、accessname には、ディスクアクセス名（または、デバイス名）を指定します。この
コマンド（デバイス sde に対する）の出力の一部を次に示します。
Device:
devicetag:

sde
sde

type:
clusterid:
disk:
timeout:
group:
flags:
...

auto
cvm2
name=shdg01 id=963616090.1034.cvm2
30
name=shdg id=963616065.1032.cvm2
online ready autoconfig shared imported

［clusterid］フィールドには cvm2（クラスタの名前）が設定され、［flags］フィールドには
shared に関するエントリが含まれます。ノードがクラスタに結合されていない場合は、
［flags］フィールドには autoimport フラグが imported の代わりに格納されます。

共有ディスクグループの一覧表示
vxdg は、共有ディスクグループに関する情報の一覧表示に使われます。すべてのディ

スクグループに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg list

このコマンドの出力例を次に示します。
NAME
rootdg
group2
group1

STATE
enabled
enabled,shared
enabled,shared

ID
774215886.1025.teal
774575420.1170.teal
774222028.1090.teal

共有ディスクグループは、共有（shared）フラグで示されます。
共有ディスクグループに関する情報のみを表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg -s list

このコマンドの出力例は、次のとおりです。
NAME
group2
group1

STATE
enabled,shared
enabled,shared

ID
774575420.1170.teal
774222028.1090.teal

特定のディスクグループ 1 つに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg list diskgroup
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マスターノード上で vxdg list group1 コマンドを実行した場合の出力例を次に示しま
す。
Group:
dgid:

group1
774222028.1090.teal

import-id: 32768.1749
flags:
shared
version:
140
alignment: 8192 (bytes)
ssb:
on
local-activation: exclusive-write
cluster-actv-modes: node0=ew node1=off
detach-policy: local
private_region_failure: leave
copies:
nconfig=2 nlog=2
config:
seqno=0.1976 permlen=1456 free=1448 templen=6
loglen=220
config disk sdk copy 1 len=1456 state=clean online
config disk sdk copy 1 len=1456 state=clean online
log disk sdk copy 1 len=220
log disk sdk copy 1 len=220

［flags］フィールドには、shared が設定されることに注意してください。同じコマンドをス
レーブノード上で実行した場合、出力は多少異なります。［local-activation］フィー
ルドおよび［cluster-actv-modes］フィールドには、このノードおよびクラスタ内の各ノー
ドのアクティベーションモードが表示されます。detach-policy フィールドと
private_region_failure フィールドはそれぞれ、クラスタがディスクへの接続を失っ
た場合、およびディスク上の設定とログのコピーへの接続を失った場合のクラスタの動作
を示します。

共有ディスクグループの作成
共有ディスクグループは、マスターノード上でのみ作成することができます。
クラスタを設定するためにクラスタソフトウェアを実行している場合は、次のコマンドを使っ
て共有ディスクグループを作成することができます。
# vxdg -s init diskgroup [diskname=]devicename

ここで、diskgroup にはディスクグループ名を、diskname には VM ディスクに対して選
択された管理名を、devicename にはデバイス名（または、ディスクアクセス名）を指定し
ます。
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警告: OS は、ディスクが共有されているか判定できません。複数のシステムによってアク
セスされる可能性のあるディスクを扱う場合にデータの一貫性を確保するには、ディスク
グループにディスクを追加する際に正確な指定を行ってください。VxVM は、そのディス
クからアクセス可能なノードがクラスタ内の唯一のノードである場合に、物理的に共有され
ていないディスクの共有ディスクグループへの追加を許可します。ただし、これは他のノー
ドがクラスタに結合できないことを意味します。さらに、2 つのノード上の別のディスクグ
ループへ同時に同じディスクの追加を試みると、その結果は未定義になります。すべて
の設定は、1 つのノードでのみ、可能であればマスターノードで行ってください。

ディスクグループへのディスクの強制追加
ディスクは、マスターノードからのみ共有ディスクグループに強制的に追加することができ
ます。
VxVM ディスクがディスクグループ内の他のディスクと同じノードへ接続されていないた
め、既存のディスクグループにそのディスクを追加できない場合は、次のコマンドを使っ
て強制的にディスクを追加することができます。
# vxdg -f adddisk -g diskgroup [diskname=]devicename

警告: 強制オプション（-f）は、データ破壊などの結果を招く可能性があることを十分に認
識したうえで使ってください。

共有ディスクグループのインポート
共有ディスクグループは、マスターノード上にのみインポートすることができます。
ディスクグループは、vxdg -s import コマンドを使って、共有ディスクグループとしてイ
ンポートすることができます。クラスタソフトウェアが実行される前にディスクグループが設
定された場合、そのディスクグループは、次のコマンドを使って、クラスタにインポートする
ことができます。
# vxdg -s import diskgroup
diskgroup にはディスクグループの名前または ID を指定します。クラスタの次の再起動

以降は、ディスクグループは自動的に共有ディスクグループとしてインポートされます。
vxdg ユーティリティを実行する前に、ディスクグループのデポートが（vxdg deport
diskgroup コマンドを使って）必要になる可能性があることに、注意してください。

ディスクグループの強制インポート
vxdg コマンドに、-f オプションを指定して、ディスクグループを強制的にインポートする

ことができます。
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警告: 強制オプション（-f）の使用にあたっては注意が必要です。データの破損などの結
果を招く可能性があることを十分に認識したうえで使ってください。
クラスタの再起動時、VxVM は、次の理由のいずれかにより、ディスクグループの自動イ
ンポートを拒否することがあります。
■

ディスクグループ内のあるディスクが、ハードウェアエラーのため、アクセス不能であ
る。この場合には、次のコマンドを使って、そのディスクグループを強制的に再イン
ポートします。
# vxdg -s -f import diskgroup

■

ディスクグループ内のディスクの接続先ノードに、現在クラスタ内にないものがあるた
め、ディスクグループがそこに属するディスクのすべてにはアクセスできない。この場
合には、結果としてミラーに不整合を起こすことがあり、強制インポートは安全ではな
いため実行してはいけません。

共有ディスクグループから専用ディスクグループへの変換
共有ディスクグループは、マスターノード上でのみデポートすることができます。
共有ディスクグループを専用ディスクグループに変換するには、まず、次のコマンドを使っ
てマスターノードからその共有ディスクグループをデポートします。
# vxdg deport diskgroup

その後、次のコマンドを使って、任意のクラスタノード上にそのディスクグループを再イン
ポートします。
# vxdg import diskgroup

共有ディスクグループ間のオブジェクト移動
マスターノードからのみ共有ディスクグループ間で、オブジェクトを移動することができま
す。専用ディスクグループと共有ディスクグループの間で、オブジェクトを移動することは
できません。
vxdg move コマンドを使って、ディスクや最上位ボリュームなどの自己完結型の VxVM

オブジェクトのセットをディスクグループ間で移動できます。クラスタ環境では、ディスクグ
ループがインポートされている任意のクラスタノードから専用ディスクグループ間で、この
ようなオブジェクトを移動することができます。
p.248 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。
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共有ディスクグループの分割
vxdg split コマンドを使って、自己完結型の VxVM オブジェクトのセットをインポートし

たディスクグループから削除し、新しく作成したディスクグループに移動できます。
p.251 の 「ディスクグループの分割」 を参照してください。
専用ディスクグループを分割すると専用ディスクグループが 1 つ作成され、また共有ディ
スクグループを分割すると共有ディスクグループが 1 つ作成されます。クラスタ環境では
任意のクラスタノードから専用ディスクグループを分割することができます。共有ディスク
グループの分割や、分割後共有されるディスクグループの作成は、マスターノードからの
み行えます。
p.248 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。

共有ディスクグループの結合
専用ディスクグループと共有ディスクグループを結合することはできません。
vxdg join コマンドを使って、2 つのインポートしたディスクグループの内容を結合でき

ます。クラスタ環境では、任意のクラスタノードから 2 つの専用ディスクグループを結合す
ることができます。
ソースディスクグループとターゲットディスクグループの両方が共有されている場合のみ、
マスターノードから結合することができます。
p.252 の 「ディスクグループの結合」 を参照してください。

共有ディスクグループ上のアクティベーションモードの変更
クラスタノードによる共有ディスクグループへのアクセスに対するアクティベーションモー
ドは、そのノード上で直接設定されます。
共有ディスクグループのアクティベーションモードは、次のコマンドを使って、変更するこ
とができます。
# vxdg -g diskgroup set activation=mode

アクティベーションモードには、排他書き込み（exclusivewrite、ew）、読み取り専用
（readonly、ro）、共有読み取り（sharedread、sr）、共有書き込み（sharedwrite、sw）、
非活性（off） のいずれかを指定します。
このコマンドを使って共有ディスクグループのアクティベーションモードを変更する場合
は、次に示すように、最初にアクティベーションモードを off に変更してからそれ以外の
値に設定する必要があります。
# vxdg -g myshdg set activation=off
# vxdg -g myshdg set activation=readonly
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p.470 の 「共有ディスクグループのアクティベーションモード」 を参照してください。

共有ディスクグループのディスク切断ポリシーの設定
共有ディスクグループのディスク切断ポリシーは、マスターノードでのみ設定できます。
vxdg コマンドを使って、共有ディスクグループの切断ポリシーをグローバル（global）ま

たはローカル（local）に設定できます。
# vxdg -g diskgroup set diskdetpolicy=global|local

ディスク切断ポリシーのデフォルトは、グローバル（global）です。
p.472 の 「共有ディスクグループの接続ポリシー」 を参照してください。

共有ディスクグループのディスクグループ障害ポリシーの設定
共有ディスクグループのディスクグループ障害ポリシーは、マスターノードでのみ設定で
きます。
vxdg コマンドを使って、共有ディスクグループの障害ポリシーを無効化（dgdisable）ま

たは切断（leave）に設定できます。
# vxdg -g diskgroup set dgfailpolicy=dgdisable|leave

障害ポリシーのデフォルトは、無効化（dgdisable）です。
p.474 の 「ディスクグループ障害ポリシー」 を参照してください。

排他的起動権限を持つボリュームの作成
すべての共有ボリューム（排他的起動権限を持つボリュームを含む）は、マスターノードか
らのみ作成することができます。
vxassist コマンドを使ってボリュームを作成する際に exclusive=on 属性を指定する

と、そのボリュームを同時に起動できるノードをクラスタ内で 1 つに制限することができま
す。たとえば、ディスクグループ dskgrp 内にミラーボリューム volmir を作成し、排他的
起動権限を設定するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g dskgrp make volmir 5g layout=mirror exclusive=on

また、同じノードによる複数のボリュームの起動もサポートされています。ボリュームを起
動したノードがそのボリュームを完全に停止するまで、他のノードはそのボリュームを起動
できません。
代わりに exclusive=off を指定すると、1 つのボリュームをクラスタ内の複数のノードで
同時に起動できるようになります。
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ボリュームへの排他的起動権限の設定
ボリューム上の排他的起動権限は、マスターノードからのみ設定することができます。ま
た、この属性を設定する際には、ボリュームを起動しているノードがクラスタ内に存在しな
いことを確認してください。
vxvol コマンドに exclusive=on 属性を指定すると、既存のボリュームを同時に起動で
きるノードをクラスタ内で 1 つに制限することができます。
たとえば、ディスクグループ dskgrp 内のボリューム volmir に排他的起動権限を設定す
るには、次のコマンドを使います。
# vxvol -g dskgrp set exclusive=on volmir

また、同じノードによる複数のボリュームの起動もサポートされています。ボリュームを起
動したノードがそのボリュームを完全に停止するまで、他のノードはそのボリュームを起動
できません。
代わりに exclusive=off を指定すると、1 つのボリュームをクラスタ内の複数のノードで
同時に起動できるようになります。

クラスタプロトコルのバージョンの表示
次のコマンドは、ノード上で稼動しているクラスタプロトコルのバージョンを表示します。
# vxdctl list

このコマンドの出力は、次のようになります。
Volboot file
version: 3/1
seqno: 0.19
cluster protocol version: 70
hostid: giga
entries:

また、次のコマンドを使って、既存のクラスタプロトコルのバージョンを確認することもでき
ます。
# vxdctl protocolversion

このコマンドの出力は、次のようになります。
Cluster running at protocol 70
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サポートされているクラスタプロトコルのバージョン範囲の表示
次のコマンドは、ノードがサポートしている最大と最小のプロトコルバージョンおよび現在
のプロトコルバージョンを表示します。
# vxdctl support

このコマンドの出力は、次のようになります。
Support information:
vxconfigd_vrsn:
21
dg_minimum:
20
dg_maximum:
140
kernel:
15
protocol_minimum:
40
protocol_maximum:
70
protocol_current:
70

また、次のコマンドを使って、最新の Veritas Volume Manager リリースがサポートして
いるクラスタプロトコルのバージョンの範囲を表示することができます。
# vxdctl protocolrange

このコマンドの出力は、次のようになります。
minprotoversion: 40, maxprotoversion: 70

クラスタプロトコルのバージョンのアップグレード
クラスタプロトコルのバージョンは、マスターノードからのみ更新することができます。
クラスタ内のすべてのノードを新しいクラスタプロトコルをサポートするように更新した後、
マスターノード上で次のコマンドを使って、クラスタ全体をアップグレードすることができま
す。
# vxdctl upgrade

共有ディスクグループ内のボリュームのリカバリ
ボリュームのリカバリは、マスターノードからのみ実行できます。
vxrecover ユーティリティは、ディスク交換後のプレックスおよびボリュームのリカバリに

使われます。ノードがクラスタから切断される際に、矛盾のある状態でいくつかのミラーが
残されることがあります。vxrecover ユーティリティは、このようなボリュームのリカバリに使
うことができます。vxrecover に -c オプションを指定すると、共有ディスクグループ内の
すべてのボリュームのリカバリが行われます。vxconfigd デーモンは、必要に応じて自
動的に、-c オプションを付けて vxrecover ユーティリティを呼び出します。
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警告: vxrecover ユーティリティの実行中は、システム処理効率が多少低下することがあ
ります。

クラスタパフォーマンスの統計の取得
vxstat ユーティリティは、指定されたオブジェクトについて統計を返します。クラスタ環境

では、vxstat はクラスタ内のノードすべてから統計を収集します。統計は、要求されたオ
ブジェクトに対する、すべてのノードからの総使用量を示します。ローカルオブジェクトが
指定された場合は、ローカルな使用量が返されます。
次の形式のコマンドを使って、選択的に、ノードのサブセットを指定することができます。
# vxstat -g diskgroup -n node[,node...]

ここで、node は整数で指定します。複数のノードをカンマで区切りリストとして指定すると、
vxstat ユーティリティはそのリストに含まれるノードの統計量の合計を表示します。
たとえば、ノード 2、ボリューム vol1 に対する統計を取得するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxstat -g group1 -n 2 vol1

このコマンドの出力は、次のようになります。

TYP
vol

NAME
vol1

OPERATIONS
BLOCKS
READ
WRITE READ
2421
0
600000

WRITE
0

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
99.0
0.0

クラスタ全体の統計量を取得し表示するには、次のコマンドを使います。
# vxstat -b

すべてのノードに対する統計量が合計されます。たとえば、I/O 操作がノード 1 で 100 回
実行され、ノード 2 で 200 回実行された場合、vxstat -b コマンドで表示される I/O 操
作の回数は合計の 300 回になります。
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14
Administering サイトとリ
モートミラーの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

サイトとリモートミラーについて

■

リモートミラーサイトの設定

■

ホスト用のサイトの設定

■

ストレージ用のサイトの設定

■

サイト名の変更

■

ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての設定

■

ディスクグループに対するサイトの一貫性の設定

■

ボリュームに対するサイトの一貫性の設定

■

ボリュームに対する siteread ポリシーの設定

■

ボリュームの格納領域に対するサイトベースの割り当て

■

既存のディスクグループに対するサイトの一貫性の設定

■

ファイアドリル - 設定のテスト

■

障害シナリオとリカバリ手順

サイトとリモートミラーについて
リモートミラー設定（キャンパスクラスタまたはストレッチクラスタとも呼ぶ）では、通常 1 カ
所に配置されるクラスタのホストとストレージが 2 つ以上のサイトに分割されます。通常、

502

第 14 章 Administering サイトとリモートミラーの管理
サイトとリモートミラーについて

これらのサイトには、ストレージへのアクセスとクラスタノード間でのプライベートリンク通信
を提供する、冗長高キャパシティネットワークを介して接続します。
図 14-1 に、標準的な 2 サイトリモートミラー設定を示します。
2 サイトリモートミラー設定の例

図 14-1

サイト A

プライベート
ネットワーク

クラスタ
ノード

MAN または
WAN リンク
（ファイバーチ
ャネルまたは
DWDM）

ファイバーチャ
ネルハブまたは
スイッチ

ディスクエンクロージャ

サイト B

クラスタ
ノード

ファイバーチャ
ネルハブまたは
スイッチ

ディスクエンクロージャ

ディスクグループをサイトにあるストレージにわたって設定している場合にサイト間通信が
中断されると、それぞれのサイトがローカルディスクグループの設定コピーを更新し続け
た結果、シリアルスプリットブレイン条件が発生する可能性があります。
p.236 の 「競合する設定コピーの扱い方」 を参照してください。
VxVM は、シリアルスプリットブレイン条件の処理、リモートミラーの健全性の監視、各種
の障害に対するクラスタの堅ろう性のテスト（ファイアドリルとも呼ぶ）のためのしくみを提
供します。
他のサイトにアクセスできなくなった場合にサイトでアプリケーションとサービスを正しく機
能させるには、各サイトで各ボリュームの完全なプレックスを少なくとも 1 つ設定し（サイト
ベースの割り当て）、各サイトのプレックス内にあるデータの一貫性を保証する（サイトの
一貫性）必要があります。
ディスクにサイト名のタグを設定することで、ボリュームの作成、サイズ変更、再配置時や
ボリュームのレイアウト変更時にストレージを正しい場所から割り当てられます。
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図 14-2 に 2 つのサイトそれぞれに 2 つのプレックスを設定した、サイトの一貫性がある
ボリュームの例を示します。
2 つのサイトそれぞれに 2 つのプレックスを設定した、サイトの一貫
性があるボリューム

図 14-2

サイト A

Site B
ディスクグループ

ボリューム V

プレックス
P1

プレックス
P2

プレックス
P3

プレックス
P4

プレックス P1 と P2 のストレージには、サイト A に所属するタグを設定したストレージを割
り当て、プレックス P3 と P4 には、サイト B に所属するタグを設定したストレージを割り当
てます。
この図には表示されていませんが、DCO ログボリュームもこのサイトでミラー化され、ディ
スクグループ設定のコピーがサイトで配布されます。
サイトの一貫性とは、ボリュームのプレックス内のデータは各サイトで一貫性がなければな
らないことを意味します。ボリュームのサイト一貫性は、サイトで最後の完全なプレックスに
障害が発生したときにそのサイトを切断することによって保証されます。サイトに障害が発
生すると、そのサイトのすべてのプレックスが切断され、サイトは切断されたと見なされま
す。サイトの一貫性が有効になっていない場合、障害が発生したプレックスのみが切断さ
れます。そのサイトの残りのボリュームとそのボリュームのプレックスは切断されません。
読み込みの処理効率を向上するために、VxVM では、siteread 読み取りポリシーがボ
リュームに設定されている場合、アプリケーションを実行しているローカルサイトのプレッ
クスから読み込みを行います。書き込みは、すべてのサイトのプレックスに書き込まれま
す。
図 14-3 に、同様にサポート対象のリモートストレージのみを使用した設定を示します。
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リモートストレージのみの 2 サイト設定の例

図 14-3

サイト A
クラスタまた
はスタンドア
ロンシステム

ファイバー
チャネルハブ
または
スイッチ

サイト B

MAN または
WAN リンク
（ファイバー
チャネルまた
は DWDM）

ディスクエンクロージャ

ファイバー
チャネルハブ
またはスイッチ

ディスクエンクロージャ

リモートミラーサイトの設定
メモ: リモートミラー機能を使うには、設定に関連するすべてのホストとサイトに Site
Awareness ライセンスがインストールされている必要があります。
この項では新しいディスクグループの設定について説明します。リモートミラーの設定とし
て既存のディスクグループを設定するには、追加手順が必要になることがあります。
p.514 の 「既存のディスクグループに対するサイトの一貫性の設定」 を参照してください。
新しいディスクグループにリモートミラーの設定を行うには次の手順が必要です。
■

ディスクグループにアクセスできる各ホストのサイト名を定義します。
p.505 の 「ホスト用のサイトの設定」 を参照してください。

■

各サイトのストレージを含むディスクグループを作成します。

■

サイトごとに、サイトレコードをディスクグループに登録します。
p.508 の 「ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての設定」 を参照してくだ
さい。

■

ディスクグループの自動サイトタグ付けを必要であれば設定します。
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p.506 の 「ディスクグループに対する自動サイトタグ付けの設定」 を参照してください。
■

ディスクかエンクロージャにサイト名を割り当てます。サイトタグはディスクレベルまた
はエンクロージャレベルで設定できます。1つ以上のエンクロージャを指定する場合、
サイトタグはディスクディスクグループ内のそのエンクロージャ内のディスクに適用され
ます。
p.506 の 「ディスクまたはエンクロージャのサイトタグの設定」 を参照してください。

■

ディスクグループに対するサイトの一貫性をオンにします。
p.509 の 「ディスクグループに対するサイトの一貫性の設定」 を参照してください。

ホスト用のサイトの設定
リモートミラー設定をセットアップするには、各ホストがどのサイトに属するかを指定します。
次のコマンドを使って、各ホストにサイト名を設定します。
# vxdctl set site=sitename

サイトに割り当てられている名前は /etc/vx/volboot ファイルに格納されます。
ホストのサイト名を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdctl list | grep siteid
siteid: building1

ホストからサイト名を削除するには、次のコマンドを使います。
# vxdctl [-F] unset site

インポートしたディスクグループをサイトに登録する場合は、-F オプションが必須です。

ストレージ用のサイトの設定
リモートミラー設定では、ディスクグループ内の各ディスクまたはエンクロージャは設定内
のサイトの 1 つに割り当てられます。サイトタグを使って、ディスクグループ内の各ストレー
ジデバイスがどのサイトに属するかを指定します。
次のいずれかの方法でサイトタグを割り当てます。
■

ディスクグループで自動サイトタグ付けを使う。
p.506 の 「ディスクグループに対する自動サイトタグ付けの設定」 を参照してください。

■

1つ以上のディスクまたはエンクロージャに手動でタグを付ける。
ディスクまたはエンクロージャをディスクグループに含める必要はありません。
p.506 の 「ディスクまたはエンクロージャのサイトタグの設定」 を参照してください。
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ディスクグループに対する自動サイトタグ付けの設定
ディスクまたは LUN のタグをエンクロージャから継承する場合、自動サイトタグ付けを設
定します。ディスクグループに対して自動サイトタグ付けを有効にしたら、ディスクグルー
プ内のエンクロージャにサイト名を割り当てます。そのディスクグループに追加されるディ
スクまたは LUN は、それらが属するエンクロージャからタグを継承します。
ディスクグループに対して自動サイトタグ付けを設定するには

1

ディスクグループに対する自動タグ付けポリシーをオンに設定します。自動タグ付け
はデフォルト設定です。したがってこの手順が必要なのは、自動タグ付けポリシーが
以前に無効にされた場合のみです。
自動タグ付けをオンにするには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-g diskgroup] set autotagging=on

2

次のコマンドを使って、ディスクグループ内のエンクロージャにサイト名を割り当てま
す。
# vxdg [-g diskgroup] settag encl:encl_name site=sitename

ディスクグループに対する自動サイトタグ付け設定を表示するには
◆

ディスクグループで自動サイトタグ付けがオンになっ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。
# vxprint -g diskgroup -F"%autotagging" diskgroup

ディスクグループのサイトタグを一覧表示するには
◆

ディスクグループのサイトタグを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-g diskgroup] listtag site=sitename

エンクロージャまたはディスクグループからサイトタグを削除するには
◆

ディスクグループからサイトタグを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-g diskgroup] rmtag [encl:encl_name] site=sitename

ディスクまたはエンクロージャのサイトタグの設定
リモートミラー設定をセットアップするには、ディスクグループ内の各ストレージデバイスが
どのサイトに属するかを指定します。1つ以上のディスクまたはエンクロージャにサイトタグ
を割り当てます。ディスクまたはエンクロージャがディスクグループに属さなければ、この
方法を使ってサイトタグを割り当てる必要があります。
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サイト名を使ってディスクまたはエンクロージャにタグを付けるには
◆

次のコマンドを使って 1つ以上のディスクまたはエンクロージャにサイト名を割り当て
ます。
# vxdisk [-g diskgroup] settag site=sitename ¥
disk disk1...|encl:encl_name encl:encl_name1...

ここで、ディスクはディスクアクセス名またはディスクメディア名で指定できます。
サイトに登録されたディスクまたはエンクロージャを表示するには
◆

サイトに登録されているディスクまたはエンクロージャを調べるには、次のコマンドを
使います。
# vxdisk [-g diskgroup] listtag

ディスクまたはエンクロージャからサイトタグを削除するには
◆

ディスクまたはエンクロージャからサイトタグを削除するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdisk rmtag site=sitename ¥
disk disk1...|encl:encl_name encl:encl_name1...

サイト名の変更
リモートミラー設定内の各サイトの識別に使われるサイト名（タグ）は変更できます。サイト
名を変更すると、ディスクグループ内のサイトレコードが変更されます。また、既存のサイ
ト名でタグ付されているすべてのディスクとエンクロージャのサイト名も変更されます。
サイト名を変更した後、そのサイトに属する各ホストのサイト名を明示的に変更する必要
が生じる場合もあります。
p.505 の 「ホスト用のサイトの設定」 を参照してください。
サイト名を変更するには
◆

次のように新しいサイト名を指定します。
# vxdg [-g diskgroup] renamesite old_sitename new_sitename

507

508

第 14 章 Administering サイトとリモートミラーの管理
ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての設定

ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての設
定
サイトベースの割り当てでは、各ボリュームはディスクグループに登録されている各サイト
で 1 つ以上のプレックスを保有している必要があります。ディスクグループに対するサイ
トベースの割り当ての必要条件を設定すると、作成される各ボリュームの allsites 属性
はデフォルトで on に設定されます。allsites 属性は、ボリュームはディスクグループに
登録されている各サイトで 1 つ以上のプレックスを保有する必要があることを示します。
新しいボリュームでは、読み取りポリシーは siteread に設定されます。
サイトベースの割り当てが必要ない場合、または不可能な場合（RAID 5 ボリュームの場
合など）、allsites=off 属性を vxassist コマンドに指定します。
ディスクグループでサイトベースの割り当てを設定する前に、次の必要条件が満たされて
いることを確認します。
■

Site Awareness ライセンスがリモートミラー設定内のすべてのホストでインストールさ
れていなければなりません

■

ディスクグループ内の既存の各ボリュームは、各サイトで 1 つ以上のプレックスを保有
している必要があります。この条件が満たされない場合、サイトベースの割り当てを有
効にするコマンドは失敗します。-f オプションを指定すると、コマンドはエラーになり
ませんが、ボリュームの allsites 属性が off に設定されます。

ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての必要条件を有効にするには
◆

サイトベースの割り当てが必要になる各サイトに対して vxdg addsite コマンドを使
います。
# vxdg -g diskgroup [-f] addsite sitename

ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての必要条件を削除にするには
◆

サイトからサイトベースの割り当て必要条件を削除するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdg -g diskgroup [-f] rmsite sitename
-f オプションを指定すると、サイトが切断またはオフライン状態であっても必要条件

を削除できます。
サイト名はディスクから削除されません。必要に応じて vxdisk rmtag コマンドを使
い、サイトタグを削除します。
p.504 の 「リモートミラーサイトの設定」 を参照してください。
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ディスクグループに対するサイトの一貫性の設定
サイトの一貫性とは、ボリュームのプレックス内のデータは各サイトで一貫性がなければな
らないことを意味します。サイトの一貫性が設定されたボリュームでは、ディスクグループ
内の各サイトに同じ数のプレックス（ミラー）が存在します。サイトの一貫性が設定されたボ
リュームでは、ディスクグループ内の各サイトに 1 つ以上のプレックス（ミラー）が存在する
必要があります。ボリュームのサイト一貫性は、サイトで最後の完全なプレックスに障害が
発生したときにそのサイトを切断することによって保証されます。サイトに障害が発生する
と、そのサイトのすべてのプレックスが切断され、サイトは切断されたと見なされます。
siteconsistent 属性を on に設定して、この動作を有効にします。
siteconsistent 属性が off に設定されている場合、障害の発生したプレックスのみが

切断されます。そのサイトの残りのボリュームとそのボリュームのプレックスは切断されませ
ん。
ディスクグループに対してサイトの一貫性の必要条件を有効にすれば、ディスクグループ
に作成される新しい各ボリュームはディスクグループのサイトの一貫性をデフォルトで継
承します。ディスクグループに対して siteconsistent 属性を設定しても、ディスクグルー
プ内の既存のボリュームに影響はありません。サイトの一貫性は、個々のボリュームで制
御することもできます。
p.510 の 「ボリュームに対するサイトの一貫性の設定」 を参照してください。
ディスクグループに対してサイトの一貫性を設定する前に、次の必要条件が満たされて
いることを確認します。
■

サイトの一貫性を有効にする前に、ディスクグループに対してサイトベースの割り当て
を設定する必要があります。
p.508 の 「ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての設定」 を参照してくだ
さい。

■

ディスクグループに siteconsistent 属性を設定する前に、ディスクグループ内の
すべてのディスクをいずれかのサイトに登録する必要があります。

ディスクグループに対するサイトの一貫性の必要条件を有効にするには
◆

vxdg コマンドを使って、ディスクグループに対するサイトの一貫性の必要条件を有

効にします。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=on

509

510

第 14 章 Administering サイトとリモートミラーの管理
ボリュームに対するサイトの一貫性の設定

サイトの一貫性の必要条件の設定を表示するには
◆

ディスクグループに対してサイトの一貫性が有効になっているかどうかを確認するに
は、次のコマンドを入力します。
# vxdg list diskgroup | grep siteconsistent
flags: siteconsistent

サイトの一貫性の必要条件を無効にするには
◆

ディスクグループに対してサイトの一貫性必要条件をオフにするには、次のコマンド
を使います。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=off

ボリュームに対するサイトの一貫性の設定
ボリュームの作成時にサイトの一貫性必要条件を設定するには、次に示すように vxassist
make コマンドに siteconsistent 属性を指定します。
# vxassist [-g diskgroup] make volume size ¥
nmirror=4 siteconsistent={on|off}

デフォルトでは、ボリュームは所属するディスクグループに設定されている値を継承しま
す。
デフォルトでは、サイトの一貫性が設定されたボリュームを作成すると、関連付けされた
バージョン 20 の DCO ボリュームも作成され、ボリュームの永続 FastResync が有効にな
ります。これにより、サイトの再接続時にボリュームのリカバリがより高速になります。
既存のボリュームに対してサイトの一貫性必要条件をオンにするには、次の形式の vxvol
コマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set siteconsistent=on volume

ボリュームに対してサイトの一貫性必要条件をオフにするには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set siteconsistent=off volume

サイトの一貫性が設定されたディスクグループ内の RAID 5 ボリュームでは、
siteconsistent 属性と allsites 属性を off に設定する必要があります。
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ボリュームに対する siteread ポリシーの設定
Site Awareness ライセンスがリモートミラー設定のすべてのホストにインストールされ、複
数のサイトでサイトの一貫性が有効になるようにディスクグループが設定され、allsites=on
属性がボリュームに対して指定されている場合、デフォルトの読み取りポリシーは siteread
です。
必要に応じて、次のコマンドを使って、ボリュームに siteread ポリシーを設定できます。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol siteread volume

ホストに対してサイト名が設定されていない場合、このコマンドは無効です。
p.348 の 「ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更」 を参照してください。

ボリュームの格納領域に対するサイトベースの割り当て
次に示すように、vxassist コマンドを使って、指定したサイトに存在するストレージのみ
からボリュームを作成できます。
# vxassist -g diskgroup make volume size site:site1 ¥
[allsites={on|off}] [siteconsistent={on|off}]

ストレージクラス site は、enclr、ctlr、disk などの他のストレージクラスと同様に、
vxassist コマンドで使います。
p.309 の 「ターゲット、コントローラまたはエンクロージャをまたがるミラーの作成」 を参照し
てください。
Site Awareness ライセンスがリモートミラー設定のすべてのホストにインストールされ、ボ
リュームに対してサイトの一貫性が有効になっている場合、vxassist コマンドはディスク
グループに登録されている複数のサイトにわたってストレージを割り当てようとします。す
べてのサイトで十分なストレージがない場合、コマンドは allsites=off 属性を指定し
ない限りエラーになります。
デフォルトでは、サイトの一貫性が設定されたディスクグループ内のボリュームに対して
allsites 属性が on に設定されます。サイトの一貫性が設定されたディスクグループ内
の RAID 5 ボリュームでは、allsites 属性と siteconsistent 属性を off に設定する
必要があります。
複数のコントローラにわたるミラー化と同様に、ディスクグループに登録されたすべてのサ
イトでプレックスが作成されるようにすることも可能です。
# vxassist -g diskgroup make volume size mirror=site
allsites 属性と siteconsistent 属性を組み合わせて、一部のサイトのみにプレック

スを持つ、サイトの一貫性がないミラーボリュームを作成できます。
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# vxassist -g diskgroup make volume size mirror=site ¥
site:site1 site:site2 ... allsites=off siteconsistent=off

すべてのサイトにプレックスを持つ、サイトの一貫性がない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 diskgroup make volume size mirror=site ¥
allsites=on siteconsistent=off

一部のサイトのみにプレックスを持つ、サイトの一貫性がある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 diskgroup make volume size mirror=site ¥
site:site1 site:site2 ... allsites=off siteconsistent=on

すべてのサイトにプレックスを持つ、サイトの一貫性がある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 diskgroup make volume size mirror=site ¥
allsites=on siteconsistent=on

ミラーの数を指定すると、各ミラーが異なるサイトに作成されます。
# vxassist -g diskgroup make volume size mirror=site ¥
nmirror=2 site:site1 site:site2 [allsites={on|off}] ¥
[siteconsistent={on|off}]

ボリュームにサイトの一貫性を持たせるには、指定するミラー数をサイト数と同数にする必
要があります。

サイトを指定したストレージ割り当ての例
表 14-1 に、vxassist コマンドでサイトを使ってストレージを割り当てる方法の例を示し
ます。この例では、ディスクグループ ccdg はサイトの一貫性が有効にされており、site1
と site2 の 2 つのサイトでディスクが構成されているものとします。
表 14-1

サイトを指定したストレージ割り当ての例

コマンド

説明

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2

各サイトにミラーを 1 つ持つボリュームを
作成します。nmirror キーワードはオ
プションです。nmirror キーワードを指
定する場合、その値はサイト数と同じ値
にする必要があります。
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コマンド

説明

# vxassist -g ccdg -o ordered ¥
make vol 2g ¥
layout=mirror-stripe ncol=3 ¥
ccdg01 ccdg02 ccdg03 ccdg09 ¥
ccdg10 ccdg11

複数のサイトにわたる冗長性を有効にす
るために、割り当て順を指定してミラー化
ストライプボリュームを作成します。名前
付きのディスクには該当するサイト名のタ
グが設定されており、各サイトにはボ
リュームを作成するための十分なディス
クがある必要があります。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 ccdg01 ccdg09

名前付きの各ディスクにミラーを 1 つ持
つボリュームを作成します。名前付きの
ディスクには該当するサイト名のタグが設
定されており、各サイトにはボリュームを
作成するための十分なディスクがある必
要があります。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 siteconsistent=off ¥
allsites=off

サイトの一貫性が設定されていないミラー
ボリュームを作成します。両方のミラー
は、ディスクグループ内の利用可能ない
ずれかのストレージから割り当てられま
す。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 site:site2 ¥
siteconsistent=off ¥
allsites=off

サイトの一貫性が設定されていないミラー
ボリュームを作成します。両方のミラー
は、site2 に所属するタグが設定され
たディスクグループ内の利用可能ないず
れかのストレージから割り当てられます。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 !site:site1 ¥
siteconsistent=off ¥
allsites=off

サイトの一貫性が設定されていないミラー
ボリュームを作成します。両方のミラー
は、site1 に所属するタグが設定され
たディスクグループ内の利用可能ないず
れかのストレージから割り当てられます。

# vxassist -g ccdg mirror vol ¥
site:site1

指定したサイトにミラーを追加します。こ
のコマンドは、サイトに利用可能なスト
レージが十分ないとエラーになります。

# vxassist -g ccdg remove ¥
mirror vol site:site1

指定したサイトのボリュームからミラーを
削除します。ボリュームにサイトの一貫性
が設定されている場合、サイトの最後の
プレックスを削除しようとするとコマンドは
エラーになります。
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コマンド

説明

# vxassist -g ccdg growto vol 4g

ボリュームを拡張します。ボリュームにサ
イトの一貫性が設定されている場合、各
サイトに利用可能なストレージが十分な
いと、このコマンドはエラーになります。

既存のディスクグループに対するサイトの一貫性の設定
既存のディスクグループにサイトの一貫性を設定するには、次の手順を実行します。

1

ディスクグループに対して vxdg upgrade コマンドを実行して、ディスクグループが
少なくともバージョン 140 に更新されていることを確認します。
# vxdg upgrade diskgroup

2

ディスクグループにアクセスできる各ホストでサイト名を定義します。
# vxdctl set site=sitename

3

ディスクグループ内のすべてのディスクに該当するサイト名のタグを設定します。
# vxdisk [-g diskgroup] settag site=sitename

disk1 disk2

また、指定したエンクロージャ内のすべてのディスクにタグを設定するには、次のコ
マンドを使います。
# vxdisk [-g diskgroup] settag site=sitename
encl:encl_name

4

サポートされていない RAID-5 ボリュームを別のディスクグループへ移動するには、
vxdg move コマンドを使います。または、vxassist convert コマンドを使って、ボ
リュームを mirror、mirror-stripe などのサポートされているレイアウトに変換しま
す。site や mirror=site ストレージ割り当て属性を使って、正しいストレージにプ
レックスが作成されるようにできます。

5

各サイトでのボリュームのプレックス数が等しくなるようにするには、vxevac コマンド
を使います。site や mirror=site ストレージ割り当て属性を使って、正しいスト
レージにプレックスが作成されるようにできます。

6

各サイトのサイトレコードをディスクグループに登録します。
# vxdg -g diskgroup addsite sitename
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7

ディスクグループに対するサイトの一貫性をオンにします。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=on

8

ディスクグループ内の既存の各ボリュームに対するサイトの一貫性をオンにします。
# vxvol [-g diskgroup] set siteconsistent=on volume ...

ファイアドリル - 設定のテスト
警告: サービスまたはデータの潜在的な損失を回避するには、次の手順を稼動中のシス
テムで実行しないことをお勧めします。
サイトのボリュームとディスクグループの一貫性を有効にしてから、考えられる各種の障害
が発生した場合に実行する手順の有効性を確認してください。ファイアドリルを使うと、サ
イト障害などの災害シナリオからのリカバリ中にサイトを正常に起動できることをテストでき
ます。

サイト障害のシミュレート
サイトの障害をシミュレートするには、次のコマンドを使って指定したサイトのすべてのデ
バイスを切断します。
# vxdg -g diskgroup [-f] detachsite sitename

サイトのストレージに設定されたプレックスのいずれかが現在オンラインである場合、-f
オプションを指定する必要があります。
サイトが切断された後、利用可能なサイトでアプリケーションが正しく動作する必要があり
ます。この手順はプライマリサイトが正常であることを確認します。セカンダリサイトを確認
することで、ファイアドリルを続行します。

セカンダリサイトの確認
プライマリサイトからサイトを切断したら、アプリケーションがセカンダリサイトで正しく起動
するかどうかを確認します。ファイアドリルは、プライマリサイトで災害が発生したときにア
プリケーションをセカンダリで確実に動作できるようにします。この手順は、ファイアドリル
操作が開始される前にアプリケーションが正しく動作していることを前提とします。
セカンダリサイトを確認するには、次のコマンドを使って、切断されたサイトを異なるホスト
にインポートします。
vxdg -o site=sitename import dgname
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次に、アプリケーションを開始します。アプリケーションがセカンダリサイトで正しく動作す
れば、セカンダリのサイトの整合性が確認されます。

シミュレート用のサイト障害からのリカバリ
次のコマンドを使って、サイトを再接続し、ディスクグループをリカバリします。
# vxdg -g diskgroup [-o overridessb] reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup

シリアルスプリットブレイン条件を指示した場合、-o overridessb オプションの指定が
必要なことがあります。

障害シナリオとリカバリ手順
表 14-2 に、考えられる障害のシナリオと、リモートミラー機能のリカバリ手順を示します。
表 14-2

障害シナリオとリカバリ手順

障害シナリオ

リカバリ手順

サイト間のネットワークリンクの中 p.516 の 「サイト接続性の損失からのリカバリ」 を参照してくださ
断
い。
サイトにあるホストの障害

p.517 の 「ホスト障害からのリカバリ」 を参照してください。

サイトにあるストレージの障害

p.517 の 「ストレージ障害からのリカバリ」 を参照してください。

サイトにあるホストとストレージ両 p.517 の 「サイト障害からのリカバリ」 を参照してください。
方の障害

サイト接続性の損失からのリカバリ
サイト間のネットワークリンクが中断された場合、アプリケーション環境が引き続き並行して
実行され、そのために各サイトのディスクグループの設定コピー間に不整合が発生する
ことがあります。その場合、サイト間の接続性が復元されたときに、サイト間にシリアルスプ
リットブレイン条件が発生していることがあります。優先されるディスクグループの設定コ
ピーのバージョンを持つサイトを 1 つ選択する必要があります。他のサイトの設定コピー
は、これらのコピーから更新できます。
次のコマンドを使って、サイトを再接続し、ディスクグループをリカバリします。
# vxdg -g diskgroup -o overridessb reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup
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リモートサイトの唯一のストレージがある単一のサイトでホストシステムを設定した場合は、
ストレージがオンラインに復帰したときに VxVM の通常の再同期機構を使ってリモートプ
レックスを回復します。

ホスト障害からのリカバリ
サイトの 1 つ以上のクラスタノードで障害が発生し、ストレージは引き続きオンラインのと
き、Storage Foundation HA 製品の場合は VCS のフェールオーバーによって、ノード
が Storage Foundation Cluster File System ソフトウェアによってサポートされる共有
ディスクグループのマスターであった場合はノードのテイクオーバーによって処理されま
す。

ストレージ障害からのリカバリ
サイトでストレージに障害が発生した場合、サイトの一貫性が設定されたボリュームにそ
のサイトで利用可能な他のミラーがあるときは、そのストレージに設定されたプレックスは
ローカルで切断されます。VxVM のホットリロケーション機能は、ディスクグループ内の利
用可能な他のストレージに障害の発生したプレックスを再作成しようとします。サイトの一
貫性が設定されたボリュームの稼動中プレックスがサイトに残っておらず、ホットリロケー
ションがそのサイトにプレックスを再作成できない場合、そのサイトは切断されます。サイ
トの接続性は失われていないため、そのサイトのホストで実行中のアプリケーションは、引
き続き他のサイトのデータにアクセスできます。
ストレージがオンラインに復帰すると、vxsited はサイトを自動的に再接続します。
p.518 の 「サイトの自動再接続」 を参照してください。
vxsited が動作しない場合、次のコマンドを使ってサイトを再接続し、ディスクグループ

をリカバリします。
# vxdg -g diskgroup reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup

サイト障害からのリカバリ
サイトのすべてのホストとストレージに障害が発生した場合、サイトがオンラインに復帰し
てから次のコマンドを使ってサイトを再接続し、ディスクグループをリカバリします。
# vxdg -g diskgroup [-o overridessb] reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup
-o overridessb オプションは、シリアルスプリットブレイン状態が示された場合のみ必

要です。シリアルスプリットブレイン状態は、プライベートネットワークリンクが動作不能の
ときにサイトが起動された場合に発生することがあります。このオプションは、再接続され
たサイトの設定データベースを他のサイトの一貫性のあるコピーで更新します。
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サイトの自動再接続
サイトの自動再接続デーモン vxsited は、サイトの自動再接続を実現します。vxsited
デーモンは、vxnotify 機構を使って、サイトで障害が発生した後にオンラインに復帰す
るストレージを監視し、サイト間でミラーの冗長性を復元します。
ホットリロケーションデーモン vxrelocd が動作している場合、vxsited はサイトの再接
続を試みて、vxrelocd がディスクグループ内の利用可能なディスクを使って障害の発
生したサブディスクを再配置できるようにします。vxrelocd は、障害の発生したサブディ
スクの再配置に成功すると、サイトでプレックスのリカバリを開始します。すべてのプレック
スのリカバリが完了すると、プレックスは ACTIVE 状態になり、サイトの状態は ACTIVE に
設定されます。
vxrelocd が動作していない場合、vxsited は、そのサイトのすべてのディスクがアクセ

ス可能になった場合にのみサイトを再接続します。再接続が成功すると、vxsited はサ
イトの状態を ACTIVE に設定し、プレックスのリカバリを開始します。すべてのプレックス
がリカバリされたら、プレックスは ACTIVE 状態になります。
メモ: vxsited は、ユーザーが vxdg detachsite コマンドを使って明示的に切断した
サイトの再接続を試みません。
サイトの自動再接続機能はデフォルトで有効になっています。vxsited デーモンは、サ
イトの再接続が試みられたり、それらのサイトでプレックスのリカバリが試みられると、電子
メールを使って root に通知します。
他のユーザーにメールを送信するには、起動スクリプト /etc/init.d/vxvm-recover
内の vxsited を開始する行にユーザー名を追加して、システムを再ブートします。
サイトの自動リカバリを行わない場合は、vxsited デーモンを強制終了し、そのデーモン
が再起動されないようにします。デーモンを強制終了するには、コマンドラインから次のコ
マンドを実行します。
# ps -afe
vxsited のプロセステーブルエントリを見つけ、そのプロセス ID を指定して強制終了し

ます。
# kill -9 PID

プロセステーブルに vxsited エントリがなければ、サイトの自動再接続機能は無効にな
ります。
サイトの自動再接続機能を再起動しないようにするには、起動スクリプト
/etc/init.d/vxvm-recover 内の vxsited を開始する行をコメントアウトします。

15
Storage Expert の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Expert について

■

Storage Expert のしくみ

■

Storage Expert を使う前に

■

Storage Expert の実行

■

Storage Expert を使った設定上の問題の識別

Storage Expert について
設定が大規模かつ複雑な場合、その設定に関するデータの収集や解釈にシステム管理
者が苦慮するケースは少なくありません。Veritas Storage Expert は、VxVM に関する
設定上の問題の診断に役立つよう設計されています。
Storage Expert は、一連のシンプルなコマンドで構成され、VxVM 設定データを収集
し、ベストプラクティスと比較します。その上で、基準を満たしていないオブジェクトを示す
概略レポートを作成し、VxVM 設定の改善案を提示します。
管理者はこれらのツールを独自に設定して VxVM システムを検証し、その設定が最適
かどうかをチェックすることができます。このツールは、システム規模の大小を問わず使え
ます。
p.520 の 「Storage Expert のしくみ」 を参照してください。
p.520 の 「Storage Expert を使う前に」 を参照してください。
p.520 の 「Storage Expert の実行」 を参照してください。
p.523 の 「Storage Expert を使った設定上の問題の識別」 を参照してください。
p.529 の 「ルールの定義と属性」 を参照してください。
vxse（1M）マニュアルページを参照してください。
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Storage Expert のしくみ
Storage Expert コンポーネントは、ルールスクリプトのセットとルールエンジンで構成され
ています。ルールエンジンはスクリプトを実行して ASCII 出力を生成し、その出力は
Storage Expert の Report Generator によって編成およびアーカイブされます。この出
力には、VxVM 設定の、設定基準を満たしていない領域に関する情報が含まれていま
す。デフォルトの出力先は画面ですが、標準の出力リダイレクト機能を使ってファイルに
出力することもできます。

Storage Expert を使う前に
Storage Expert は、VRTSvxvm パッケージに含まれています。vxse を実行するには、
VEA グラフィカルユーザーインターフェースを使わない場合でも、次のパッケージをイン
ストールしておく必要があります。
■ VRTSob
■ VRTSvmpro

また、コマンド /opt/VRTS/bin/vxsvc を実行して、システムで VEA サービスを起動し
ておく必要があります。

Storage Expert の実行
実行可能なルールファイルは、/opt/VRTS/vxse/vxvm ディレクトリにあります。このディ
レクトリには、PATH 変数を追加することをお勧めします。
ルールを呼び出すコマンドライン構文は、次のとおりです。
# rulename [options] keyword [attribute=value ...]

ルールごとに実行する機能は異なります。
p.529 の 「ルールの定義と属性」 を参照してください。
次のオプションを指定することもできます。
-d defaults_file

別のデフォルトファイルを指定します。

-g diskgroup

詳細出力形式を指定します。

-v

検証するディスクグループを指定します。

次のキーワードの 1 つを指定する必要があります。
check

ルールの属性で使われるデフォルト値を一覧表示します。
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info

ルールの処理内容を表示します。

list

設定可能なルールの属性を一覧表示します。

run

ルールを実行します。

p.529 の 「ルールの定義と属性」 を参照してください。

ルールの処理内容の確認
ルールの処理内容に関する詳細情報を取得するには、次の例に示すように info キー
ワードを指定します。
# vxse_stripes2 info
VxVM vxse:vxse_stripes2 INFO V-5-1-6153 This rule checks for
stripe volumes which have too many or too few columns

ルール属性とデフォルト値の表示
特定のルールに使える属性を表示するには、list キーワードを指定します。次の例で
は、ルール vxse_drl1 について 1 つの属性 mirror_threshold が表示されています。
# vxse_drl1 list
VxVM vxse:vxse_drl1 INFO V-5-1-6004
vxse_drl1 - TUNEABLES default values
---------------------------------------------------------mirror_threshold - large mirror threshold size
Warn if a mirror is of greater
than this size and does not have
an attached DRL log.

指定したルールの属性のデフォルト値を表示するには、次の例に示すように check キー
ワードを指定します。
# vxse_stripes2 check
vxse_stripes2 - TUNEABLES
---------------------------------------------------------VxVM vxse:vxse_stripes2 INFO V-5-1-5546
too_wide_stripe - (16) columns in a striped volume
too_narrow_stripe - (3) columns in a striped volume

ルールの各属性のデフォルト値が一覧表示されます。
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p.529 の 「ルールの定義と属性」 を参照してください。
ルールの動作を変更するには、この属性の値を変更します。
p.522 の 「ルール属性の設定」 を参照してください。

ルールの実行
run キーワードは、ディスクグループやファイル名に対するデフォルトまたは再設定され

たルールを呼び出します。次に例を示します。
# vxse_dg1 -g mydg run
VxVM vxse:vxse_dg1 INFO V-5-1-5511 vxse_vxdg1 - RESULTS
---------------------------------------------------------vxse_dg1 PASS:
Disk group (mydg) okay amount of disks in this disk group (4)

これは、指定したディスクグループ（mydg）がこのルールに設定されている条件を満たし
ていることを示します。
p.522 の 「ルールの結果タイプ」 を参照してください。
Storage Expert を cron ジョブとして実行するように設定すると、管理者への通知および
レポートの自動アーカイブが有効になります。

ルールの結果タイプ
ルールを実行すると、ルールに照らして検証されたオブジェクトの状態を示す出力が生
成されます。
INFO

指定したオブジェクトに関する情報を示します（例: ［RAID 5 ボリュームにロ
グがありません。（RAID-5 does not have a log.）］）。

PASS

オブジェクトがルールの条件を満たしていることを示します。

VIOLATION

オブジェクトがルールの条件を満たしていないことを示します。

ルール属性の設定
属性は次の方法で設定できます。
■

コマンドラインに属性を入力します。次に例を示します。
# vxse_drl2 -g mydg run large_mirror_size=30m

■

独自のデフォルトファイルを作成し、そのファイルをコマンドラインで指定します。

第 15 章 Storage Expert の使用
Storage Expert を使った設定上の問題の識別

# vxse_drl2 -d mydefaultsfile run

このファイルの各行には、ルールの属性値の定義を次の形式で記述します。
rule_name,attribute=value

たとえば、次のようなエントリを記述すると、ルール vxse_drl2 の属性
large_mirror_size の値を 20 GB に設定することができます。
vxse_drl2,large_mirror_size=20g

行の先頭に # 文字を挿入すると、その行の値は無視されます。次に例を示します。
#vxse_drl2,large_mirror_size=20g
■ /etc/default/vxse ファイルで定義されている属性値を編集します。属性値を編集

する際は、変更をもとに戻す必要が生じた場合に備えてファイルのバックアップコピー
を作成しておきます。
属性は、次の優先順位に従って適用されます（優先順位の高い順）。
■

コマンドラインで指定された値

■

ユーザー定義のデフォルトファイルで指定された値

■ /etc/default/vxse
■

ファイル内のコメントアウトされていない値

コンパイル時に定義された組み込み値

Storage Expert を使った設定上の問題の識別
ストレージ環境に支障を及ぼす可能性がある設定上の問題の診断を支援するため、
Storage Expert には多数のルールが用意されています。各ルールには関係する問題が
記述されており、改善策も提案されます。
ルールは、次のカテゴリの問題を診断するのに役立ちます。
■

リカバリ時間

■

ディスクグループ

■

ディスクのストライプ化

■

ディスクのスペアと再配置管理

■

ハードウェア障害

■

ルータビリティ

■

システム名

p.529 の 「ルールの定義と属性」 を参照してください。
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リカバリ時間
ベストプラクティスに基づくルールの一部は、ストレージ設定がディスクやシステムの障害
に耐えられるだけの障害許容力を備えているかどうかのチェックに使えます。

物理ディスク上の複数の RAID 5 ログのチェック（vxse_disklog）
同じ物理ディスク上に複数の RAID 5 ログが存在するかどうかをチェックするには、ルー
ル vxse_disklog を実行します。
冗長性を確保するには、同じ物理ボリュームの RAID 5 ログミラーは別個の物理ディスク
に配置する必要があります。1 つのディスク上に複数の RAID 5 ログが存在する場合も、
リカバリプロセスがより長く複雑なものになります。

DRL のない大規模なミラーボリュームのチェック（vxse_drl1）
大規模なミラーボリューム（1 GB 以上）に DRL(Dirty Region Log)が関連付けられてい
るかどうかをチェックするには、ルール vxse_drl1 を実行します。
DRL を作成すると、システムクラッシュ後のミラーボリュームのリカバリが高速化されます。
DRL は変更された領域を追跡し、その追跡情報に基づき必要部分に限定してボリュー
ムのリカバリを実行します。DRL がない場合、リカバリを完了するにはボリュームの全内容
をミラー間でコピーする必要があります。このプロセスは所要時間が長く、I/O を集約的に
使います。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。

DRL がミラー化されていない大規模なミラーボリュームのチェック
（vxse_drl2）
大規模なミラーボリュームの DRL ログがミラー化されているかどうかをチェックするには、
ルール vxse_drl2 を実行します。
DRL ログをミラー化すると、ディスク障害発生時の保護が強化されます。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。

RAID 5 ログのない RAID 5 ボリュームのチェック（vxse_raid5log1）
RAID 5 ボリュームに RAID 5 ログが関連付けられているかどうかをチェックするには、
ルール vxse_raid5log1 を実行します。
RAID 5 ログが存在しない場合、システム障害や RAID 5 ボリュームを構成するディスク
の障害が発生すると、実行中の書き込みとは無関係のデータが失われたり壊れる可能性
があります。
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p.341 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

RAID 5 ログサイズの最小値と最大値のチェック（vxse_raid5log2）
RAID 5 ログが推奨サイズの範囲内にあるかどうかをチェックするには、ルール
vxse_raid5log2 を実行します。
推奨サイズは 64 MB - 1 GB です。vxse_raid5log2 を実行した結果、ログのサイズがこ
の範囲外にあることが検出された場合は、ログを置き換えてサイズを調整します。

ミラー化されていない RAID 5 ログのチェック（vxse_raid5log3）
大規模なボリュームの RAID 5 ログがミラー化されているかどうかをチェックするには、ルー
ル vxse_raid5log3 を実行します。
RAID 5 ログのミラーを作成すると、単一のディスクの障害によってデータが失われるのを
防ぐことができます。vxse_raid5log3 を実行した結果、大規模な RAID 5 ボリュームの
ログがミラー化されていないことが検出された場合は、ログをミラー化することを強くお勧
めします。
p.341 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

ディスクグループ
ディスクグループは VxVM ストレージ設定の基本であるため、ディスクグループの整合
性と障害許容力の管理は重要な意味を持ちます。Storage Expert には、ディスクグルー
プと関連オブジェクトの状態をチェックするためのルールが複数用意されています。

設定データベースが容量の上限を超えているかどうかのチェック
（vxse_dg1）
ディスクグループ設定データベースが容量の上限を超えているかどうかをチェックするに
は、vxse_dg1 を実行します。
特に指定しない限り、このルールは 1 つのディスクグループのディスク数を 250 に制限
するよう推奨します。ディスクグループのいずれかがこの制限を超えた場合は、新しいディ
スクグループの作成を検討する必要があります。1 つのディスクグループ内に設定できる
オブジェクトの数は、ディスクグループ内の各オブジェクトの設定情報を格納するプライ
ベートリージョンのサイズによって制限されます。プライベートリージョンを持つディスクグ
ループ内の各ディスクは、この設定データベースのコピーを個別に格納しています。
p.213 の 「ディスクグループの作成」 を参照してください。
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ディスクグループの設定コピーとログのチェック（vxse_dg2）
各ディスクグループについて、ディスクグループの設定コピーおよびディスクグループロ
グのコピーの数が上限または下限を超えているかどうかチェックするには、ルール
vxse_dg2 を実行します。

「on disk config」のサイズのチェック（vxse_dg3）
ディスクグループの「on disk config」のサイズが正しく設定されているかどうかをチェック
するには、ルール vxse_dg3 を実行します。

ディスクグループのバージョン番号のチェック（vxse_dg4）
ディスクグループのバージョン番号をチェックするには、ルール vxse_dg4 を実行します。
最適な結果を得るためには、インストール済みの VxVM のバージョンでサポートされて
いる最新バージョンのディスクグループを使う必要があります。
p.255 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

ディスクグループの設定ディスク数のチェック（vxse_dg5）
ディスクグループ内の VxVM 設定ディスクが 1 つのみかどうかを確認するには、ルール
vxse_dg5 を実行します。
p.212 の 「ディスク情報の表示」 を参照してください。

インポートされていないディスクグループのチェック（vxse_dg6）
VxVM に認識されても、インポートされないディスクグループをチェックするには、ルール
vxse_dg6 を実行します。
p.218 の 「ディスクグループのインポート」 を参照してください。

ディスクグループに属していない初期化済み VM ディスクのチェッ
ク（vxse_disk）
ディスクグループに属していない初期化済みディスクの有無を調べるには、ルール
vxse_disk を実行します。ディスクの一覧が出力され、各ディスクがディスクグループに
属しているかどうかを確認できます。
p.215 の 「ディスクグループへのディスクの追加」 を参照してください。

ボリュームの冗長性のチェック（vxse_redundancy）
ボリュームに冗長性があるかどうかをチェックするには、ルール vxse_redundancy を実
行します。
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このルールを実行すると、ボリュームの一覧と、各ボリュームに関連付けられているミラー
の数が表示されます。vxse_redundancy を実行した結果、ボリュームに関連付けられて
いるミラーがないことが判明した場合は、ディスク障害の発生時にデータが失われる可能
性があるため、ミラーを作成してこの問題を修正する必要があります。
p.327 の 「ボリュームへのミラーの追加」 を参照してください。

プレックスとボリュームの状態のチェック（vxse_volplex）
ディスクグループに未使用のオブジェクト（プレックス、ボリュームなど）があるかどうかを
チェックするには、ルール vxse_volplex を実行します。このルールによる通知は、特に
次のいずれかが存在する場合に行われます。
■

無効にされたプレックス

■

切断されたプレックス

■

停止されたボリューム

■

無効にされたボリューム

■

無効にされたログ

■

有効にされていないプレックス

■

リカバリが必要なボリューム

p.281 の 「プレックスの再接続」 を参照してください。
p.327 の 「ボリュームの起動」 を参照してください。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

ディスクのストライプ化
ストライプ化を使うと、システムパフォーマンスが向上します。一部のルールは、ストライプ
化プレックスや RAID 5 プレックス内のカラム数、カラムのストライプユニットサイズなど、
重要なパラメータの監視に使えます。

大規模なミラー化ストライプボリュームの設定のチェック
（vxse_mirstripe）
大規模なミラー化ストライプボリュームをストライプ化ミラーボリュームとして再設定する必
要があるかどうかをチェックするには、ルール vxse_mirstripe を実行します。
冗長性を高め、障害発生後のリカバリ時間を速めるには、再レイアウトを使って、大規模
なミラー化ストライプボリュームをストライプ化ミラーボリュームとして再設定する必要があり
ます。
p.360 の 「階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換」 を参照してください。
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RAID 5 ボリューム内のカラム数のチェック（vxse_raid5）
RAID 5 ボリューム内のカラム数が下限または上限を超えているかどうかチェックするに
は、ルール vxse_raid5 を実行します。
特に指定しない限り、RAID 5 プレックスのカラム数は 5 以上 7 以下にする必要があると
いう前提でチェックが実行されます。
p.353 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を参照してください。

ストライプボリュームのストライプユニットサイズのチェック
（vxse_stripes1）
特に指定しない限り、ルール vxse_stripes1 は、ボリュームのストライプユニットサイズ
が 8 KB の整数倍に設定されていない場合に違反を報告します。
p.353 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を参照してください。

ストライプボリューム内のカラム数のチェック（vxse_stripes2）
ストライプ化プレックス内のカラム数のデフォルト値は 16 と 3 です。特に指定しない限り、
ルール vxse_stripes2 は、ボリューム内のストライプ化プレックスのカラム数が 3 より少
ないか 16 より多い場合に違反を報告します。
p.353 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を参照してください。

ディスクのスペアと再配置管理
ディスク障害が発生すると、VxVM のホットリロケーション機能により、ディスクグループ内
のスペアディスクを使ってボリュームの冗長性が復元されます。

ディスクグループ内のスペアディスク数のチェック（vxse_spares）
ベストプラクティスに基づくこのルールは、ディスクグループ内のディスクの 10 % - 20 %
をスペアディスクとして割り当てる必要があるという前提に立ってチェックを実行します。特
に指定しない限り、vxse_spares はディスクグループがこの制限の範囲内にあるかどう
かをチェックします。
p.445 の 「ホットリロケーションについて」 を参照してください。

ハードウェア障害
VxVM は、障害の発生したディスクおよび無効にされたコントローラに関する情報を保持
します。

第 15 章 Storage Expert の使用
Storage Expert を使った設定上の問題の識別

ディスク障害と無効になったコントローラのチェック
（vxse_dc_failures）
ルール vxse_dc_failures は、障害の発生したディスクおよび無効にされたコントロー
ラがシステムに存在するかどうかを検出する場合に使えます。

ルータビリティ
ルートディスクは、VxVM の制御下に置いてミラー化できます。

ルートミラーの有効性のチェック（vxse_rootmir）
ルール vxse_rootmir は、起動可能なすべてのルートミラーが正しく設定されているか
どうかおよびすべてのシステムボリュームの冗長性レベルが同じであるかどうかを確認す
る場合に使えます。
p.119 の 「ルータビリティ」 を参照してください。

システム名
VxVM で認識されるシステム名が一貫性を持っているかをチェックできます。

システム名のチェック（vxse_host）
ルール vxse_host は、ファイル /etc/vx/volboot に記述されているシステム名が、
ブート時にシステムに割り当てられた名前と同じかどうかをチェックする場合に使うことが
できます。

ルールの定義と属性
info キーワードを使うと、ルールの説明を表示できます。

p.521 の 「ルールの処理内容の確認」 を参照してください。
表 15-1 に、利用できるルール定義、ルール属性、およびそのデフォルト値を一覧表示し
ます。
表 15-1

Storage Expert のルールの定義

ルール

説明

vxse_dc_failures

障害の発生したディスクおよび無効にされたコントローラをチェッ
クし、指摘します。

vxse_dg1

ディスクグループの容量が上限を超えているディスクグループ設
定の有無をチェックします。
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ルール

説明

vxse_dg2

ディスクグループ内のディスクグループ設定コピーやディスクグ
ループログのコピーの数が上限または下限を超えているディスク
グループ設定の有無をチェックします。

vxse_dg3

ディスクグループ設定をチェックして、ディスクグループの「on
disk config」のサイズが正しく設定されているかどうかを確認しま
す。

vxse_dg4

バージョンが最新ではなく、アップグレードが必要なディスクグ
ループの有無をチェックします。

vxse_dg5

VxVM 設定ディスクが 1 つのみであるディスクグループの有無を
チェックします。

vxse_dg6

認識されているもののインポートされていないディスクグループの
有無をチェックします。

vxse_disk

VM 用に初期化されているもののディスクグループに属していな
いディスクの有無をチェックします。

vxse_disklog

2 つ以上の RAID 5 ログが存在する物理ディスクの有無をチェッ
クします。

vxse_drl1

DRL ログが関連付けられていない大規模なミラーボリュームの有
無をチェックします。

vxse_drl2

DRL ログがミラー化されていない大規模なミラーボリュームの有
無をチェックします。

vxse_host

/etc/vx/volboot ファイルに記述されているシステムのホス
ト名が、起動時にシステムに割り当てられたホスト名と同じかどう
かをチェックします。

vxse_mirstripe

大規模なミラー化ストライプボリュームをストライプ化ミラーボリュー
ムとして再レイアウトする必要があるかどうかをチェックします。

vxse_raid5

サイズが下限または上限を超えている RAID 5 ボリュームの有無
をチェックします。

vxse_raid5log1

ログが関連付けられていない RAID 5 ボリュームの有無をチェッ
クします。

vxse_raid5log2

RAID 5 ログが推奨サイズの範囲内にあるかどうかをチェックしま
す。

vxse_raid5log3

RAID 5 ログがミラー化されていない大規模な RAID 5 ボリューム
の有無をチェックします。
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ルール

説明

vxse_redundancy

ボリュームの冗長性をチェックします。

vxse_rootmir

すべてのルートミラーが実際に起動できるように正しく設定されて
いるかどうかおよびすべてのシステムボリュームの冗長性レベル
が同じであるかどうかをチェックします。

vxse_spares

ディスクグループ内のスペアディスク数が、ベストプラクティスに基
づく VxVM のしきい値の範囲内にあるかどうかをチェックします。

vxse_stripes1

ストライプユニットサイズがデフォルト値と一致しないストライプボ
リュームの有無をチェックします。

vxse_stripes2

カラム数が上限または下限を超えているストライプボリュームの有
無をチェックします。

vxse_volplex

次のような、様々な状態のボリュームとプレックスをチェックしま
す。
■

無効にされたプレックス

■

切断されたプレックス

■

停止されたボリューム

■

無効にされたボリューム

■

無効にされたログ

■

有効にされていないプレックス

■

リカバリが必要なボリューム

list キーワードと check キーワードを使うと、ルールに使える属性を参照したり、その属

性のデフォルト値を表示することができます。
p.522 の 「ルールの実行」 を参照してください。
表 15-2 に、利用できるルール属性とそのデフォルト値を一覧表示します。
表 15-2

ルール属性とデフォルトの属性値

ルール

属性

デフォルト値 説明

vxse_dc_failures

-

-

vxse_dg1

max_disks_ 250
per_dg

ユーザーが設定できる変数は
ありません。
ディスクグループ内に存在す
るディスクの最大数。ディスク
グループ内のディスク数がこの
値を上回っている場合に警告
します。
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ルール

属性

デフォルト値 説明

vxse_dg2

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_dg3

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_dg4

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_dg5

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_dg6

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_disk

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_disklog

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_drl1

mirror_thre 1g（1GB）
shold

大規模なミラーのしきい値サイ
ズ。ミラーのサイズがこの値を
上回っており、関連付けられて
いる DRL ログがない場合に警
告します。

vxse_drl2

large_mirror 20g（20GB）
_size

大規模なミラー化ストライプボ
リュームのしきい値サイズ。ミ
ラー化ストライプボリュームの容
量がこの値を上回っている場
合に警告します。

vxse_host

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_mirstripe

large_mirror 1g（1GB）
_size

-

大規模なミラー化ストライプボ
リュームのしきい値サイズ。
ミラー化ストライプボリュームの
容量がこの値を上回っている
場合に警告します。
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ルール

属性

デフォルト値 説明

nsd_threshold 8

サブディスクの大規模なミラー
化ストライプボリュームのサブ
ディスク数のしきい値。ミラー化
ストライプボリュームのサブディ
スク数がこの値を上回っている
場合に警告します。

too_narrow_ 4
raid5

RAID 5 カラム数の最小値。
RAID 5 カラムの実際の数がこ
の値を下回っている場合に警
告します。

too_wide_
raid5

8

RAID 5 カラム数の最大値。
RAID 5 カラムの実際の数がこ
の値を上回っている場合に警
告します。

vxse_raid5log1

-

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_raid5log2

r5_max_size 1g（1GB）

vxse_raid5

RAID 5 ログのサイズのチェッ
クに使う最大値。RAID 5 ログ
のサイズがこの値を上回って
いる場合に警告します。

r5_min_size 64m（64MB） RAID 5 ログのサイズのチェッ
クに使う最小値。RAID 5 ログ
のサイズがこの値を下回って
いる場合に警告します。
vxse_raid5log3

large_vol_size 20g（20GB）

大規模な RAID 5 ボリュームの
しきい値サイズ。RAID 5 ボ
リュームの容量がこの値を上
回っており、RAID 5 ログがミ
ラー化されていない場合に警
告します。

vxse_redundancy

volume_redun 0
dancy

ボリュームの冗長性のチェッ
ク。値を 2 にすると、ミラーボ
リュームの冗長性チェックが実
行されます。値を 1 にすると、
RAID 5 ボリュームの冗長性
チェックが実行されます。デ
フォルト値 0 の場合、冗長性
チェックは実行されません。
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ルール

属性

デフォルト値 説明

vxse_rootmir

-

-

vxse_spares

max_disk_ 20
spare_ratio

ディスクグループ内に存在す
るスペアディスクの割合の最大
値。スペアディスクの割合がこ
の値を上回っている場合に警
告します。

min_disk_ 10
spare_ratio

ディスクグループ内に存在す
るスペアディスクの割合の最小
値。スペアディスクの割合がこ
の値を下回っている場合に警
告します。

vxse_stripes1

default
8k (8 KB)
_stripeunit

ストライプボリュームのストライ
プユニットサイズ。ストライプボ
リュームのストライプユニットサ
イズがこの値の整数倍に設定
されていない場合に警告しま
す。

vxse_stripes2

too_narrow_ 3
stripe

ストライプ化プレックス内に存
在するカラム数の最小値。スト
ライプボリューム内のカラム数
がこの値を下回っている場合
に警告します。

too_wide_stri 16
pe

ストライプ化プレックス内に存
在するカラム数の最大値。スト
ライプボリューム内のカラム数
がこの値を上回っている場合
に警告します。

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

vxse_volplex

-

ユーザーが設定できる変数は
ありません。

16
処理効率の監視とチューニ
ング
この章では以下の項目について説明しています。
■

パフォーマンスのガイドライン

■

RAID-5

■

パフォーマンスの監視

■

VxVM のチューニング

パフォーマンスのガイドライン
Veritas Volume Manager（VxVM）では、使用可能なハードウェア上のデータストレー
ジのレイアウトを最適化して、システム全体のパフォーマンスを向上できます。VxVM で
は、次の 2 つの方法を使ってデータストレージのパフォーマンスを最適化できます。
■

使用可能なディスクドライブ間の I/O 負荷を低減する。

■

ストライプ化とミラー化により、最も頻繁にアクセスされるデータの I/O 帯域幅を増や
す。

ミラー化および RAID 5 の場合、VxVM ではデータの冗長性も確保されるため、ディスク
障害が発生した場合にデータへ継続的にアクセスできます。

データの割り当て
ファイルシステムの配置を決定する場合、システム管理者は通常、可能な限りディスクド
ライブ上で I/O 負荷が低減されるようにします。ただし、将来の使用パターンの予測が困
難であったり、ディスクにまたがってファイルシステムを分散することができないため、その
成果には限界があります。たとえば、1 つのファイルシステムにディスクアクセスが集中し
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ている場合、そのファイルシステムを別のディスクに移動すると、ボトルネックもそのディス
クに移動することになります。
VxVM では、ボリュームを複数のディスクに分散できます。このため、データを配置する
場合、より細かなレベルで配置ができます。実際のアクセスパターンを測定したら、ファイ
ルシステムの配置について以前に行った決定を調整できます。ボリュームは、ボリューム
の可用性に悪影響を及ぼさずに、オンラインで再設定できます。

ストライプ化
ボリュームをストライプ化すると、データをスライスに分割し、並行してアクセスできる複数
のデバイス上に格納することで、アクセスパフォーマンスが向上します。ストライプ化プレッ
クスでは、読み取りと書き込みの両操作のアクセス処理効率が向上します。
最も多くアクセスのあるボリューム（ファイルシステムやデータベースを含む）が特定され
れば、それを複数のディスクに対してストライプ化し、このデータへのアクセス帯域幅を増
やすことができます。
図 16-1に、データアクセスのボトルネックとして認識されている 1 つのボリューム（HotVol）
の例を示します。
図 16-1

HotVol
PL1 SD1
Coolvolume

最適なデータアクセスのためのストライプ化の使用

HotVol
PL1 SD2

HotVol
PL1 SD3

HotVol
PL1 SD4

別のボリューム

使用頻度の
低い
ボリューム

home
ディレクトリ
ボリューム

さほど重要
でない
ボリューム

ディスク 1

ディスク 2

ディスク 3

ディスク 4

このボリュームは 4 つのディスクにまたがってストライプ化され、これらのディスクの残りの
領域はアクセスの少ないボリュームで使うための空き領域となっています。

ミラー化
ボリュームをミラー化すると、データの複数のコピーがシステムに格納されます。ミラー化
を適切に使うと、データを継続的に使え、物理的なメディア障害によるデータ損失から保
護できます。ミラー化すると、システムのクラッシュ時またはディスクや他のハードウェアの
障害時にデータのリカバリを実行できる可能性が増加します。
場合によっては、I/O 処理効率を向上させるためにミラー化を使うこともできます。ストライ
プ化と異なり、処理速度が向上するかどうかはディスクアクセスでの書き込みに対する読
み取りの割合によって異なります。システムの作業負荷が主に書き込みに集中する場合
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は（たとえば、書き込みが 30 % 以上）、ミラー化することによって処理速度が低下する可
能性があります。

ミラー化とストライプ化の併用
複数の I/O ストリームがある場合、ミラー化とストライプ化を併用すると、パフォーマンスは
大幅に改善されます。
ストライプ化を使うと、独立したデバイスで並列 I/O ストリームを同時に処理できるため、
全体のスループットが向上します。I/O が 1 つのストライプ内のすべてのストライプユニッ
トにちょうど当てはまる場合、逐次アクセスは最適化されます。
通常、ミラー化はディスク障害によるデータ損失から保護するために使われるため、スルー
プットを低下させる書き込みが集中するような作業負荷になりがちです。このような場合、
ミラー化とストライプ化を併用すると、可用性およびスループットが向上します。
ミラー化ストライプボリュームは、使用可能なディスクの半分をストライプ化して、1 つのス
トライプデータプレックスを形成し、残りのディスクからなるミラーをストライプ化してもう 1
つのストライプデータプレックスを形成することによって作成できます。これは、通常、適
度な信頼性と最適の処理効率が得られるように一連のディスクを設定する最善の方法で
す。ただし、1 つのプレックス内の 1 つのディスク障害によってプレックス全体が利用でき
なくなります。
別の方法として、同じ数のディスクを独立したミラーボリュームに配置し、これらのミラーボ
リュームにまたがってストライプ化プレックスを作成することによって、ストライプ化ミラーボ
リュームを作成することもできます。
p.43 の 「ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）」 を参
照してください。
ミラー内の 1 つのディスクに障害が発生しても、他のミラー内のディスクは使えます。ボ
リュームのサイズが大きい場合やディスクの数が多い場合には、ミラー化ストライプレイア
ウトよりもストライプ化ミラーレイアウトを使うことをお勧めします。

RAID-5
RAID 5 を使うと、ミラー化とストライプ化を併用する場合と同じ多くの利点が得られます
が、必要なディスク領域はより少なくて済みます。RAID 5 の読み取り処理効率はストライ
プ化の読み取り処理速度と同様で、RAID 5 のパリティによりミラー化と同様の冗長性が
確保されます。RAID 5 の欠点は、書き込み処理速度が比較的遅いという点です。
RAID 5 は通常、スループットの処理効率を向上させる方法と見なされてはいませんが、
アプリケーションのアクセスパターンで書き込みに対する読み取りの割合が高いような場
合は、スループットの処理効率が向上します。
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ボリュームの読み取りポリシー
異なるボリュームタイプのパフォーマンスを最適化するために、VxVM では、データプレッ
クスに設定される様々な種類の読み取りポリシーのうちの 1 つをサポートします。
p.348 の 「ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更」 を参照してください。
図 16-2 に示す例では、Hot Vol トラベル付けされているミラー化ストライプボリュームの
読み取りポリシーが、ストライプ化プレックス PL1 に対して prefer と設定されます。
図 16-2

ミラー化とストライプ化を併用したボリュームのパフォーマンスの向上

HotVol
PL1 SD1

HotVol
PL1 SD2

HotVol
PL1 SD3

使用頻度の
低いボリューム

使用頻度の
低いボリューム

使用頻度の
低いボリューム

ディスク 1

ディスク 2

ディスク 3

HotVol
PL1 SD4
使用頻度の
低いボリューム

ディスク 4

prefer ポリシーでは、プレックス PL2 内の 1 つのディスクとは対照的に、PL1 内の他の

あまり使われないディスクをまたがって読み取る際に負荷が分散されます（HotVol は、1
つのデータプレックスがストライプ化され、もう 1 つのデータプレックスが連結されているミ
ラー化ストライプボリュームの例です）。
読み取りが集中するような作業負荷の場合にパフォーマンスを向上させるために、同じボ
リュームに最大 32 個のデータプレックスを接続できます。ただし、これは通常、読み取り
処理速度を向上させるために有効なディスク領域の使用方法ではありません。

パフォーマンスの監視
システム管理者がパフォーマンスの優先順位を設定する際に指定できる優先順位には、
2 つの優先順位セットがあります。1 つは物理セットで、ディスクやコントローラなどのハー
ドウェアに関するものです。もう 1 つは論理セットで、ソフトウェアとその操作の管理に関
するものです。

パフォーマンスの優先順位の設定
ディスクハードウェアの物理的パフォーマンスの重要な指標は、各ドライブの I/O の相対
量およびシークタイムを最小にするためのドライブ内の I/O 頻度です。監視結果に基づ
いて、サブディスクの位置を移動し、I/O 処理をディスク間で分散できます。
論理的優先順位には、ソフトウェアの操作とその管理方法が関与します。監視結果に基
づいて、特定のボリュームのレイアウトを変更し、処理効率を向上させることができます。
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全体のスループットを軽減して、重要なボリュームの処理効率を向上させることもできま
す。管理者は、システム上で何が重要であるか、必要な交換条件は何かを決定するだけ
です。
最高の処理効率は通常、可能であれば、すべてのボリュームを適度な数のディスクにま
たがってストライプ化およびミラー化し、コントローラ間でミラー化することで達成できます。
この手順を実行すると、すべてのディスク間の負荷は等しくなりますが、VxVM の管理が
より難しくなります。ディスクの数が多い（何百または何千）場合は、10 個のディスクを含
むディスクグループを設定し、各グループに対してストライプ化ミラーボリュームを作成し
ます。この手法を使うと、処理効率は向上し、管理タスクも容易になります。

パフォーマンスデータの取得
VxVM では、I/O 統計情報と I/O トレースの 2 種類のパフォーマンス情報が提供されま
す。どちらの情報も、処理効率の監視に役立てることができます。vxstat コマンドを使っ
て、I/O 統計情報を、vxtrace コマンドを使って I/O トレースを得ることができます。これ
らの各ユーティリティの概要は以降の項で説明します。

ボリューム操作のトレース
vxtrace コマンドを使って、特定のボリューム、カーネル I/O オブジェクトタイプまたはデ

バイス上の操作をトレースします。vxtrace コマンドによって、カーネル I/O エラーや I/O
監視レコードが標準出力に表示されるか、レコードがバイナリ形式でファイルに書き込ま
れます。ファイルに書き込まれたバイナリ監視レコードも、vxtrace コマンドによって、読
み取り、フォーマットできます。
オペランドを指定しない場合は、vxtrace コマンドによって、すべての仮想ディスクデバ
イス上のエラートレースデータまたは I/O トレースデータすべてが報告されます。エラー
トレースデータについては、すべての蓄積されたエラートレースデータを選択したり、新し
いエラートレースデータを待機したり、これらの両方を実行すること（これがデフォルトの動
作）ができます。また、ディスクグループ、VxVM カーネル I/O オブジェクトタイプ、オブ
ジェクトの名前およびデバイスを指定して報告するように実行することもできます。
vxtrace（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリューム統計情報の表示
vxstat コマンドを使うと、VxVM の制御下にあるボリューム、プレックス、サブディスク、

ディスクの動作についての情報がアクセスされ、統計情報の概略が標準出力に表示され
ます。これらの統計情報の最初には、システムが起動されたときまたは最後にカウンタが
0 にリセットされたとき以降の VxVM のアクティビティが示されます。VxVM オブジェクト
名が指定されていない場合は、設定データベース内のすべてのボリュームの統計情報
が報告されます。
VxVM では次の I/O 統計情報が記録されます。
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■

操作回数

■

転送ブロック数（一度に複数のブロックを転送することができます）

■

平均操作時間（VxVM インターフェース経由の合計時間が反映されており、他の統
計プログラムとの比較には適しません）

これらの統計情報は論理 I/O について記録され、内容には各ボリュームの読み取り、書
き込み、原子コピー、読み取りの検証、書き込みの検証、プレックスの読み取り、プレック
スの書き込みが含まれています。その結果、2 つのプレックスボリュームへの 1 回の書き
込み操作は、各プレックスで 1 回ずつ、各サブディスクで 1 回ずつ、ボリュームで 1 回
の、少なくとも 5 回の操作として記録されます。また、2 つのサブディスクに分散される 1
回の読み取り操作は、各サブディスクで 1 回ずつ、プレックスで 1 回、ボリュームで 1 回
の、少なくとも 4 回の読み取りとして記録されます。
VxVM では、他の統計データも保持します。各プレックスについて、読み取りおよび書き
込み障害が記録されます。ボリュームについては、読み取りおよび書き込み障害に加え
て、修正された読み取りおよび書き込み障害も記録されます。
統計情報を 0 にリセットするには、-r オプションを使います。統計情報のリセットは、すべ
てのオブジェクトまたは指定したオブジェクトのみに実行できます。操作直前の状態にリ
セットすると、実行した操作による影響のみを測定できます。
次に、vxstat コマンドを使って生成された出力例を示します。

TYP
vol
vol
vol
vol
vol

OPERATIONS
NAME
READ
WRITE
blop
0
0
foobarvol
0
0
rootvol
73017 181735
swapvol
13197
20252
testvol
0
0

BLOCKS
READ
0
0
718528
105569
0

WRITE
0
0
1114227
162009
0

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
0.0
0.0
0.0
0.0
26.8
27.9
25.8
397.0
0.0
0.0

RAID 5 ボリュームでは、この他のボリューム統計情報が使えます。
vxstat（1M）マニュアルページを参照してください。

パフォーマンスデータの使用
処理効率データを収集したら、それを使って、リソースを最も効率よく使うためのシステム
の設定方法を決定できます。次の項では、このデータの使用方法の概要を説明します。

I/O 統計情報の使用
I/O 統計情報を調べると、システムをどのように再設定すればよいかがわかります。主に、
ボリュームの I/O アクティビティとディスクの I/O アクティビティの 2 つの統計情報を調べ
てください。
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統計情報を取得する前に、vxstat -r コマンドを使って、すべての既存の統計情報の
カウンタをリセットします。この操作によって、ボリュームの作成によるボリュームやディスク
間の相違が排除され、起動時からの統計情報（通常不要）も削除されます。
カウンタをリセットした後、通常のシステム動作の間、統計情報を取得できるようにします。
システムで調査対象のアプリケーションや作業負荷環境を実行して、その影響を測定し
ます。複数の目的で使われているシステムを監視する場合は、通常より多くのアプリケー
ションを実行しないでください。多くのユーザーが使うタイムシェアリングシステムを監視
する場合は、通常の作業日に何時間か実行して、統計情報を収集してください。
ボリューム統計情報を表示するには、引数なしで vxstat コマンドを入力します。通常の
ボリューム統計情報は、次のように表示されます。

TYP
vol
vol
vol
vol
vol
vol

OPERATIONS
NAME
READ
WRITE
archive
865
807
home
2980
5287
local
49477
49230
rootvol 102906 342664
src
79174
23603
swapvol 22751
32364

BLOCKS
READ
WRITE
5722
3809
6504
10550
507892
204975
1085520 1962946
425472
139302
182001
258905

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
32.5
24.0
37.7
221.1
28.5
33.5
28.1
25.6
22.4
30.9
25.3
323.2

このような出力結果から、操作数が異常に多いボリュームや読み取りおよび書き込み時
間が過度のボリュームを特定できます。
ディスク統計情報を表示するには、vxstat -d コマンドを使います。通常のディスク統計
情報は、次のように表示されます。

TYP
dm
dm
dm
dm

NAME
mydg01
mydg02
mydg03
mydg04

OPERATIONS
READ
WRITE
40473 174045
32668
16873
55249
60043
11909
13745

BLOCKS
READ
WRITE
455898
951379
470337
351351
780779
731979
114508
128605

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
29.5
35.4
35.2
102.9
35.3
61.2
25.0
30.7

archive という名前のボリュームを別のディスクに移動する必要がある場合は、次のコマ

ンドを使って現在のディスクを特定します。
# vxprint -g mydg -tvh archive

通常の出力は次のようになります。
V
PL
SD

NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/CO
VOLUME
PLEX

KSTATE
KSTATE
DISK

STATE
STATE
DISKOFFS

LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF

REFPLEX
NCOL/WDTH
DEVICE

UTYPE
MODE
MODE

v

archive

-

ENABLED

ACTIVE

20480

SELECT

-

fsgen
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pl
sd

archive-01 archive
mydg03-03 archive-01

ENABLED
mydg03

ACTIVE
0

20480
40960

CONCAT
0

sdc

（sd で始まる）サブディスク行では、archive ボリュームがディスク mydg03 上に存在する
ことを示しています。このボリュームを mydg03 から移動するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist -g mydg move archive ¥!mydg03 dest_disk
dest_disk はボリュームの移動先ディスクです。移動先ディスクを必ず指定する必要は

ありません。移動先ディスクを指定しない場合は、ボリュームはボリュームを格納するのに
十分な領域のある使用可能なディスクに移動されます。
たとえば、ディスクグループ mydg で、archive ボリュームを mydg03 から mydg04 に移動
するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg move archive ¥!mydg03 mydg04

このコマンドは、mydg03 上に archive ボリュームがまったく残らないように再編成される
ことを示します。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）はグラフィカルユーザーインターフェース
（GUI）で、これを使うと、簡単に、ボリュームの一部をディスク間で移動できます。この方
法の方がコマンドラインよりも便利であることがすぐにわかるでしょう。
同一ディスク上の 2 つのボリューム（ルートボリューム以外）がビジー状態の場合は、それ
ぞれ異なるディスクに配置されるように移動します。
1 つのボリュームが特にビジー状態の場合（特に、平均読み取り時間または平均書き込
み時間が異常に長い場合）、ボリュームをストライプ化します（または、ボリュームを複数の
部分に分割して各部分が異なるディスクに配置されるようにします）。オンラインで実行し
た場合に、ストライプ化を使うようにボリュームを変換するには、ボリュームのもう 1 つのコ
ピーを格納するための十分な空き領域が必要です。十分な空き領域が使えない場合は、
代わりにバックアップコピーを作成できます。ボリュームを変換するには、ボリュームのミ
ラーとしてストライプ化プレックスを作成し、古いプレックスを削除します。たとえば、次の
コマンドを使うと、ディスクグループ mydg 内のディスク mydg02、mydg03 および mydg04
上にボリューム archive がストライプ化され、もとのプレックス archive-01 が削除されま
す。
# vxassist -g mydg mirror archive layout=stripe mydg02 mydg03 ¥
mydg04
# vxplex -g mydg -o rm dis archive-01

特にビジーなボリュームを再編成した後は、ディスクの統計情報を確認します。いくつか
のボリュームが再編成された場合は、最初に統計情報をクリアし、適切な時間の統計情
報を収集します。
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過度にビジーな（または読み取りまたは書き込み時間が特に長い）ディスクがある場合に
は、ボリュームを再設定することもできます。ディスク上に比較的ビジーなボリュームが 2
つ存在する場合は、ディスク上でのシークタイムを削減するために、両ボリュームをより近
くに配置します。1 つのディスク上に比較的ビジーなボリュームが数多く存在する場合は、
あまりビジーではないディスクにボリュームをいくつか移動します。
ボリュームの特定領域に極端に動作が集中するかどうかを特定するには、I/O トレース（ま
たはサブディスクの統計情報）を使います。動作が集中する領域が特定されたら、ボリュー
ム内のサブディスクを分割し、これらの領域をあまりビジーではないディスクに移動しま
す。
警告: 複数のディスクにまたがってボリュームをストライプ化したりボリュームを分割すると、
ディスク障害によりボリューム障害が発生する可能性が増大します。たとえば、5 つのボ
リュームが同じ 5 つのディスク上にストライプ化された場合、5 つのディスクのどれか 1 つ
に障害が発生すると、5 つすべてのボリュームをバックアップから復元する必要がありま
す。各ボリュームが独立したディスク上に構成されている場合は、復元するボリュームは
1 つのみです。ミラー化や RAID 5 を使って、1 つのディスク障害が原因で多数のボリュー
ム障害が発生する可能性を大幅に軽減できます。
ファイルシステムとデータベースでは、通常、時間が経過するにつれ、割り当てられた領
域の使用率は変化するため、このボリューム上の位置固有の情報はあまり役に立ちませ
ん。特にビジーなインデックスやテーブルによって使われる領域が特定できる場合のみ、
データベースをビジーではないディスクに移動することをお勧めします。
読み取りに対する書き込みの割合を調べると、ミラー化することによってパフォーマンスを
向上できるボリュームを特定できます。書き込みに対する読み取りの割合が高い場合は、
ミラー化によって処理速度と信頼性が向上します。ミラー化によって処理速度を向上でき
る読み取り対書き込みの割合は、ディスク、ディスクコントローラ、複数のコントローラが使
えるかどうか、システムバスの速度によって大きく異なります。特にビジーなボリュームで、
書き込みに対して読み取りの割合が高い場合には、ミラー化によってそのボリュームの処
理速度が大いに改善される見込みがあります。

I/O トレースの使用
I/O 統計情報では、基本的なパフォーマンス解析データが得られます。I/O トレースで
は、より詳しく解析できます。I/O トレースでは、焦点を絞って特定の作業負荷のイベント
トレースが取得されます。これによって、問題のある場所の位置とサイズおよびその問題
の原因となるアプリケーションを明確に特定できます。
I/O トレースのデータを使って、ディスク上の実際の作業負荷をシミュレートし、結果をト
レースできます。これらの統計情報を使って、システム上の限界を予測し、リソースの追加
を計画することができます。
p.180 の 「I/O 統計情報の収集と表示」 を参照してください。
p.189 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。
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VxVM のチューニング
この項では、VxVM で使う、システムのリソースを制御するチューニングパラメータのチュー
ニング方法を説明します。処理効率を最適化するためには、使用可能なシステムリソー
スに応じてチューニングパラメータ値を調整する必要がある場合があります。

一般的なチューニングガイドライン
VxVM は、小規模なシステムから大規模なサーバーまで、大多数の設定で最適になるよ
うにチューニングされます。貴重なリソース（メモリなど）内で大規模システムのパフォーマ
ンスを向上させるためにチューニングを使う場合、VxVM は通常サポートされている最も
小規模な設定で実行するようにチューニングされます。チューニングを変更すると、シス
テム全体のパフォーマンスが低下したり、VxVM が使えなくなる場合があるため、チュー
ニング変更には細心の注意が必要です。
VxVM および DMP パラメータは、vxvoltune および vxdmptune ユーティリティを使っ
てチューニングすることができます。
p.545 の 「チューニングパラメータ値の変更」 を参照してください。

大規模システムのチューニングガイドライン
比較的小規模なシステム（ディスクドライブが 100 台未満）では、チューニングの必要性
はなく、VxVM によりすべての設定パラメータについて適切なデフォルト値が採用されま
す。大規模なシステムでは、これらのパラメータのチューニングは容量と処理効率という
観点から詳細に制御する必要があります。
一般に、大規模システム上で VxVM を設定する場合、重要な決定事項はわずかしかあ
りません。1 つはディスクグループのサイズと各ディスクグループを保持するための設定
コピー数を決定することです。もう 1 つは、ディスクグループ内のすべてのディスクのプラ
イベートリージョンサイズを選択することです。
大規模ディスクグループの場合、vxassist コマンドで選択できる空き領域プールが数
多くあり、大規模ボリュームを作成できるという利点もあります。小規模ディスクグループの
場合は、それほど大きな設定データベースは必要なく、小さなプライベートリージョンでも
かまいませんが、非常に大規模なディスクグループの場合、最後にはディスクグループ
のプライベートリージョンをすべて使ってしまうため、そのディスクグループに設定オブジェ
クトを追加できなくなります。この時点で、設定を複数のディスクグループに分割するか、
プライベートリージョンを拡大する必要があります。このためには、ディスクグループ内の
各ディスクを再初期化する必要があります（そして、すべてを再設定し、バックアップから
復元する必要もあります）。
ディスクアレイサブシステムのユーザーは、一般に、各アレイに 1 つのディスクグループ
を作成し、ディスクグループを単位としてシステム間で物理的に移動できるようにすること
をお勧めします。
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ディスクグループの設定コピー数
ディスクグループの設定コピー数は、冗長性とパフォーマンスの兼ね合いに基づいて選
択します。一般に、ディスクグループ内の設定コピー数を減らすと、ディスクグループの初
期アクセス、vxconfigd デーモンの初期起動、ディスクグループ内で実行されるトランザ
クションのパフォーマンスが速くなります。ただし、設定コピー数を少なくすると、設定デー
タベースを完全に損失するリスクも高くなり、データベース内のすべてのオブジェクトとディ
スクグループ内のすべてのデータが損失することになります。
ディスクグループ内の設定コピーのデフォルトポリシーは、ディスクグループ内で特定さ
れる各コントローラまたは複数の指定可能なディスクが存在する各ターゲットに 1 つの設
定コピーを割り当てることです。この設定では、十分な冗長性が得られますが、場合によっ
ては設定コピーの数が多すぎる可能性があります。この場合、設定コピーの数を最大の
4 つまでに制限することをお勧めします。4 つのコピーを個別のコントローラまたはター
ゲットに分散させると、冗長性が高まります。
新しいディスクグループの設定コピー数を制限するには、nconfig オペランドと vxdg
init コマンドを使います。
詳細については、vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。
また、vxedit set コマンドを使っても、既存グループのコピー数を変更できます。たとえ
ば、ディスクグループ bigdg に 5 つの設定コピーを指定するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxedit set nconfig=5 bigdg
vxedit（1M）マニュアルページを参照してください。

チューニングパラメータ値の変更
VxVM によって使われているチューニングパラメータの現在の値を表示するには、/proc
ファイルシステムで次のコマンドを使います。
# cat < /proc/sys/vxvm/vxio/vol_maxio
2048

VxVM のチューニングパラメータの値を変更するには、次の vxvoltune コマンドを使っ
て新しい値を指定します。
# vxvoltune vxvm_tunablevalue

変更を有効にするには、システムを停止して再ブートする必要があります。新しい値は次
回変更するまで、システムの再ブート後も保持されます。
たとえば、次のコマンドは vol_maxio の値を 8192 に設定します。
# vxvoltune vol_maxio 8192
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警告: vxvoltune ユーティリティは、/etc/vx/vxvm_tunables ファイルに保存された
チューニングパラメータの値を変更します。このファイルに保存された値を変更するには、
vxvoltune コマンドを使うことをお勧めします。このファイルを直接編集しないでください。
vxvoltune コマンドを使って、vxvm_tunables ファイルに設定されているチューニング

パラメータの現在の値を表示することができます。
# vxvoltune vxvm_tunable

ここに示す vxdmpadm コマンドを使用すれば、DMP チューニングパラメータがオンライン
で（再ブート不要）設定されます。
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value

これらのチューニングパラメータの値は、次のコマンドを使って表示できます。
# vxdmpadm gettune [dmp_tunable]

VxVM のチューニングパラメータ
表 16-1 に VxVM のカーネルチューニングパラメータを一覧表示します。
表 16-1

VxVM のカーネルチューニングパラメータ

パラメータ

説明

vol_checkpt_default

リカバリまたは再同期化処理を実行しているユーティリティが、処
理の済んだ範囲を示すオフセットをカーネルにチェックポイントと
してロードする間隔を示します。このような処理を行っている間に
システム障害が発生した場合は、完全なリカバリを実行する必要
がなく、到達した最後のチェックポイントから継続できます。
デフォルト値は 20480 セクタ（10 MB）です。
このサイズを大きくすると、リカバリ処理のチェックポイント操作の
負荷が減少しますが、リカバリ中にシステム障害が生じると、その
後さらにリカバリを実行する必要があります。

vol_default_iodelay

ユーティリティが I/O 要求を発行する頻度を軽減するよう指示さ
れており、特定の遅延時間が指定されていない場合に、ユーティ
リティが一時停止するクロック刻みのカウントを示します。この
チューニングパラメータ値は、ミラーの再同期化や RAID 5 カラ
ムの再構築などの操作を実行するユーティリティで使います。
デフォルト値は 50 刻みです。
この値を大きくすると、リカバリ処理が遅くなり、リカバリ実行中の
システムの動作が低下します。
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パラメータ

説明

vol_fmr_logsz

非永続 FastResync がボリューム内の変更されたブロックを追跡
するために使うビットマップの最大サイズ（KB 単位）を示します。
ビットマップの各ビットにマップされるボリューム内のブロック数は、
ボリュームのサイズに応じて異なり、ボリュームのサイズが変わる
と、ブロック数も変わります。
たとえば、ボリュームサイズが 1 GB、システムブロックサイズが
512 バイト、かつこのチューニングパラメータの値が 4 の場合、
32,768 ビットのマップが生成されるため、各ビットは 64 ブロック
の領域を表します。
ビットマップサイズが大きくなると、各ビットにマップされるブロック
数は少なくなります。これにより、再同期化で必要な読み取りおよ
び書き込みの量が軽減されますが、ビットマップに必要な非ペー
ジカーネルメモリがより多くなります。さらに、クラスタ化されたシス
テムでは、ビットマップサイズが増加すると、I/O 処理効率の遅延
が長くなり、クラスタメンバー間のプライベートネットワークの負荷
も増加します。これは、クラスタの他のすべてのメンバーは、マッ
プ内のビットが設定されるたびにそれを通知される必要があるか
らです。
共有ボリュームの場合、領域のサイズはクラスタ内のすべてのノー
ド上で同じである必要があるため、このチューニングパラメータの
値がマスターノードとスレーブノードで異なる場合は、マスターノー
ドの値が優先されます。共有ボリュームの値は変更される可能性
があるため、このボリュームの寿命中、このチューニングパラメー
タの値は保持されます。
スナップショットプレックスが接続された何千ものミラーが存在す
る設定では、メモリオーバーヘッドの総量が、VxVM で通常消費
されるメモリのオーバーヘッドより大幅に多くなることがあります。
デフォルト値は 4 KB です。許可されている最小値は 1 KB、最大
値は 8 KB です。

メモ: このチューニングパラメータ値は永続 FastResync には影
響を及ぼしません。
vol_max_volumes

システムで作成できるボリュームの最大数を示します。許可され
ている最小値は 1、最大値は、システムで表すことのできるマイ
ナー番号の最大数です。
デフォルト値は 65534 です。
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パラメータ
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vol_maxio

要求を分割しないで実行できる論理 I/O 操作の最大サイズを示
します。この値より大きな VxVM への I/O 要求は分割され、並列
実行されます。物理 I/O 要求はディスクデバイスの容量に基づ
いて分割され、この最大論理要求制限値を変更しても影響を受
けません。
デフォルト値は 2048 セクタ（1 MB）です。
voliomem_maxpool_sz 値は、少なくとも vol_maxio 値の
10 倍以上である必要があります。
DRL シーケンシャルログを設定した場合には、
voldrl_min_regionsz 値は、少なくとも vol_maxio 値の
半分の値に設定する必要があります。

vol_maxioctl

ioctl 呼び出しにより VxVM に渡すことのできる最大データサ
イズを示します。この制限値を大きくすると、より大きなサイズの操
作を一度に実行できます。ユーティリティによっては、特定のサイ
ズの操作を実行するように設定されており、それより大きなサイズ
の ioctl 要求を発行すると、予期せずに失敗することがあるた
め、制限値を小さくすることは一般的にはお勧めしません。
デフォルト値は 32768 バイト（32 KB）です。

vol_maxparallelio

1 つの ioctl 呼び出しにつき、vxconfigd デーモンがカーネ
ルに対し要求できる I/O 操作数を示します。
デフォルト値は 256 です。 この値は変更しないでください。

vol_subdisk_num

1 つのプレックスに接続できる最大サブディスク数を示します。こ
の数値に理論上の制限はありませんが、デフォルト値は 4096 に
設定されています。必要に応じて変更することができます。

volcvm_smartsync

volcvm_smartsync を 0 に設定すると、共有ディスクグルー
プ上の SmartSync は無効になります。1 に設定すると、共有ディ
スクグループで SmartSync を使えるようになります。
p.58 の 「SmartSync Recovery Accelerator」 を参照してくださ
い。

voldrl_max_drtregs

ボリュームの非シーケンシャル DRL 用にシステムに作成できる
最大ダーティリージョン数を示します。この値が大きい場合は、リ
カバリ時間が長くなりますが、システム処理効率が向上します。こ
のチューニングパラメータは、障害発生後のシステムでリカバリ時
間が遅い場合のチューニングに使えます。
デフォルト値は 2048 です。
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パラメータ
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voldrl_max_seq_dirty

シーケンシャル DRL に対して許可されている最大ダーティリー
ジョン数を示します。これは、データベースのログなど、データが
連続的に書き込まれるボリュームに便利です。ダーティリージョン
数を制限すると、クラッシュが生じたときに、より短時間でリカバリ
を実行できます。
デフォルト値は 3 です。

voldrl_min_regionsz

DRL（dirty region logging）のボリューム領域の最小セクタ数を
示します。DRL の場合、VxVM では、ボリュームは論理的に一
連の連続領域に分割されます。領域のサイズが大きいと、領域の
キャッシュヒット率が改善されます。これにより、書き込みの処理
速度は向上しますが、リカバリ時間は長くなります。
デフォルト値は 1024 セクタです。
DRL シーケンシャルログを設定した場合には、
voldrl_min_regionsz 値は、少なくとも vol_maxio 値の
半分の値に設定する必要があります。

voliomem_chunk_size

システムメモリを割り当てたり解放する場合、VxVM が使うメモリ
領域のサイズを示します。サイズが大きいと、VxVM は大きなメ
モリ容量を保持できるため、メモリ割り当てによる CPU のオーバー
ヘッドは軽減されます。
IA64 でのデフォルト値は 128 KB で、それ以外の場合は 32 KB
です。

voliomem_maxpool_sz

VxVM が内部的にシステムに要求する最大メモリサイズを示しま
す。このチューニングパラメータによって、1 つの I/O 操作でシス
テム内のすべてのメモリが使われることを防ぐことができるため、
この値は、VxVM のパフォーマンスに直接影響します。
VxVM では、このサイズまで拡張可能なプールが、RAID 5 ボ
リュームとミラーボリューム用に 1 つずつ割り当てられます。
プールサイズの 1/10 より大きい RAID 5 ボリュームへの書き込
み要求は分割され、プールサイズの 1/10 ずつ実行されます。
プールサイズの半分より大きいミラーボリュームへの書き込み要
求は分割され、プールサイズの半分ずつ実行されます。
デフォルト値は 4 MB です。
voliomem_maxpool_sz の値は、volraid_minpool_size
の値より大きくなっている必要があります。
voliomem_maxpool_sz 値は、少なくとも vol_maxio 値の
10 倍以上である必要があります。

549

550

第 16 章 処理効率の監視とチューニング
VxVM のチューニング

パラメータ

説明

voliot_errbuf_dflt

エラートレースイベント用に確保されているバッファのデフォルト
サイズを示します。このバッファはドライバのロード時に割り当て
られ、VxVM 実行中はサイズの調整はできません。
デフォルト値は 16384 バイト（16 KB）です。
このバッファを大きくすると、システムメモリが使われますが、エ
ラーイベント用のストレージが多くなります。このバッファサイズを
小さくすると、トレースデバイスによってエラーが検出されないこと
があります。エラートレースに応じて応答動作を実行するアプリ
ケーションは、このバッファに影響を受けます。

voliot_iobuf_default

トレースの一部として ioctl が使うカーネルバッファサイズにつ
いての指定がない場合に、トレースバッファを作成するためのデ
フォルトサイズを示します。
デフォルト値は 8192 バイト（8 KB）です。
このバッファサイズが小さすぎるために、トレースデータがしばし
ば損失される場合は、この値をより大きな値に調整できます。

voliot_iobuf_limit

カーネルでトレースバッファの格納に使えるメモリサイズの上限値
を示します。トレースバッファは VxVM カーネルがトレースイベン
トレコードを格納するために使います。トレースバッファをカーネ
ルに格納するよう要求されると、そのためのメモリがこのプールか
ら引き出されます。
このサイズを大きくすると、システムメモリが使われますが、追加
のトレースを実行できます。この値をシステムですぐに使えるメモ
リサイズより大きな値に設定することはお勧めできません。
デフォルト値は 131072 バイト（128 KB）です。

voliot_iobuf_max

1 つのトレースバッファに使える最大バッファサイズを示します。
このサイズより大きなバッファの要求は、このサイズになるよう自動
的に切り捨てられます。トレースインターフェースから要求される
最大バッファサイズは（使用制限により）このサイズのバッファに
なります。
デフォルト値は 65536 バイト（64 KB）です。
このバッファを大きくすると、使用率が高いボリュームでも、より大
きなトレースを実行できます。
この値は voliot_iobuf_limit チューニングパラメータの値
より大きな値に設定しないでください。
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voliot_max_open

同時に開くことのできる最大トレースチャネル数を示します。トレー
スチャネルはトレースデバイスドライバへのクローンエントリポイン
トです。システムで実行される各 vxtrace プロセスは 1 つのト
レースチャネルを使います。
チャネルのデフォルト数は 32 です。
チャネルが使われていなくても、各チャネルの割り当てには約 20
バイト必要です。

volpagemod_max_memsz

FastResync のキャッシュおよびキャッシュオブジェクトメタデータ
のために割り当てられるメモリのサイズをキロバイト単位で示しま
す。
デフォルト値は 1536 KB です。
このチューニングパラメータの有効な範囲は、物理メモリの 0 - 50
% です。
割り当てられたメモリは、このキャッシュ専用となり排他的に使わ
れます。別のプロセスやアプリケーションでは使えません。
インスタントスナップショット操作用に準備されたキャッシュオブ
ジェクトまたはボリュームがシステムに存在する場合は、値を 512
KB 未満に設定することはできません。
バージョン 20 の DCO ボリュームによって実装される FastResync
機能または DRL 機能を使わない場合は、値を 0 に設定すること
も可能です。これらの機能を有効にする必要が生じた場合は、次
のように vxtune コマンドを使って適切な値に変更することがで
きます。
# vxtune volpagemod_max_memsz value
value に指定する値は、領域のサイズと、領域最適化インスタン
トスナップショットを作成するボリュームの数によって決まります。
size_in_KB = 6 * (total_volume_size_in_GB) *
(64/region_size_in_KB)
たとえば、領域のサイズが 64 KB の場合、1 TB の単一のボリュー
ムには約 6 MB のページングメモリが必要です。同様のボリュー
ムが 10 個ある場合は、60 MB のページングメモリが必要になり
ます。

volraid_minpool_size

RAID 5 ボリュームの操作のために VxVM がシステムに要求す
るメモリの初期サイズを示します。このメモリプールの最大サイズ
は、voliomem_maxpool_sz 値によって制限されます。
デフォルト値は 65536 セクタ（32 MB）です。
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volraid_rsrtransmax

RAID 5 ボリュームに、並行して実行できる最大一時再構築操作
数を示します。一時再構築操作とは、縮退されていない RAID 5
ボリューム上で生じる予測されていない操作です。同時に発生し
得るこれらの操作数を制限すると、システムが多くの再構築操作
でメモリが消費される可能性がなくなり、メモリ不足が生じるリスク
も軽減されます。
デフォルト値は 1 です。
このサイズを大きくすると、障害が最初に生じたときと、障害オブ
ジェクトの切断を実行する前のシステム上の初期処理効率は改
善されますが、メモリが不足する可能性があります。

DMP チューニングパラメータ
表 16-2 に、vxdmpadm settune コマンドを使ってチューニングできる DMP パラメータ
を示します。
表 16-2

チューニング可能な DMP パラメータ

パラメータ

説明

dmp_cache_open

このパラメータを on に設定した場合、ASL（Array Support
Library）によって実行されるデバイスの最初の起動がキャッシュ
に保存されます。このキャッシュ処理により、ASL による以降の起
動によって発生するオーバーヘッドが最小化されるため、デバイ
ス検出のパフォーマンスが高まります。このパラメータを off に
設定した場合、キャッシュへの保存は行われません。
デフォルト値は on です。

dmp_daemon_count

サービスパスのエラー処理、パスリストア、その他の DMP 管理作
業に使用できるカーネルスレッド数。
スレッドのデフォルト数は 10 です。

dmp_delayq_interval

アレイがスタンバイパスにフェールオーバーした後、再試行 I/O
までの DMP の待機時間。一部のディスクアレイは、フェールオー
バー直後の I/O 要求を受け入れることができません。
デフォルト値は 15 秒です。
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dmp_enable_restore

このパラメータが on に設定されている場合、パスリストアスレッド
の開始が有効になります。
p.201 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。
このパラメータが off に設定されている場合、パスリストアスレッ
ドが無効になります。パスリストアスレッドが現在実行中である場
合、vxdmpadm stop restore コマンドを使ってプロセスを停
止します。
p.203 の 「DMP パスリストアスレッドの停止」 を参照してください。

dmp_failed_io_threshold デバイスに INSANE のマークが付けられる前、IO がパス上で回
避される前、エラー分析を実行せずにアプリケーションレイヤー
に残りの失敗した I/O 要求が戻される前に、失敗した I/O 要求
が戻るのを DMP が待つ制限時間。
デフォルト値は 57600 秒（16 時間）です。
p.197 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。
p.199 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。
dmp_fast_recovery

DMP が、HBA インターフェースから直接 SCSI エラー情報を取
得するかどうかを示します。値を on に設定すると、HBA インター
フェースがエラー照会機能をサポートする場合、エラーリカバリが
潜在的に速くなります。このパラメータを off に設定した場合、
HBA インターフェースは使われません。
デフォルト設定は on です。

dmp_health_time

DMP は、断続的にエラーになっているパスを検出し、I/O 要求
がこれらのパスに送信されないようにします。dmp_health_time
の値は、パスが健全であり続けなければならない時間を秒で表し
ます。この時間内にパスの状態が enabled から disabled に戻っ
た場合、DMP はパスに断続的なエラーが発生していると設定し、
dmp_path_age に設定されている秒数が経過するまでパスを
I/O に対して有効に再設定しません。
デフォルト値は 60 秒です。
値を 0 に設定すると、DMP は断続的にエラーになっているパス
を検出しません。
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dmp_log_level

DMP コンソールメッセージで表示される詳細のレベル。次のレベ
ル値が定義されています。
1 - 5.0 より前のリリースに存在したすべての DMP ログメッセージ
を表示します。
2 - レベル 1 のメッセージに加えて、I/O 調整、障害の可能性の
あるパス、繰り返しのパス障害、DMP ノードの移行に関するメッ
セージを表示します。
3 - レベル 1 と 2 のメッセージに加えて、I/O エラー、I/O エラー
分析、パスメディアエラーに関するメッセージを表示します。
4 - レベル 1、2、3 のメッセージに加えて、パスへの属性の設定
または変更に関するメッセージを表示します。
デフォルト値は 1 です。

dmp_monitor_fabric

イベントソースデーモン（vxesd）が Storage Networking
Industry Association（SNIA）HBA API を使うかどうか。この API
により、DDL は SAN トポロジーに関する情報を収集し、ファブリッ
クイベントを監視することで、フェールオーバーのパフォーマンス
を向上させます。
このパラメータが on に設定されている場合、DDL は SNIA HBA
API を使います（ベンダー提供の ASL でも SNIA HBA API の使
用がサポートされている必要があります）。
このパラメータが off に設定されている場合、SNIA HBA API
は使いません。
この DDL 機能をサポートするようにパッチがあてられたリリース
5.0 以前の場合、デフォルト設定は off です。5.0 以降のリリー
スでは、デフォルト設定は on です。

dmp_path_age

断続的にエラーの発生しているパスが継続して健全と判断され
なければならない期間を示します。この期間が経過すると、DMP
は再度そのパスに I/O 要求のスケジュール設定を試みます。
デフォルト値は 300 秒です。
値を 0 に設定すると、DMP は断続的にエラーになっているパス
を検出しません。
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dmp_pathswitch_blks_shift 次に使用可能なパスに切り替わる前に DMP パスでアクティブ/
アクティブアレイに送信される、連続 I/O ブロックのデフォルト数
を示します。この値は 2 の累乗の指数（整数）で指定するように
なっており、たとえば 11 は 2048 ブロックを表します。
このパラメータのデフォルト値は 11 に設定されています。この場
合、2048 ブロック（1 MB）の連続 I/O が切り替え前に DMP パス
で送信されます。内部データキャッシュを持つ高機能ディスクア
レイの場合、このチューニングパラメータの値を大きくすることで、
スループットが向上する可能性があります。たとえば、日立
SANRISE2800 アクティブ/アクティブアレイの場合、シーケンシャ
ルな読み取りまたは書き込みを主として構成される I/O 処理パ
ターンに最適な値は 15 - 17 です。
このパラメータの影響を受けるのは、I/O ポリシー balanced 設
定時の動作のみです。パラメータ値を 0 にすると、vxdmpadm コ
マンドでアレイに対し別のパーティションサイズを指定した場合を
除き、このポリシーではマルチパス化が無効になります。
p.189 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。
dmp_probe_idle_lun

DMP 統計情報の収集が有効になっている場合、DMP パスリス
トアスレッドがアイドル状態の LUN をプローブするように、この
チューニングパラメータを 1（デフォルト）に設定します。機能をオ
フにするには、このチューニングパラメータを 0 に設定します（ア
イドル状態の LUN とは、I/O 要求がスケジュール設定されてい
ない VM ディスクを指します。）このチューニングパラメータの値
は、DMP 統計の収集が有効になっているときにのみ解釈されま
す。統計の収集をオフにすると、アイドル状態の LUN のプロー
ブも無効になります。
デフォルト値は 1 です。

dmp_queue_depth

I/O 調整の間にパスのキューに入れられる I/O 要求の最大数で
す。
デフォルト値は 20 です。
個々のアレイへのパスの値は、vxdmpadm コマンドを使って設定
することもできます。
p.199 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。
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パラメータ

説明

dmp_restore_interval

interval 属性値には、パスリストアスレッドがパスを調べる頻度を
指定します。時間は秒数で指定します。
デフォルト値は 300 です。
このチューニングパラメータの値は、vxdmpadm start
restore コマンドを使っても設定できます。
p.201 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。

dmp_restore_cycles

DMP リストアポリシーが check_periodic の場合に、
check_all ポリシーが呼び出されるまでのサイクル数です。
デフォルト値は 10 です。
このチューニングパラメータの値は、vxdmpadm start
restore コマンドを使っても設定できます。
p.201 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。

dmp_restore_policy

次のいずれかの値に設定可能な DMP リストアポリシー。
■

check_all

■

check_alternate

■

check_disabled

■

check_periodic

デフォルト値は check_disabled です。
このチューニングパラメータの値は、vxdmpadm start
restore コマンドを使っても設定できます。
p.201 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。
dmp_retry_count

パスに対する問い合わせが成功したが、I/O エラーが発生した場
合の、パスに対する再試行回数を示します。
デフォルト値は 5 です。
個々のアレイへのパスの値は、vxdmpadm コマンドを使って設定
することもできます。
p.197 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。

dmp_scsi_timeout

DMP 経由で送信される SCSI コマンドにタイムアウト値を設定す
る必要があるかを判別します。タイムアウト時間内にデバイスに送
信されたことを示す SCSI コマンドの応答を HBA が受信しない
場合、SCSI コマンドは障害エラーコードとともに返されます。
デフォルト値は 30 秒です。
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パラメータ

説明

dmp_stat_interval

DMP 統計情報を収集する間隔。
最小値は 1 秒で、これがデフォルトです。
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A
Veritas Volume Manager コ
マンドの使用
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Volume Manager のコマンドについて

■

オンラインマニュアルページ

Veritas Volume Manager のコマンドについて
多くの Veritas Volume Manager（VxVM）のコマンド（デーモン、ライブラリコマンド、サ
ポートスクリプトを除く）は、/opt/VRTS/bin ディレクトリから /usr/sbin ディレクトリにリン
クされています。PATH 環境変数に次のディレクトリを追加することをお勧めします。
■

Bourne または Korn シェル（sh または ksh）を使っている場合は、次のコマンドを使
います。
$ PATH=$PATH:/usr/sbin:/opt/VRTS/bin:/opt/VRTSvxfs/sbin:¥
/opt/VRTSdbed/bin:/opt/VRTSdb2ed/bin:/opt/VRTSsybed/bin:¥
/opt/VRTSob/bin
$ MANPATH=/usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH
$ export PATH MANPATH

■

C シェル（csh または tcsh）を使っている場合は、次のコマンドを使います。
% set path = ( $path /usr/sbin /opt/VRTSvxfs/sbin ¥
/opt/VRTSdbed/bin /opt/VRTSdb2ed/bin /opt/VRTSsybed/bin ¥
/opt/VRTSob/bin /opt/VRTS/bin )
% setenv MANPATH /usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH
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メモ: データベースソフトウェアをインストールしていない場合
は、/opt/VRTSdbed/bin、/opt/VRTSdb2ed/bin および /opt/VRTSsybed/bin を省
略できます。同様に、/opt/VRTSvxfs/bin は、一部の VxFS コマンドを使う場合のみ必
要です。
VxVM の library コマンドとサポートスクリプトは、/usr/lib/vxvm ディレクトリ構造に配
置されます。これらを定期的に使う必要がある場合は、これらのディレクトリを自分のパス
に含めることができます。
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 セクショ
ンを参照してください。
p.581 の 「オンラインマニュアルページ」 を参照してください。
このコマンドやスクリプトをサポートするための他のコマンドとスクリプトは、通常は使われ
ないため、/opt/VRTS/bin には配置されません。また、マニュアルページもありません。
次の表に、よく使うコマンドの概略を示します。
■

表 A-1 は、VxVM 内のオブジェクトに関する情報を取得するためのコマンドの一覧
です。

■

表 A-2 は、ディスクを管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-3 は、ディスクグループを作成し、管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-4 は、サブディスクを作成し、管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-5 は、プレックスを作成し、管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-6 は、ボリュームを作成するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-7 は、ボリュームを管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-8 は、VxVM でのタスクを監視し、制御するためのコマンドの一覧です。

表 A-1

VxVM 内のオブジェクトに関する情報の取得

コマンド

説明

vxdctl license

VxVM のライセンスされている機能を一覧
表示します。

vxdisk [-g diskgroup] list [diskname] VxVM の制御下にあるディスクを一覧表示
します。
p.153 の 「ディスク情報の表示」 を参照して
ください。
例:
# vxdisk -g mydg list
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コマンド

説明

vxdg list [diskgroup]

ディスクグループに関する情報を一覧表示
します。
p.212 の 「ディスク情報の表示」 を参照して
ください。
例:
# vxdg list mydg

vxdg -s list

共有ディスクグループに関する情報を一覧
表示します。
p.491 の 「共有ディスクグループの一覧表
示」 を参照してください。
例:
# vxdg -s list

vxinfo [-g diskgroup] [volume ...]

ボリュームへのアクセスおよびその使用が
可能かどうかを表示します。
『Veritas Volume Manager トラブルシュー
ティングガイド』を参照してください。
例:
# vxinfo -g mydg myvol1 ¥
myvol2

vxprint -hrt [-g diskgroup] [object
...]

VxVM 内のオブジェクトに関する情報を 1
行で出力します。
p.320 の 「ボリューム情報の表示」 を参照し
てください。
例:
# vxprint -g mydg myvol1 ¥
myvol2
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コマンド

説明

vxprint -st [-g diskgroup] [subdisk
...]

サブディスクに関する情報を表示します。
p.264 の 「サブディスク情報の表示」 を参照
してください。
例:
# vxprint -st -g mydg

vxprint -pt [-g diskgroup] [plex ...] プレックスに関する情報を表示します。
p.275 の 「プレックス情報の表示」 を参照し
てください。
例:
# vxprint -pt -g mydg

表 A-2

ディスクの管理

コマンド

説明

vxdmpadm

メニューベースのインターフェースを使っ
て、VxVM 内のディスクを管理します。

vxdiskadd [devicename ...]

デバイス名で指定されたディスクを追加し
ます。
p.113 の 「vxdiskadd を使った VxVM の制
御下へのディスクの配置」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxdiskadd sde

vxedit [-g diskgroup] rename ¥
olddisk newdisk

VxVM の制御下にあるディスクの名前を変
更します。
p.151 の 「ディスク名の変更」 を参照してく
ださい。
例:
# vxedit -g mydg rename ¥
mydg03 mydg02
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コマンド

説明

vxedit [-g diskgroup] set ¥
reserve=on|off diskname

ディスクグループ内のディスクを使用対象
外または使用対象に設定します。
p.152 の 「ディスクの予約」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxedit -g mydg set ¥
reserve=on mydg02
# vxedit -g mydg set ¥
reserve=off mydg02

vxedit [-g diskgroup] set ¥
nohotuse=on|off diskname

ディスク上の空き領域を、ホットリロケーショ
ンの適用対象または適用対象外に設定し
ます。
p.455 の 「ディスクのホットリロケーション適
用対象からの除外」 を参照してください。
p.456 の 「ディスクのホットリロケーション適
用対象からの除外を解除」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxedit -g mydg set ¥
nohotuse=on mydg03
# vxedit -g mydg set ¥
nohotuse=off mydg03

vxedit [-g diskgroup] set ¥
spare=on|off diskname

ホットリロケーションのスペアのプールから、
ディスクを追加または削除します。
p.453 の 「ホットリロケーションのスペアディ
スクの設定」 を参照してください。
p.454 の 「ホットリロケーションスペアディス
クの設定解除」 を参照してください。
例:
# vxedit -g mydg set ¥
spare=on mydg04
# vxedit -g mydg set ¥
spare=off mydg04
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コマンド

説明

vxdisk offline devicename

ディスクをオフラインにします。
p.151 の 「ディスクデバイスのオフライン化」
を参照してください。
例:
# vxdisk offline sde

vxdg -g diskgroup rmdisk diskname

ディスクをディスクグループから削除しま
す。
p.215 の 「ディスクグループからのディスク
の削除」 を参照してください。
例:
# vxdg -g mydg rmdisk sdf

vxdiskunsetup devicename

VxVM の制御下からディスクを削除します。
p.215 の 「ディスクグループからのディスク
の削除」 を参照してください。
例:
# vxdiskunsetup sdg

表 A-3

ディスクグループの作成と管理

コマンド

説明

vxdg [-s] init diskgroup ¥
[diskname=]devicename

初期化済みディスクを使って、ディスクグ
ループを作成します。
p.213 の 「ディスクグループの作成」 を参照
してください。
p.492 の 「共有ディスクグループの作成」 を
参照してください。
例:
# vxdg init mydg ¥
mydg01=sde
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コマンド

説明

vxsplitlines -g diskgroup

矛盾する設定情報を表示します。
p.236 の 「競合する設定コピーの扱い方」
を参照してください。
例:
# vxsplitlines -g mydg

vxdg [-n newname] deport diskgroup

ディスクグループをデポートし、オプション
でそのディスクグループの名前を変更しま
す。
p.216 の 「ディスクグループのデポート」 を
参照してください。
例:
# vxdg -n newdg deport mydg

vxdg [-n newname] import diskgroup

ディスクグループをインポートし、オプショ
ンでそのディスクグループの名前を変更し
ます。
p.218 の 「ディスクグループのインポート」 を
参照してください。
例:
# vxdg -n newdg import mydg

vxdg [-n newname] -s import diskgroup ディスクグループをクラスタ共有ディスクグ
ループとしてインポートし、オプションでそ
の名前を変更します。
p.493 の 「共有ディスクグループのインポー
ト」 を参照してください。
例:
# vxdg -n newsdg -s import ¥
mysdg
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コマンド

説明

vxdg [-o expand] listmove sourcedg ¥ ディスクグループの移動により、影響を受
targetdg object ...
ける可能性のあるオブジェクトを一覧表示
します。
p.246 の 「移動により影響を受ける可能性
のあるオブジェクトの一覧表示」 を参照し
てください。
例:
# vxdg -o expand listmove ¥
mydg newdg myvol1

vxdg [-o expand] move sourcedg ¥
targetdg object ...

ディスクグループ間でオブジェクトを移動し
ます。
p.248 の 「ディスクグループ間のオブジェク
ト移動」 を参照してください。
例:
# vxdg -o expand move mydg ¥
newdg myvol1

vxdg [-o expand] split sourcedg ¥
targetdg object ...

ディスクグループを分割し、指定したオブ
ジェクトをターゲットディスクグループに移
動します。
p.251 の 「ディスクグループの分割」 を参照
してください。
例:
# vxdg -o expand split mydg ¥
newdg myvol2 myvol3

vxdg join sourcedg targetdg

2 つのディスクグループを結合します。
p.252 の 「ディスクグループの結合」 を参照
してください。
例:
# vxdg join newdg mydg
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コマンド

説明

vxdg -g diskgroup set ¥
activation=ew|ro|sr|sw|off

クラスタ内の共有ディスクグループのアク
ティベーションモードを設定します。
p.495 の 「共有ディスクグループ上のアク
ティベーションモードの変更」 を参照してく
ださい。
例:
# vxdg -g mysdg set ¥
activation=sw

vxrecover -g diskgroup -sb

インポートされたディスクグループ内のす
べてのボリュームを起動します。
p.230 の 「システム間のディスクグループ移
動」 を参照してください。
例:
# vxrecover -g mydg -sb

vxdg destroy diskgroup

ディスクグループを破棄し、そのディスクグ
ループに所属するディスクを解放します。
p.254 の 「ディスクグループの破棄」 を参照
してください。
例:
# vxdg destroy mydg

表 A-4

サブディスクの作成と管理

コマンド

説明

vxmake [-g diskgroup] sd subdisk ¥
diskname,offset,length

サブディスクを作成します。
「サブディスクの作成」を参照してください。
例:
# vxmake -g mydg sd ¥
mydg02-01 mydg02,0,8000
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コマンド

説明

vxsd [-g diskgroup] assoc plex ¥
subdisk...

サブディスクを既存のプレックスに関連付
けます。
p.267 の 「サブディスクとプレックスの関連
付け」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg assoc home-1 ¥
mydg02-01 mydg02-00 ¥
mydg02-01

vxsd [-g diskgroup] assoc plex ¥
subdisk1:0 ... subdiskM:N-1

ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュー
ム内のカラムの末尾にサブディスクを追加
します。
p.267 の 「サブディスクとプレックスの関連
付け」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg assoc ¥
vol01-01 mydg10-01:0 ¥
mydg11-01:1 mydg12-01:2

vxsd [-g diskgroup] mv oldsubdisk ¥
newsubdisk ...

サブディスクを交換します。
p.265 の 「サブディスクの移動」 を参照して
ください。
例:
# vxsd -g mydg mv mydg01-01 ¥
mydg02-01

vxsd [-g diskgroup] -s size split ¥
subdisk sd1 sd2

サブディスクを 2 つに分割します。
p.266 の 「サブディスクの分割」 を参照して
ください。
例:
# vxsd -g mydg -s 1000m ¥
split mydg03-02 mydg03-02 ¥
mydg03-03
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コマンド

説明

vxsd [-g diskgroup] join ¥
sd1 sd2 ... subdisk

2 つ以上のサブディスクを結合します。
p.266 の 「サブディスクの結合」 を参照して
ください。
例:
# vxsd -g mydg join ¥
mydg03-02 mydg03-03 ¥
mydg03-02

vxassist [-g diskgroup] move ¥
volume ¥!olddisk newdisk

ボリューム内のサブディスクをディスク間で
再配置します。
p.460 の 「vxassist を使った再配置された
サブディスクの移動」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg move ¥
myvol ¥!mydg02 mydg05

vxunreloc [-g diskgroup] original_disk サブディスクをもとのディスク位置へ再配置
します。
p.460 の 「vxunreloc を使った再配置され
たサブディスクの移動」 を参照してくださ
い。
例:
# vxunreloc -g mydg mydg01

vxsd [-g diskgroup] dis subdisk

サブディスクとプレックスの関連付けを解除
します。
p.269 の 「サブディスクとプレックスの関連
付け解除」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg dis mydg02-01
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コマンド

説明

vxedit [-g diskgroup] rm subdisk

サブディスクを削除します。
p.270 の 「サブディスクの削除」 を参照して
ください。
例:
# vxedit -g mydg rm mydg02-01

vxsd [-g diskgroup] -o rm dis subdisk サブディスクとプレックスの関連付けを解除
し、サブディスクをプレックスから削除しま
す。
p.269 の 「サブディスクとプレックスの関連
付け解除」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg -o rm dis ¥
mydg02-01

表 A-5

プレックスの作成と管理

コマンド

説明

vxmake [-g diskgroup] plex plex ¥
sd=subdisk1[,subdisk2,...]

コンカチネイテッドプレックスを作成します。
p.274 の 「プレックスの作成」 を参照してく
ださい。
例:
# vxmake -g mydg plex ¥
vol01-02 ¥
sd=mydg02-01,mydg02-02

vxmake [-g diskgroup] plex plex ¥
layout=stripe|raid5 stwidth=W ¥
ncolumn=N ¥
sd=subdisk1[,subdisk2,...]

ストライプ化プレックスまたは RAID 5 プレッ
クスを作成します。
p.274 の 「ストライプ化プレックスの作成」 を
参照してください。
例:
# vxmake -g mydg plex pl-01 ¥
layout=stripe stwidth=32 ¥
ncolumn=2 ¥
sd=mydg01-01,mydg02-01
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コマンド

説明

vxplex [-g diskgroup] att volumeplex プレックスを既存のボリュームに追加しま
す。
p.279 の 「プレックスの接続および関連付
け」 を参照してください。
p.281 の 「プレックスの再接続」 を参照して
ください。
例:
# vxplex -g mydg att vol01 ¥
vol01-02

vxplex [-g diskgroup] det plex

プレックスを切断します。
p.281 の 「プレックスの関連付け解除」 を参
照してください。
例:
# vxplex -g mydg det vol01-02

vxmend [-g diskgroup] off plex

保守のため、プレックスをオフラインにしま
す。
p.280 の 「プレックスのオフライン化」 を参
照してください。
例:
# vxmend -g mydg off vol02-02

vxmend [-g diskgroup] on plex

プレックスを使うために再有効にします。
p.281 の 「プレックスの再接続」 を参照して
ください。
例:
# vxmend -g mydg on vol02-02
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コマンド

説明

vxplex [-g diskgroup] mv oldplex ¥
newplex

プレックスを交換します。
p.282 の 「プレックスの移動」 を参照してく
ださい。
例:
# vxplex -g mydg mv ¥
vol02-02 vol02-03

vxplex [-g diskgroup] cp volume ¥
newplex

ボリュームをプレックスにコピーします。
p.283 の 「プレックスのコピー」 を参照してく
ださい。
例:
# vxplex -g mydg cp vol02 ¥
vol03-01

vxmend [-g diskgroup] fix clean plex 起動できないボリューム内のプレックスの状
態を CLEAN 状態に設定します。
p.281 の 「プレックスの再接続」 を参照して
ください。
例:
# vxmend -g mydg fix clean ¥
vol02-02
vxplex [-g diskgroup] -o rm dis plex プレックスとボリュームの関連付けを解除
し、プレックスをボリュームから削除します。
p.283 の 「プレックスの関連付け解除と削
除」 を参照してください。
例:
# vxplex -g mydg -o rm dis ¥
vol03-01
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表 A-6

ボリュームの作成

コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] maxsize ¥
layout=layout [attributes]

作成可能なボリュームの最大サイズを表示
します。
p.296 の 「ボリュームの最大サイズの確認」
を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg maxsize ¥
layout=raid5 nlog=2

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length [layout=layout] ¥
[attributes]

ボリュームを作成します。
p.297 の 「任意のディスクにおけるボリュー
ムの作成」 を参照してください。
p.297 の 「指定したディスクにおけるボリュー
ムの作成」 を参照してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
myvol 20g layout=concat ¥
mydg01 mydg02

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length layout=mirror ¥
[nmirror=N][attributes]

ミラーボリュームを作成します。
p.301 の 「ミラーボリュームの作成」 を参照
してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
mymvol 20g layout=mirror ¥
nmirror=2

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length layout=layout ¥
exclusive=on [attributes]

クラスタ内の 1 つのノードで排他的に起動
できるボリュームを作成します。
p.496 の 「排他的起動権限を持つボリュー
ムの作成」 を参照してください。
例:
# vxassist -b -g mysdg make ¥
mysmvol 20g layout=mirror ¥
exclusive=on
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コマンド

説明

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュー
volume length layout={stripe|raid5} ¥ ムを作成します。
[stripeunit=W] [ncol=N] ¥
p.307 の 「ストライプボリュームの作成」 を参
[attributes]
照してください。
p.310 の 「RAID 5 ボリュームの作成」 を参
照してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
mysvol 20g layout=stripe ¥
stripeunit=32 ncol=4

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length layout=mirror ¥
mirror=ctlr [attributes]

別個のコントローラ上にミラーデータプレッ
クスを持つボリュームを作成します。
p.309 の 「ターゲット、コントローラまたはエ
ンクロージャをまたがるミラーの作成」 を参
照してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
mymcvol 20g layout=mirror ¥
mirror=ctlr

vxmake -b [-g diskgroup] ¥
-Uusage_type vol volume ¥
[len=length] plex=plex,...

既存のプレックスからボリュームを作成しま
す。
p.313 の 「vxmake を使ったボリュームの作
成」 を参照してください。
例:
# vxmake -g mydg -Uraid5 ¥
vol r5vol ¥
plex=raidplex,raidlog1,¥
raidlog2
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コマンド

説明

vxvol [-g diskgroup] start volume

使うボリュームを初期化して起動します。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参
照してください。
p.327 の 「ボリュームの起動」 を参照してく
ださい。
例:
# vxvol -g mydg start r5vol

vxvol [-g
diskgroup] init zero ¥
volume

使うボリュームを初期化してゼロクリアしま
す。
p.315 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参
照してください。
例:
# vxvol -g mydg init zero ¥
myvol

表 A-7

ボリュームの管理

コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] mirror ¥
volume [attributes]

ミラーをボリュームに追加します。
p.327 の 「ボリュームへのミラーの追加」 を
参照してください。
例:
# vxassist -g mydg mirror ¥
myvol mydg10

vxassist [-g diskgroup] remove ¥
mirror volume [attributes]

ミラーをボリュームから削除します。
p.329 の 「ミラーの削除」 を参照してくださ
い。
例:
# vxassist -g mydg remove ¥
mirror myvol ¥!mydg11
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コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] ¥
{growto|growby} volume length

指定したサイズに、または指定した量だけ
ボリュームを拡張します。
p.345 の 「vxassist を使ったボリュームのサ
イズ変更」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg growby ¥
myvol 10g

vxassist [-g diskgroup] ¥
{shrinkto|shrinkby} volume length

指定したサイズに、または指定した量だけ
ボリュームを縮小します。
p.345 の 「vxassist を使ったボリュームのサ
イズ変更」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg shrinkto ¥
myvol 20g

vxresize -b -F vxfs [-g diskgroup] ¥ ボリュームおよびそのボリューム上に作成
volume length diskname ...
された Veritas File System のサイズを変
更します。
p.344 の 「vxresize を使ったボリュームのサ
イズ変更」 を参照してください。
例:
# vxassist -b -F vxfs ¥
-g mydg myvol 20g mydg10 ¥
mydg11

vxsnap [-g diskgroup] prepare ¥
volume [drl=on|sequential|off]

インスタントスナップショットや DRL ログ用
のボリュームを準備します。
p.331 の 「DRL およびインスタントスナップ
ショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg prepare ¥
myvol drl=on
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コマンド

説明

vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume¥
/newvol=snapvol¥
[/nmirror=number]

もとのボリュームのプレックスを切り離して、
ボリュームのフルサイズインスタントスナッ
プショットを作成します。
p.377 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。
例:
# vxsnap -g mydg make ¥
source=myvol/¥
newvol=mysnpvol/¥
nmiror=2

vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume/snapvol=snapvol

準備された空のボリュームを使って、ボ
リュームのフルサイズインスタントスナップ
ショットを作成します。「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.377 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。
例:
# vxsnap -g mydg make ¥
source=myvol/snapvol=snpvol

vxmake [-g diskgroup] cache ¥
cache_object cachevolname=volume ¥
[regionsize=size]

領域最適化インスタントスナップショットで
使うためのキャッシュオブジェクトを作成し
ます。
p.381 の 「共有キャッシュオブジェクトの作
成」 を参照してください。
次に示すように、キャッシュボリュームが作
成されている必要があります。
# vxassist -g mydg make ¥
cvol 1g layout=mirror ¥
init=active mydg16 mydg17
# vxmake -g mydg cache cobj ¥
cachevolname=cvol
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コマンド

説明

vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume/newvol=snapvol¥
/cache=cache_object

ボリュームの領域最適化インスタントスナッ
プショットを作成します。
p.377 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。
例:
# vxsnap -g mydg make ¥
source=myvol/¥
newvol=mysosvol/¥
cache=cobj

vxsnap [-g diskgroup] refresh \
snapshot

もとのボリュームからスナップショットを更新
します。
p.399 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。
例:
# vxsnap -g mydg refresh ¥
mysnpvol

vxsnap [-g diskgroup] dis snapshot

スナップショットを独立したボリュームにしま
す。
p.402 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。
例:
# vxsnap -g mydg dis mysnpvol

vxsnap [-g diskgroup] unprepare ¥
volume

インスタントスナップショットや DRL ログの
サポートをボリュームから削除します。
p.336 の 「ボリュームからの DRL およびイン
スタントスナップショットのサポートの削除」
を参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg unprepare ¥
myvol
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コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] relayout ¥
volume [layout=layout] ¥
[relayout_options]

ボリュームのオンライン再レイアウトを実行
します。
p.353 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を
参照してください。
例:
# vxassist -g mydg relayout ¥
vol2 layout=stripe

vxassist [-g diskgroup] relayout ¥
volume layout=raid5 ¥
stripeunit=W ¥
ncol=N

ボリュームを、ストライプユニットサイズ W、N
カラムの RAID 5 ボリュームとしてオンライ
ン再レイアウトします。
p.353 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を
参照してください。
例:
# vxassist -g mydg relayout ¥
vol3 layout=raid5 ¥
stripeunit=16 ncol=4

vxrelayout [-g diskgroup] -o bg ¥
reverse volume

一時停止中のボリューム再レイアウトをもと
に戻します。
p.71 の 「ボリュームセット」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxrelayout -g mydg -o bg ¥
reverse vol3

vxassist [-g diskgroup] convert ¥
volume [layout=layout] ¥
[convert_options]

階層化ボリュームレイアウトと非階層化ボ
リュームレイアウト間の変換を行います。
p.360 の 「階層化ボリュームと非階層化ボ
リューム間の変換」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg convert ¥
vol3 layout=stripe-mirror
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コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] remove ¥
volume volume

ボリュームを削除します。
p.349 の 「ボリュームの削除」 を参照してく
ださい。
例:
# vxassist -g mydg remove ¥
myvol

表 A-8

タスクの監視と制御

コマンド

説明

command [-g diskgroup] -t tasktag ¥
[options] [arguments]

VxVM コマンドにタスクタグを指定します。
p.323 の 「タスクタグの指定」 を参照してく
ださい。
例:
# vxrecover -g mydg ¥
-t mytask -b mydg05

vxtask [-h] [-g diskgroup] list

システム上で実行されているタスクを一覧
表示します。
p.325 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask -h -g mydg list

vxtask monitor task

タスクの進行状況を監視します。
p.325 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask monitor mytask
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コマンド

説明

vxtask pause task

タスクの操作を中断します。
p.325 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask pause mytask

vxtask -p [-g diskgroup] list

一時停止中のすべてのタスクを一覧表示
します。
p.325 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask -p -g mydg list

vxtask resume task

一時停止中のタスクを再開します。
p.325 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask resume mytask

vxtask abort task

タスクを中断し、変更をもとに戻します。
p.325 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask abort mytask

オンラインマニュアルページ
マニュアルページは次のセクションから構成されます。
1M

管理コマンド

4

ファイルフォーマット
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セクション 1M - 管理コマンド
表 A-9 に、Veritas Volume Manager を管理するためのコマンドについて説明している
セクション 1M のマニュアルページを一覧表示します。
表 A-9

セクション 1M マニュアルページ

名前

説明

vxassist

ボリュームの作成、再レイアウト、変換、ミラー、バックアップ、拡
張、縮小、削除、および移動に使います。

vxcache

領域最適化スナップショットのキャッシュオブジェクトの管理に使
います。

autogrow

必要に応じて、キャッシュボリュームのサイズを自動的に変更しま
す。

vxcdsconvert

ディスクおよびディスクグループをシステム間で移植可能な状態
に変換します。

vxclustadm

クラスタの開始、停止、および再構成に使います。

vxcmdlog

コマンドログの管理に使います。

vxconfigbackup

ディスクグループ設定のバックアップに使います。

vxconfigbackupd

ディスクグループ設定バックアップデーモンです。

vxconfigd

Veritas Volume Manager 設定デーモンです。

vxconfigrestore

ディスクグループ設定をリストアします。

vxdco

バージョン DCO オブジェクトおよび DCO ボリュームに対して操
作を実行するときに使います。

vxdctl

ボリューム設定デーモンを制御します。

vxddladm

デバイス検出層サブシステムの管理に使います。

vxdg

Veritas Volume Manager ディスクグループの管理に使います。

vxdisk

Veritas Volume Manager ディスクの定義と管理に使います。

vxdiskadd

Veritas Volume Manager で使うディスクを追加します。

vxdmpadm

メニュー駆動型の Veritas Volume Manager ディスク管理プロ
グラムです。

vxdisksetup

Veritas Volume Manager で使うディスクの設定に使います。
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名前

説明

vxdiskunsetup

Veritas Volume Manager で使用中のディスクを設定から除外
します。

vxdmpadm

DMP サブシステムの管理に使います。

vxdmpinq

SCSI 問い合わせデータを表示します。

vxdmptune

DMP チューニングパラメータの値を表示および変更します。

vxedit

Veritas Volume Manager レコードの作成、削除、および変更
に使います

vxencap

新しいディスクでパーティションをカプセル化します。

vxevac

すべてのボリュームをディスクから退避します。

vxinfo

ボリュームのアクセス可能性と可用性を表示します。

vxinitrd

VxVM モジュールをプリロードするための初期 ramdisk イメージ
を作成します。

vxinstall

メニュー駆動型の Veritas Volume Manager 初回設定プログラ
ムです。

vxintro

Veritas Volume Manager ユーティリティの概要です。

vxiod

Veritas Volume Manager カーネル I/O スレッドの開始、停止、
およびレポートに使います。

vxmake

Veritas Volume Manager 設定レコードを作成します。

vxmemstat

Veritas Volume Manager のメモリ統計情報を表示します。

vxmend

設定レコードの単純な問題を修復します。

vxmirror

ディスク上のボリュームのミラー化またはデフォルトミラー化の制
御に使います。

vxnotify

Veritas Volume Manager 設定イベントを表示します。

vxplex

プレックス上で Veritas Volume Manager 操作を実行します。

vxpool

ISP ストレージプールの作成と管理に使います。

vxprint

Veritas Volume Manager 設定のレコードを表示します。

vxr5check

RAID-5 ボリュームのパリティ検査を実行します。

vxreattach

アクセス可能になったディスクドライブを再接続します。
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名前

説明

vxrecover

ボリュームリカバリ操作を実行します。

vxrelayout

オンラインストレージを別のレイアウトに変換します。

vxrelocd

Veritas Volume Manager の障害イベントを監視し、障害の発
生したサブディスクを再配置します。

vxresize

ファイルシステムを含むボリュームのサイズを変更します。

vxrootmir

ルートディスクを代替ディスクにミラー化します。

vxsd

サブディスク上で Veritas Volume Manager 操作を実行します。

vxse

Storage Expert のルールです。

vxsnap

ボリューム上の DRL の有効化およびインスタントスナップショット
の作成と管理に使います。

vxsplitlines

クラスタ内の設定コピーが競合しているディスクを表示します。

vxstat

Veritas Volume Manager 統計情報管理ユーティリティです。

vxtask

Veritas Volume Manager タスクの一覧表示と管理に使います。

vxtemplate

ISP ボリュームテンプレートおよびテンプレートセットのインストー
ルと管理に使います。

vxtrace

ボリューム上の操作をトレースします。

vxtranslog

トランザクションログの管理に使います。

vxtune

Veritas Volume Replicator および Veritas Volume Manager
のチューニングパラメータの調整に使います。

vxunreloc

ホットリロケーションされたサブディスクをもとのディスクに移動し
ます。

vxunroot

カプセル化されたルートボリュームから Veritas Volume Manager
フックを削除します。

vxusertemplate

ISP ユーザーテンプレートの作成と管理に使います。

vxvol

ボリューム上で Veritas Volume Manager 操作を実行します。

vxvoladm

割り当てられたストレージでの ISP アプリケーションボリュームの
作成と管理に使います。

vxvoladmtask

ISP タスクの管理に使います。
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名前

説明

vxvoltune

VxVM チューニングパラメータの値を表示および変更します。

vxvset

ボリュームセットの作成と管理に使います。

セクション 4 - ファイルフォーマット
表 A-10 に、Veritas Volume Manager で使われるファイルのフォーマットについて説明
しているセクション 4 のマニュアルページを一覧表示します。
表 A-10

セクション 4 マニュアルページ

名前

説明

vol_pattern

ディスクグループ検索の仕様です。

vxmake

vxmake の解説ファイルです。
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B
アレイの移行
この付録では以下の項目について説明しています。
■

シンプロビジョニングへの移行

シンプロビジョニングへの移行
SmartMove™ 機能は、従来の LUN からシンプロビジョニングされた LUN への移行や、
プロセス内での未使用スペースの削除を可能にします。
シンプロビジョニングに移行するには

1

SmartMove 機能を有効にします。変数 usefssmartmove=all となるようにファイ
ル /etc/default/vxsf を編集します。

2

新しいシン LUN を既存のディスクグループに追加します。
# vxdisksetup -i THINARRAY0_02
# vxdg -g datadg adddisk THINARRAY0_02

3

新しいシン LUN を新しいプレックスとしてボリュームに追加します。
注: SmartMove 機能の利点を得るには、ファイルシステムがマウントされている必要
があります。
LUN を追加するには次の方法があります。
■

デフォルト設定を使います。
# vxassist -g datadg mirror datavol THINARRAY0_02

■

短時間で完了するオプションを使います。次のコマンドはより多くの影響を I/O
に与えます。
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# vxassist -b -oiosize=1m -t thinmig -g datadg mirror ¥
datavol THINARRAY0_02
# vxtask monitor thinmig
■

影響が最小になるようなオプションを使います。次のコマンドは完了までに時間
がかかります。
# vxassist -oslow -g datadg mirror datavol THINARRAY0_02

4

任意で、古い LUN を削除する前に新しい LUN のパフォーマンスをテストすることも
できます。
パフォーマンスをテストするには、次の手順を使います。
■

どのプレックスがシン LUN に対応するかを確認します。
# vxprint -g datadg

TY
dg
dm
dm

NAME
datadg
THINARRAY0_02
STDARRAY1_01

ASSOC
datadg
THINARRAY0_02
STDARRAY1_01

KSTATE
-

LENGTH
83886080
41943040

PLOFFS
-

STATE
-OHOTUSE

TUTIL0 PUTIL0
-

v
pl
sd
pl
sd

datavol
datavol-01
STDARRAY1_01-01
datavol-02
THINARRAY0_02-01

fsgen
datavol
datavol-01
datavol
datavol-02

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

41943040
41943040
41943040
41943040
41943040

0
0

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

上記の出力はシン LUN がプレックス datavol-02 に対応することを示していま
す。
■

すべての読み込みがその LUN から来るように指示します。
# vxvol -g datadg rdpol prefer datavol datavol-02

付録 B アレイの移行
シンプロビジョニングへの移行

5

もとの LUN を削除します。一部のシェルでは、! はエスケープ文字です。次の例は
bash のエスケープを回避しています。
# vxassist -g datadg remove mirror datavol ¥!STDARRAY1_01
# vxdg -g datadg rmdisk STDARRAY1_01
# vxdisk rm STDARRAY1_01

6

ファイルシステムとボリュームを拡大して、より大きなシン LUN をすべて使うようにし
ます。
# vxresize -g datadg -x datavol 40g THINARRAY0_02
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C
Veritas Volume Manager 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。
■

インストール後の設定操作

■

サポートされていないディスクアレイ

■

外部デバイス

■

ディスクの初期化とディスクグループの作成

■

ストレージを設定するためのガイドライン

■

VxVM でのマルチパス化されたデバイスの表示

■

クラスタのサポート

インストール後の設定操作
Veritas Volume Manager（VxVM）ソフトウェアのインストール後に、複数の設定タスク
を実行できます。
次のタスクを使って初期設定を実行します。
■

ディスクを Veritas Volume Manager の制御下に置いて、ディスクグループを作成し
ます。

■

ISP（Intelligent Storage Provisioning）機能を使う場合は、ディスクグループ内にス
トレージプールを作成します。

■

ディスクグループにボリュームを作成します。

■

ボリューム上にファイルシステムを構築します。

次の設定タスクはオプションです。
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■ root

ディスクをカプセル化し、さらにミラー化して代替ブートディスクを作成します。

■

各ディスクグループでホットリロケーションのスペアディスクを指定します。

■

ミラーをボリュームに追加します。

■

ボリュームに DRL と FastResync を設定します。

次のタスクを使って継続的な保守を実行します。
■

ボリュームおよびファイルシステムのサイズを変更します。

■

ディスクを追加し、新しいディスクグループを作成して、新しいボリュームを作成しま
す。

■

スナップショットの作成と管理を行います。

サポートされていないディスクアレイ
インストール終了後、シマンテック社でサポートされていないディスクアレイをすべて DISKS
（JBOD）カテゴリに追加します。
p.84 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

外部デバイス
VxVM のデバイス検出機能では、EMC PowerPath など、サードパーティ製のドライバで
制御される一部のデバイスを検出できます。これらのデバイスに対しては、DMP 機能で
はなく、サードパーティ製のドライバに備えられている multipathing ケイパビリティを使
うことをお勧めします。適切な ASL が使用可能な場合は、このようなドライバで DMP も使
えます。互換 ASL が存在しないその他の外部デバイスは、vxddladm addforeign コマ
ンドを使うことにより、Veritas Volume Manager で simple ディスクとして使えるようにな
ります。このコマンドを使うと、DMP を使う必要もなくなります。
p.84 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

ディスクの初期化とディスクグループの作成
ディスクをディスクグループに配置するには、インストールの完了後に VEA または
vxdiskadm プログラムを使います。
p.103 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。
ディスクを新しいディスクグループに追加する方法については、VEA のオンラインヘルプ
を参照してください。
ストレージプールが必要なのは、VxVM の ISP 機能を使う場合のみです。
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『Veritas Storage Foundation Intelligent Storage Provisioning 管理者ガイド』を参
照してください。

ストレージを設定するためのガイドライン
ディスク障害によって、そのディスクのデータが損失したり、システムへのアクセスが失わ
れることがあります。アクセスが失われる原因は、システム操作に使われる重要なディスク
の障害にあります。Veritas Volume Manager は、このような障害からシステムを保護で
きます。
システムの可用性を維持するには、システムの実行および起動に関する重要なデータを
ミラー化する必要があります。このデータは、障害発生時に使えるよう保持しておく必要
があります。
次に、システムとデータを保護するための提案事項を示します。
■

データを保護するため、通常のバックアップを行ってください。ボリュームのすべての
コピーが損失または破損した場合に備え、バックアップすることが必要です。電力サー
ジによって、一部の（またはすべての）ディスクがダメージを受けることがあります。ま
た、エラー発生時にコマンドを入力すると、クリティカルなファイルを削除したり、直接
ファイルシステムにダメージを与えてしまうことがあります。通常のバックアップを行うこ
とで、損失データまたは破損データを取得できるようになります。
ファイルシステム（ルートまたはブートディスク）を含むディスクをカプセル化し、
Veritas Volume Manager の制御下に置いてください。カプセル化すると、ルートデ
バイスとスワップデバイスがボリューム（rootvol と swapvol）に変換されます。起動
に使う代替ルートディスクを作成するため、ルートディスクをミラー化します。起動に必
要なディスクをミラー化し、単一ディスクの障害によってシステムが起動不可および使
用不可の状態にならないようにします。
p.119 の 「ルータビリティ」 を参照してください。

■ root

■

ミラー化を使い、ディスク障害によるデータの損失を防ぎます。
p.594 の 「ミラー化のガイドライン」 を参照してください。

■

DRL 機能を使うと、システムクラッシュ後のミラーボリュームのリカバリが速くなります。
p.595 の 「DRL のガイドライン」 を参照してください。

■

ストライプ化を使い、ボリュームの I/O 処理効率を向上させます。
p.595 の 「ストライプ化のガイドライン」 を参照してください。

■

ストライプ化およびミラー化を併用する設定に使える十分なディスク数を確保してくだ
さい。ストライプ化プレックスには少なくとも 2 つのディスクが、ミラーには 1 つ以上の
追加ディスクがそれぞれ必要です。

■

ストライプ化とミラー化を併用する場合は、あるプレックスのサブディスクと他のプレッ
クスのサブディスクは、同一物理ディスクに配置しないでください。
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■

RAID 5 ボリューム内のパリティデータの破損を防ぐには、ログを使います。各 RAID
5 ボリュームに少なくとも 1 つのログプレックスがあることを確認してください。
p.596 の 「RAID 5 ボリュームのガイドライン」 を参照してください。

■

Veritas Volume Manager のホットリロケーション機能を有効にしておきます。
p.596 の 「ホットリロケーションのガイドライン」 を参照してください。

ミラー化のガイドライン
ミラー化を使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
■

ミラーボリュームの個々のプレックスを構成するサブディスクを、同一の物理ディスクに
配置しないでください。この操作を行うと、ミラー化による可用性や処理効率が低下し
ます。vxassist コマンドまたは vxdiskadm コマンドを使うと、このような状況に陥る
のを防ぐことができます。

■

ミラー化を使って最高の処理効率を得るには、入出力の物理処理の少なくとも 70 %
が読み取り処理である必要があります。読み取り処理の割合が高くなるほど、処理効
率も向上します。書き込みを集中的に行う作業負荷環境では、ミラー化によって、処
理効率が向上しなかったり、あるいは処理速度が低下することがあります。

■

オペレーティングシステムには、ファイルシステムのキャッシュが実装されています。
読み取り要求は、多くの場合キャッシュで十分対応できます。これによって、ファイル
システムを介した物理的な入出力処理における、読み取りと書き込みの入出力全体
に対する割合は、（アプリケーションレベルで読み取りと書き込みの割合を比較した場
合）書き込みの方が大きくなります。

■

ミラー化またはストライプ化を行う場合は、可能な限り、別々のコントローラに接続され
ているディスクを使ってください。ディスクコントローラのほとんどは並行シーク処理を
サポートしています。したがって、一度に 2 つのディスクでシークを開始できます。同
一ボリュームの 2 つのプレックスを、並行シーク処理をサポートしていないコントロー
ラに接続されているディスクに設定しないでください。これは、ドライブにキャッシュし
ない古いコントローラや SCSI ディスクを使う場合に重要になります。最近の SCSI ディ
スクおよびコントローラを使う場合は、それほど重要ではありません。複数のコントロー
ラをまたいでミラー化すると、いずれかのコントローラに障害が発生しても、システムは
存続できます。別のコントローラによって、ミラーのデータを引き続き使えます。

■

複数のディスクをまたいだストライプ化プレックスまたはコンカチネイテッドプレックスを
使ったり、非常に高速なデバイスにプレックスを配置すると、優れた処理効率を得るこ
とができます。読み取りポリシーは、より高速なプレックスを優先するように prefer ポリ
シーを設定してください。デフォルトで使われる select ポリシーで、ストライプ化プレッ
クスを 1 つ持つボリュームは、ストライプ化プレックスからの読み取りを優先するように
prefer ポリシーと同様に設定されています。

p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。
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DRL のガイドライン
DRL（Dirty Region Logging）を使うと、システムクラッシュ後のミラーボリュームのリカバ
リが速くなります。DRL を有効にすると、Veritas Volume Manager は、プレックスへの書
き込みによって変更されたボリューム内の領域を記録します。
警告: DRL を使うと、書き込みを集中的に行う環境では、システムのパフォーマンスに悪
影響を及ぼす可能性があります。
p.57 の 「DRL」 を参照してください。

ストライプ化のガイドライン
ストライプ化を使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
■

ストライプ化プレックスの複数のカラムを同一の物理ディスクに配置しないでください。

■

ストライプユニットのサイズは慎重に計算してください。通常、ストライプユニットのサイ
ズを適度な値に設定することをお勧めします（例: 64 KB。vxassist が使うデフォル
トです）。

■

ストライプ ユニットのサイズをトラックのサイズに設定することが適切ではなく、またア
プリケーションの入出力パターンが不明な場合は、デフォルトのストライプ ユニットの
サイズを使います。

■

最近では、多くのディスクドライブに可変ジオメトリが採用されています。これは、トラッ
クのサイズがシリンダによって異なることを意味し、外側のディスクのトラックは内側の
トラックよりもセクタが多くなります。したがって、すべての状況でトラックのサイズをスト
ライプユニットのサイズに使うのが適切なわけではありません。このようなドライブの場
合、アプリケーションの入出力パターンが明確でない限り、ストライプユニットのサイズ
には適度な値（64 KB など）を使ってください。

■

スピンドルが同期化されていないディスクを使った場合、ストライプユニットのサイズが
小さいボリュームでは、連続入出力の遅延が思わしくないものになることがあります。
一般的に、ストライプユニットのサイズをより大きく設定し、マルチスレッドの、またはほ
とんど非同期のランダムな入出力ストリームを使った場合に、スピンドルを同期化して
いないディスクをストライプ化すると処理効率が向上します。

■

通常、ストライプの物理ディスクの数が増えるほど、入出力の処理効率は向上します。
ただし、この場合はボリュームの実際の平均故障間隔（MTBF）が短くなります。このよ
うな問題がある場合は、ストライプ化とミラー化を組み合わせて、高い処理効率と信頼
性を併せ持つようにします。

■

ミラーボリューム内の 1 つのプレックスのみがストライプ化されている場合、ボリューム
の読み取りポリシーを、ストライプ化プレックスを prefer ポリシーとするように設定し
ます（デフォルトの読み取りポリシーである select ポリシーによって、この操作は自
動的に行われます）。
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■

ミラーボリューム内の複数のプレックスがストライプ化されている場合、各ストライプ化
プレックスには同じストライプユニットのサイズを設定します。

■

可能なときは、ストライプボリュームのサブディスクを、別のコントローラおよびバスに接
続されているドライブをまたぐように配分します。

■

並行シーク処理をサポートしていないコントローラはストライプには使わないでくださ
い（そのようなコントローラはまれです）。

vxassist コマンドを使うと、ボリュームのストライプ化プレックスに領域を割り当てるとき

に、これらの多くのルールが自動的に適用および実施されます。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。

RAID 5 ボリュームのガイドライン
RAID 5 を使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
通常、ミラー化とストライプ化ボリュームの併用についてのガイドラインは、RAID 5 ボリュー
ムにも適用されます。次のガイドラインも、RAID 5 ボリュームでの注意点となります。
■

各 RAID 5 ボリュームに配置できる RAID 5 プレックスは 1 つのみです（ログプレック
スは複数配置できます）。

■

RAID 5 プレックスは、少なくとも 3 つのサブディスクからなる、3 つ以上の物理ディス
ク上に配置されている必要があります。ログプレックスが存在する場合、それらは RAID
5 プレックスに使われていないディスクに所属している必要があります。

■

RAID 5 ログは、ミラー化およびストライプ化できます。

■

ボリュームのサイズが明示的に指定されていない場合、そのサイズはボリュームに関
連付けられている RAID 5 プレックスのサイズに設定されます。RAID 5 プレックスが
関連付けられていない場合は、ゼロに設定されます。ボリュームのサイズを指定する
場合は、関連付けられている RAID 5 プレックスがあれば、そのストライプユニットの
サイズの倍数を指定します。

■

ログのサイズが明示的に指定されていない場合、関連付けられている RAID 5 ログプ
レックスがあればその最小サイズに設定されます。RAID 5 ログプレックスが関連付け
られていない場合は、ゼロに設定されます。

■

サイズがゼロの RAID 5 ログプレックスは有効ではありません。

■

RAID 5 ボリュームは、クラスタ環境での共有ではサポートされていません。

p.44 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。

ホットリロケーションのガイドライン
ホットリロケーションでは、ディスクに障害が発生すると、冗長性のリストアとミラーボリュー
ムや RAID 5 ボリュームへのアクセスのリストアが自動的に実行されます。これは、影響を
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受けたサブディスクを、スペアとして指定されたディスクや同じディスクグループ内の空き
領域に再配置することによって実現されます。
ホットリロケーション機能はデフォルトで有効になっています。関連付けられているデーモ
ン vxrelocd は、システムの起動時に自動的に起動されます。
ホットリロケーションを使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
■

ホットリロケーション機能はデフォルトで有効になっています。ホットリロケーションは無
効にすることもできますが、有効のままにしておくことをお勧めします。ホットリロケー
ション機能によって障害の性質が通知され、影響を受けたサブディスクに冗長性があ
る場合はその再配置が実行され、リカバリプロシージャが開始されます。

■

ホットリロケーションでは、ディスクをスペアとして指定する必要はありませんが、各ディ
スクグループにつき少なくとも 1 つのディスクをスペアとして指定してください。これに
よって、どのディスクを再配置に使うかを制御できるようになります。スペアが存在しな
い場合、Veritas Volume Manager ではディスクグループ内の使用可能な空き領域
を使います。空き領域が再配置の目的に使われると、再配置後に処理効率が低下す
ることがあります。

■

ホットリロケーションが実行されたら、1 つ以上のディスクを新たにスペアとして指定し、
スペア領域を増やします。もとのスペア領域の一部は、再配置されたサブディスクに
占有されることがあります。

■

任意のディスクグループによって複数のコントローラに分散され、そのディスクグルー
プに複数のスペアディスクがある場合は、（いずれかのコントローラで障害が発生した
ときに備えて）スペアディスクを個々のコントローラ上に設定します。

■

ミラーボリュームの場合は、ボリュームのミラーを含まないディスクが少なくとも 1 つ存
在するように、ディスクグループを設定します。このディスクは、使用可能な領域のあ
るスペアディスクまたは空き領域のある通常のディスクである必要があり、ホットリロケー
ションの適用対象から除外されません。

■

ミラーボリュームおよびストライプボリュームの場合は、ストライプ化プレックスにボリュー
ムのミラーを含まないディスクを少なくとも 1 つ、または別のサブディスクが存在するよ
うに、ディスクグループを設定します。このディスクは、使用可能な領域のあるスペア
ディスクまたは空き領域のある通常のディスクである必要があり、ホットリロケーション
の適用対象から除外されません。

■

RAID 5 ボリュームの場合は、ボリュームの RAID 5 プレックス（またはそのログプレッ
クス）を含まないディスクが少なくとも 1 つ存在するように、ディスクグループを設定し
ます。このディスクは、使用可能な領域のあるスペアディスクまたは空き領域のある通
常のディスクである必要があり、ホットリロケーションの適用対象から除外されません。

■

ミラーボリュームに DRL ログサブディスクがデータプレックスの一部として存在する場
合、そのデータプレックスは再配置できません。代わりに、ログサブディスクをデータ
のないログプレックスに配置します。
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■

ホットリロケーションでは、もとの処理効率特性やデータレイアウトの保持を保証してい
ません。動的に再配置されたサブディスクの位置を確認し、もとの処理効率性能を得
るためにそれらをより適切なディスクに再度配置しなおす必要があるかどうかを判断
してください。

■

（vxmake または VEA インターフェースを使って）スペアディスクに Veritas Volume
Manager のオブジェクトを構築することができますが、スペアディスクはホットリロケー
ションにのみ使うことをお勧めします。

p.446 の 「ホットリロケーションの動作方法」 を参照してください。

ボリュームデバイスへのアクセス
作成および初期化が完了すると、オペレーティングシステムはこれを仮想ディスクパー
ティションとして使ってファイルシステムを作成できるようになります。また、リレーショナル
データベースや他のデータ管理ソフトウェアなどのアプリケーションプログラムでの使用も
可能になります。
ディスクグループにボリュームを作成すると、ボリュームのアクセスに使えるブロックデバイ
スファイルおよびキャラクタ（raw）デバイスファイルが設定されます。
/dev/vx/dsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol のブ
ロックデバイスファイル

/dev/vx/rdsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol の
キャラクタデバイスファイル

パス名には、ディスクグループ名を示すディレクトリが含まれます。それぞれの場合に適
したデバイスノードを使って、ファイルシステムの作成、マウント、修復や、raw パーティ
ションを必要とするデータベースのレイアウトを実行します。

VxVM でのマルチパス化されたデバイスの表示
vxdiskadm コマンドを使って、デバイスが VxVM の DMP（Dynamic Multipathing）機

能によって処理される方法を制御できます。
p.163 の 「マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化」 を参照してくださ
い。

クラスタのサポート
Veritas Volume Manager ソフトウェアには、Veritas Volume Manager をクラスタ環境
で使えるようにするためのライセンス付与可能な機能が用意されています。Veritas Volume
Manager のクラスタ機能を利用すると、複数のホストで Veritas Volume Manager の制
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御下にあるディスクのセットにアクセスでき、同時にそれらの管理を行うことができます。ク
ラスタとは、ディスクのセットを共有するホストのセットです。各ホストは、クラスタ内のノード
として表されます。
『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions スタートガイド』を参照
してください。

共有ディスクグループの設定
Veritas Volume Manager を初めてインストールする、または既存クラスタにディスクを
追加する場合は、新しい共有ディスクを設定する必要があります。
メモ: RAID 5 ボリュームは、クラスタ環境での共有ではサポートされていません。
Veritas Volume Manager を初めて設定する場合は、次の手順を指定された順序で実
行して共有ディスクを設定します。
■

1 つのノードのみでクラスタを起動して、他のノードからアクセスできないようにします。

■

1 つのノード上で vxdiskadm プログラムを実行し、オプション 1 を選択して新しいディ
スクを初期化します。ディスクのディスクグループへの追加について尋ねるメッセージ
が表示されたら、none を選択し、今後の使用のためにディスクを確保しておきます。

■

クラスタ内の他のノード上で、vxdctl enable を実行し、新しく初期化したディスクを
確認します。

■

マスターノードから、共有ディスクにディスクグループを作成します。ノードがマスター
であるかスレーブであるかを確認するには、vxdctl -c mode コマンドを実行します。

■ vxdg コマンドまたは VEA を使って、ディスクグループを作成します。vxdg コマンドを

使う場合は、-s オプションを使って共有ディスクグループを作成します。
■

マスターノードのみから、vxassist や VEA を使って、ディスクグループにボリューム
を作成します。

■

手順 1 において起動されなかった他のクラスタノードも起動します。各ノードで vxdg
list コマンドを入力し、共有ディスクグループが表示されることを確認します。
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既存の VxVM ディスクグループの共有ディスクグループへの変換
既存のディスクグループを共有ディスクグループに変換するには、次の手順を実行しま
す。

1

1 つのノードのみでクラスタを起動して、他のノードからアクセスできないようにしま
す。

2

次の手順を使って、ディスクグループを設定します。
すべてのディスクグループを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list

共有するディスクグループをデポートするには、次のコマンドを使います。
# vxdg deport diskgroup

共有するディスクグループをインポートするには、次のコマンドを使います。
# vxdg -s import diskgroup

この手順によって、共有ディスクグループにあるディスクが共有ディスクとして構成さ
れ、クラスタの ID がスタンプされるため、他のノードで共有ディスクを認識できるよう
になります。
ダーティリージョンログが存在する場合は、それを有効にします。有効にできない場
合は、より大きなログに置き換えます。
すべての共有ディスクグループの共有フラグを表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg list

これで、ディスクグループを共有する準備が整いました。

3

他のクラスタノードも起動します。各ノードで vxdg list コマンドを入力し、共有ディ
スクグループが表示されることを確認します。このコマンドを実行すると、前に表示さ
れた共有ディスクグループのリストと同じリストが表示されます。
『Veritas Storage Foundation Cluster File System Installation Guide』を参照し
てください。

D
Sistina LVM から Veritas
Volume Manager への移行
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Sistina LVM からの移行について

■

未使用の LVM 物理ボリュームの VxVM ディスクへの変換

■

LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換

■

LVM ボリュームグループリストア

Sistina LVM からの移行について
Veritas Volume Manager（VxVM）には、Sistina Logical Volume Manager（LVM）ボ
リュームグループとそこに含まれるオブジェクトを同等の VxVM ディスクグループおよび
オブジェクトに変換するための、vxvmconvert ユーティリティが用意されています。LVM2
ボリュームグループの変換がサポートされる LVM2 のバージョンは 2.00.33 以上です。
LVM によって管理されるシステム上のディスクには、次の 2 つのタイプがあります。
■

未使用のディスクまたはディスクパーティション。これらにはユーザーデータが格納さ
れず、ボリュームグループでは使いませんが、pvcreate によって LVM ディスクヘッ
ダーが書き込まれています。
p.602 の 「未使用の LVM 物理ボリュームの VxVM ディスクへの変換」 を参照してくだ
さい。

■

ボリュームグループに所属し、論理ボリュームとボリュームグループが格納される LVM
ディスクまたはディスクパーティション。

■

p.603 の 「LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換」 を参照して
ください。

変換された VxVM ディスクグループは、LVM ボリュームグループに戻すこともできます。
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p.617 の 「LVM ボリュームグループリストア」 を参照してください。
vxvmconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

未使用の LVM 物理ボリュームの VxVM ディスクへの変
換
ボリュームグループに所属せず、ユーザーデータが存在しない LVM ディスクまたはディ
スクパーティションを変換するには、LVM ディスクヘッダーを削除します。
警告: 変換するディスクが LVM 構成で使われていないことを確認してください。これらの
ディスクにユーザーデータが存在すると、変換時にすべて破棄されます。
未使用の LVM 物理ボリュームを VxVM ディスクに変換するには、次の手順を実行しま
す。

1

ディスクがボリュームグループに所属していないことを確認するには、次の例に示す
ように pvscan コマンドを使います。
# pvscan
pvscan -- reading all physical volumes (this may take a while...)
pvscan -- inactive PV "/dev/sde1" is in no VG [8.48 GB]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/sdf" of VG "vg02" [8.47 GB / 8.47 GB free]
pvscan -- inactive PV "/dev/sdg" is in no VG [8.48 GB]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/sdh1" of VG "vg02" [8.47 GB / 8.47 GB free]
pvscan -- total: 4 [33.92 GB] / in use: 2 [16.96 GB] / in no
VG: 2 [16.96 GB]

この例は、ディスクデバイス sdf と sdh1 は、ボリュームグループ vg02 に関連付けら
れていますが、sde1 と sdg は、ボリュームグループに所属していないことを示してい
ます。

2

次のコマンドを使って、各ディスクから LVM ヘッダー情報を削除します。
# dd if=/dev/zero of=/dev/diskdev bs=1k count=3
# blockdev --rereadpt /dev/diskdev

警告: dd をディスクパーティションで実行するときは、デバイスとして、ディスク名では
なくディスクパーティションを指定してください。そうしないと、ディスク上の他のパー
ティションの情報が上書きされます。
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3

LVM ヘッダーを上書きした後、fdisk または sfdisk コマンドを使って、ディスク上
のパーティションテーブルを編集します。
# fdisk -l /dev/diskdev

LVM ディスクがディスク全体で作成されている場合は、DOS または SUN パーティ
ションという名前に変更します。
LVM ディスクがディスクパーティションで作成されている場合は、パーティションタイ
プを Linux LVM から Linux に変更します。

4

パーティションテーブルをディスクに書き込んだ後、vxdiskadm コマンドを実行して
項目 1［1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or initialize one or more
disks）］を選択するか、または VEA GUI を使って、ディスクまたはディスクパーティ
ション（他に有効なディスクパーティションがディスクに存在しない場合）を VM ディ
スクとして初期化できます。ディスク上に他のパーティションが存在する場合は、その
ディスクパーティションを simple ディスクとして初期化します。
p.74 の 「ディスクデバイス」 を参照してください。

LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへ
の変換
ボリュームグループの変換を開始する前に、以下のガイドラインを慎重にお読みください。
変換プロセスには、様々な手順が含まれます。搭載ツールを変換に利用できますが、自
動化できない手順もいくつかあります。ボリュームグループの変換を行う前に、変換プロ
セスのしくみと必要な作業を確実に理解してください。また、ボリュームデータのバックアッ
プを取っておいてください。
変換ユーティリティの vxvmconvert は、LVM ボリュームグループの変換に必要なほとん
どの手順をサポートする、対話式のメニュー駆動型プログラムです。LVM ボリュームグ
ループは、VxVM ディスクグループに適切に変換されます。ユーザーデータ（ファイルシ
ステムやデータベースなど）が存在するディスクのパブリックリージョンは、変換の影響を
受けません。ただし、変換プロセスでは、ディスクの LVM 設定領域が上書きされ、論理
ストレージオブジェクトの名前が変更されます。このため、変換は必ずオフラインで行いま
す。変換するボリュームグループに通常アクセスするアプリケーションはすべて、停止す
る必要があります。
変換中、vxvmconvert ユーティリティは、オンディスクデータ移行を使って、VxVM プラ
イベートリージョン用の領域を作成しようとします。ディスクに十分な空き領域がある場合、
そのまま続行されます。ディスクに十分な空き領域がない場合、vxvmconvert ユーティ
リティは、同じボリュームグループにある適切な（つまり、データを移行できる）ディスクのリ
ストを表示します。ディスクを選択すると、データが移行され、VxVM プライベートリージョ
ン用の領域が作成されます。

603

604

付録 D Sistina LVM から Veritas Volume Manager への移行
LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換

ボリュームグループの変換に関する制限事項
LVM ボリューム設定には、VxVM に変換できないものがあります。変換が失敗する理由
として考えられるものを以下に示します。
■

ボリュームグループの設定データに必要なだけの領域が、ボリュームグループにな
い。変換時に、LVM 設定データの保存に使われているディスク領域は、VxVM 設定
データによって上書きされます。書き込まれる VxVM 設定データが、LVM 設定デー
タによって占有されている領域に収まりきらない場合、追加ディスクを指定しない限
り、そのボリュームグループは変換できません。

■

ボリュームグループにルートボリュームが含まれている。vxvmconvert ユーティリティ
は、現在、VxVM ルートボリュームへの変換をサポートしていません。ルートディスク
が LVM ボリュームでない場合は、ルートディスクを VxVM ボリュームに変換できま
す。

■

ルートディスクに、各物理ディスクに関する情報を保存できるだけの領域がない。ボ
リュームグループが大規模な場合（たとえば、20 台以上の 10 GB ドライブで、合計ス
トレージが 200 GB 以上の場合など）には、必要領域が 30 MB になることもあります。

■

領域最適化スナップショットが存在するボリュームを変換しようとした。領域最適化ス
ナップショットは変換できません。スナップショットを削除して、もう一度変換してくださ
い。変換後、VxVM の機能を使って、新しいスナップショットを作成します。

■

Linux メタデバイスや RAM ディスクなどのサポートされていないデバイスが、物理ボ
リュームとして使われている。

■

VxVM プライベートリージョンを作成するために、vxvmconvert ユーティリティは
LVM2 pvmove ユーティリティを使って、別のディスクに物理エクステントを移動できま
す。それには、dm_mirror デバイスマッパーがカーネルにロードされている必要があ
ります。LVM ボリュームでエクステント移動が必要な場合は、vgconvert ユーティリ
ティを使って、このボリュームグループを LVM2 ボリュームグループに変換するように
指示されます。

■

ボリュームグループは、認識できないパーティション分割スキームがあるボリュームを
含んでいます。VxVM 制御にディスクデバイスを追加するには、VxVM がディスクの
パーティション分割スキームを認識する必要があります。Sun のパーティションが LVM
メタデータを使って上書きされ、ディスクに VxVM の認識できるパーティションテーブ
ルがなくなると、変換は失敗します。

■

ボリュームグループは特定のディスクデバイスに複数の物理エクステントを含んでい
ます。

vxvmconvert で分析オプションを使うと、変換が可能なボリュームグループを簡単に識

別できます。
p.615 の 「障害分析の第 2 段階の例」 を参照してください。
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LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換
LVM ボリュームグループを VxVM ディスクグループに変換するには、次の手順を実行し
ます。
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1

変換する LVM ディスクとボリュームグループを確認します。vgdisplay などの LVM
管理ユーティリティを使って、変換する LVM ボリュームグループとそれを構成する
ディスクを特定します。また、以下に示すように、vxvmconvert で listvg オペレー
ションを使って、グループとそのメンバーディスクを確認したり、list オペレーション
を使って、システムに認識されているディスクを表示することもできます。
# vxvmconvert
.
.
.
Select an operation to perform: list
.
.
.
Enter disk device or "all"[<address>,all,q,?](default: all) all
DEVICE
cciss/c0d0
cciss/c0d1
sda
sdb
sdc
sdd
sde
sdf
sdg
sdh

DISK
disk01
disk02
disk03
-

GROUP
rootdg
rootdg
rootdg
-

STATUS
online invalid
online
online
online
online
online
error
error
error
error

Device to list in detail [<address>,none,q,?] (default: none)

［デバイス（DEVICE）］列には、物理ディスクのディスクアクセス名が表示されます。
ディスクのディスクメディア名が［ディスク（DISK）］列に表示されている場合、そのディ
スクは VM の制御下にあり、該当するディスクグループが［グループ（GROUP）］列
に表示されます。［ステータス（STATUS）］列には、VxVM でディスクを使えるかどうか
が表示されます。LVM ディスクは、VxVM で使えないので、error 状態として表示
されます。
LVM ボリュームグループの情報を一覧表示するには、次のように listvg オペレー
ションを使います。
Select an operation to perform: listvg
.
.
.
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Enter Volume Group (i.e.- vg04) or "all"
[<address>,all,q,?] (default: all) all
LVM VOLUME GROUP INFORMATION
Name
vg02

Type
Non-Root

Physical Volumes
/dev/sdf /dev/sdh1

Volume Group to list in detail
[<address>,none,q,?] (default: none) vg02
--- Volume group --VG Name
VG Access
VG Status
VG #
MAX LV
Cur LV
Open LV
MAX LV Size
Max PV
Cur PV
Act PV
VG Size
PE Size
Total PE
Alloc PE / Size
Free PE / Size

vg02
read/write
available/resizable
0
256
0
0
255.99 GB
256
2
2
16.95 GB
4 MB
4338
0 / 0
4338 / 16.95 GB

VG UUID

IxlERp-poi2-GO2D-od2b-G7fd-3zjX-PYycMn

--- No logical volumes defined in "vg02" ----- Physical volumes --PV Name (#)
PV Status
Total PE / Free
PV Name (#)
PV Status
Total PE / Free PE

/dev/sdf (2)
available / allocatable
PE 2169 / 2169
/dev/sdh1 (1)
available / allocatable
2169 / 2169

List another LVM Volume Group? [y,n,q,?] (default: n)

2

新しい VxVM 論理ボリューム名を計画します。変換により、ボリューム内のデータへ
のアクセスで使われるデバイス名が変更されます。LVM は、その論理ボリュームの
デバイスノードを、ボリュームグループの名前が付けられたディレクトリの /dev に作
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成します。VxVM は、/dev/vx/dsk/diskgroup と /dev/vx/rdsk/diskgroup に
デバイスノードを作成します。変換が完了すると、LVM デバイスノードはシステムに
存在しなくなります。
/etc/fstab に表示されているファイルシステムに関しては、vxvmconvert は、以

前の LVM ボリューム名を新しい VxVM デバイス名に置き換え、fsck や mount な
どのユーティリティで問題が発生するのを防ぎます。ただし、デバイスが同じ場所に
存在しない場合、特定のデバイスノード名を参照する他のアプリケーションは、失敗
する可能性があります。
次のタイプのアプリケーションを調べ、それらが LVM デバイス名を参照することに
よって失敗する可能性があるかどうかを確認します。
■

raw 論理デバイスにアクセスするデータベース。

■

専有ファイルで指定されたデバイスノードで実行されるバックアップ。バックアッ
プのラベルには、デバイス名が記録されることもあります。

■ cron
■

によって実行されるスクリプト。

その他の管理スクリプト。
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3

vxvmconvert のメインメニューからメニュー項目 1［変換する LVM ボリュームグルー

プの分析（Analyze LVM Volume Groups for Conversion）］を選択し、各 LVM ボ
リュームグループの変換が可能かどうかを確認します。
この手順はオプションです。分析は、ユーザーがデータにアクセスしている稼動中
のシステムで実行できます。これは、変換が必要なグループとディスクが数多く存在
する場合に便利で、変換によるダウンタイムの計画と管理を最適に行うことができま
す。
以下は、ボリュームグループの分析の出力例です。
Select an operation to perform: 1
.
.
.
Select Volume Groups to analyze:
[<pattern-list>,all,list,listvg,q,?] vg02
vg02
Analyze this Volume Group? [y,n,q,?] (default: y) y
Conversion Analysis of the following devices was successful.
/dev/sdf /dev/sdh1
Hit RETURN to continue.
Second Stage Conversion Analysis of vg02
Volume Group vg02 has been analyzed and prepared for conversion.
Volume Group Analysis Completed
Hit RETURN to continue.

オンディスクデータ移行に十分な領域がないために、オフディスクデータ移行が必
要である場合、さらに使えるディスクの選択を求めるプロンプトが表示されます。
分析は、様々な理由によって失敗することがあります。
p.604 の 「ボリュームグループの変換に関する制限事項」 を参照してください。
分析が失敗した場合、vxvmconvert は、エラーのタイプと、分析を再試行する前に
実行できるアクションを詳しく説明するメッセージを出力します。
p.615 の 「障害分析の第 2 段階の例」 を参照してください。
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4

VxVM への変換を実行する前に、LVM 設定データとユーザーデータをバックアッ
プします。また、LVM 設定自体もバックアップしてください。
警告: 変換時には、擬似再ブート、停電、ハードウェアエラー、オペレーティングシス
テムのバグなどによって、予測不可能な結果が生じることがあります。そのため、検
証済みのバックアップを用意してデータを保護することをお勧めします。
vxvmconvert を実行する前に、次に示す vgcfgbackup ユーティリティを使うと、
LVM ボリュームグループの設定のコピーを保存できます。
# vgcfgbackup volume_group_name

これにより、バックアップファイル /etc/lvmconf/volume_group_name.conf が作
成されます。このファイルを別の場所（オフラインのテープなどのメディアなど）に保
存し、変換プロセスで上書きされないようにします。LVM 設定は、必要に応じて、
バックアップファイルからリストアできます。
vxvmconvert ユーティリティは、各ディスクの変換時に LVM 設定データのスナップ

ショットも保存します。このデータは、vgcfgbackup とは異なる形式で保存され、
vxvmconvert プログラムでのみ使えます。このデータは、一定の制限の下で、VxVM
への変換後に LVM ボリュームを修復するために使えます。vxvmconvert にもこの
ような LVM 設定のバックアップ機構がありますが、vgcfgbackup を使って、LVM
ボリュームグループごとに LVM 設定情報を保存することをお勧めします。
ユーザーデータのバックアップを実行する前に、バックアップ手順が、システムで現
在使われているボリューム名に依存する場合があることに注意してください。VxVM
への変換では、ボリューム名が変更されます。このような名前の変更が、作成したバッ
クアップからリストアする際に及ぼす影響を認識する必要があります。

5

変換するボリュームグループに所属するボリュームにアプリケーションがアクセスで
きないようにします。そのために、データベースやマウント解除されたファイルシステ
ムなどを停止しなければならない場合があります。
vxvmconvert は、変換を開始する前に、マウントされたファイルシステムをマウント

解除しようとします。ただし、そのようなファイルシステムを使っているアプリケーショ
ンを停止したり、raw LVM ボリュームで動作しているデータベースなどのアプリケー
ションを処理することはありません。
変換される LVM 論理ボリュームはすべて、vxvmconvert プロセスで使える状態で
ある必要があります。vxvmconvert を実行する前に、ボリュームグループや論理ボ
リュームを非アクティベーションしないでください。
次のコマンドを使うと、ボリュームグループをアクティベーションできます。
# vgchange -a y volume_group_name
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vxvmconvert のメインメニューからメニュー項目 2［LVM ボリュームグループの

VxVM への変換（Convert LVM Volume Groups to VxVM）］を選択して、各ボ
リュームグループの変換を開始します。ボリュームグループが分析され、変換が可能
であることが確認されます。分析が成功すると、変換の実行を確認するメッセージが
表示されます。
変換時のエラーを避けるために、一度に 1 つのボリュームグループを変換します。
成功した変換の出力例を次に示します。
Select an operation to perform: 2
.
.
.
Select Volume Groups to convert:
[<pattern-list>,all,list,listvg,q,? vg02
vg02
Convert this Volume Group? [y,n,q,?] (default: y) y
Conversion Analysis of the following devices was successful.
/dev/sdf /dev/sdh1
Hit RETURN to continue.
Second Stage Conversion Analysis of vg02
Volume Group vg02 has been analyzed and prepared for conversion.
Are you ready to commit to these changes?[y,n,q,?](default: y) y

vxlvmconv: making log directory /etc/vx/lvmconv/vg02.d/log.
vxlvmconv: starting conversion for VG "vg02" - Thu Feb 26 09:08:57 IST 2
vgchange -- volume group "vg02" successfully deactivated
vxlvmconv: checking disk connectivity
Starting Conversion of vg02 to VxVM
fdisk ..
disksetup ..
dginit ..
make .

612

付録 D Sistina LVM から Veritas Volume Manager への移行
LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換

volinit ..
vxlvmconv: Conversion complete.
Convert other LVM Volume Groups? [y,n,q,?] (default: n)

オンディスクデータ移行に十分な領域がないために、オフディスクデータ移行が必
要である場合、さらに使えるディスクの選択を求めるプロンプトが表示されます。
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LVM ボリュームグループを変換した後は、次の例に示すように、vxvmconvert で
list 操作を使って、変換されたディスクの状態を確認できます。
Select an operation to perform: list
.
.
.
Enter disk device or "all"[<address>,all,q,?](default: all) all
DEVICE
cciss/c0d0
cciss/c0d1
sda
sdb
sdc
sdd
sde1
sdf
sdg
sdh1

DISK
disk01
disk02
disk03
vg0101
vg0201
vg0102
vg0202

GROUP
rootdg
rootdg
rootdg
vg01
vg02
vg01
vg02

STATUS
online invalid
online
online
online
online
online
online
online
online
online

Device to list in detail [<address>,none,q,?] (default: none)

前に error 状態と表示されていた LVM ディスクが、VxVM に対して online と表
示されています。
また、次に示すように vxprint コマンドを使って、変換されたボリューム内のオブジェ
クトの詳細を表示することもできます（簡潔にするために、TUTIL0 と PUTIL0 の 2 つ
のカラムは省略しています）。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
dg rootdg

ASSOC
rootdg

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE
-

dm disk01

sdb

-

17778528

-

-

dm disk02
dm disk03

sdc
sdd

-

17778528
17778528

-

-

KSTATE

LENGTH

PLOFFS

STATE

Disk group: vg01
TY NAME

ASSOC
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dg vg01

vg01

-

-

-

-

dm vg0101
dm vg0102

sde1
sdg

-

17774975
17772544

-

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

1638400
1638400
819200
819200

0
0

ACTIVE
ACTIVE
-

v stripevol
gen
pl stripevol-01stripevol
sd vg0102-01
stripevol-01
sd vg0101-01
stripevol-01
Disk group: vg02
TY NAME
dg vg02

ASSOC
vg02

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE
-

dm vg0201
dm vg0202

sdf
sdh1

-

17772544
17774975

-

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

163840
163840
163840
81920
81920
40960
40960

0
0
0

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

v concatvol
gen
pl concatvol-01concatvol
sd vg0202-02
concatvol-01
v stripevol
gen
pl stripevol-01stripevol
sd vg0202-01
stripevol-01
sd vg0201-01
stripevol-01

8

新しい VxVM ボリューム名との関係で必要な変更をアプリケーションと設定ファイル
に行います（この手順に関する情報は、手順 2で準備しました）。
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この時点でファイルシステムを新しいデバイスにマウントし、アプリケーションを再起
動できます。vxvmconvert を実行する前にファイルシステムをマウント解除した場合
は、新しいボリューム名を使って再マウントします。vxvmconvert ユーティリティは、
マウントされていたファイルシステムをすべて自動的に再マウントします。

10 新しい VxVM ディスクグループに所属するディスクには、それぞれのディスクグルー
プ名に基づく VM ディスクメディア名が設定されます。たとえば、ディスクグループに
mydg という名前が付けられている場合、そのグループのディスクには、mydg01、
mydg02 というような名前が設定されます。また、各 VxVM ボリューム内のプレックス
には、mydg01-01、mydg01-02 などの名前が付けられます。必要に応じて、ディス
クとプレックスの名前を変更できます。
p.151 の 「ディスク名の変更」 を参照してください。
p.284 の 「プレックスの属性変更」 を参照してください。
変換後のディスクグループ内の VxVM オブジェクトの名前変更は、設定に問題が
ない場合のみ行ってください。VxVM オブジェクトの名前を変更すると、vxvmconver
を使ってもとの LVM ボリュームグループをリストアすることができなくなります。

障害分析の第 2 段階の例
障害分析の第 2 段階では、既存の LVM ボリュームグループを調べて、問題を修正する
ために手動で作業する必要がある場所を報告します。問題の原因は、その既存のボリュー
ムグループが変換基準を満たしていないことです。
p.604 の 「ボリュームグループの変換に関する制限事項」 を参照してください。

ボリュームグループのスナップショット
ボリュームグループにスナップショットが存在するために失敗した分析の出力例を、次に
示します。
Snapshot conversion is not supported in this version. Please
remove this volume and restart the conversion process
if you want to continue.

解決方法は、このボリュームグループからスナップショットボリュームを削除することです。

dm_mirror モジュールがカーネルにロードされていない
dm_mirror モジュール（LVM2 pvmove ユーティリティに必要）がカーネルにロードされ

ていないために失敗した分析の出力例を、次に示します。
Conversion requires some extent movement which cannot be done
without the dm_mirror target in the kernel. Please consider
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installing the dm_mirror target in kernel and retry the
conversion.

解決方法は、必ず、dm_mirror モジュールがカーネルにロードされるようにすることで
す。

変換に必要な LVM1 ボリュームグループへのエクステント移動
LVM2 pvmove ユーティリティによる LVM1 ボリュームグループへのエクステント移動がで
きないために失敗した分析からの出力例を、次に示します。
Conversion requires some extent movement which cannot
be done on a LVM1 volume group. Please consider converting
the volume group to LVM2 and retry the conversion analysis again.

解決方法は、LVM2 vgconvert コマンドを使って、LVM1 ボリュームグループを LVM2
ボリュームグループに変換してから、変換をやり直すことです。

ボリュームグループ内の認識できないパーティション
ボリュームグループにスナップショットが存在するために失敗した分析の出力例を、次に
示します。
LVM VG(<VG name>) uses unrecognised partitioning, and cannot
be converted. Please remove the VG from the list of conversion candidates
and retry the conversion operation.

これを解決するには、fdisk ユーティリティを使って、デバイスに新しい空の DOS パー
ティションテーブルを作成します。次に例を示します。
# fdisk /dev/sdf
fdisk ユーティリティからの通常の出力を次に示します。
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI
or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only, until you
decide to write them. After that, of course, the previous content won't
be recoverable.
The number of cylinders for this disk is set to 17769.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)

付録 D Sistina LVM から Veritas Volume Manager への移行
LVM ボリュームグループリストア

2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected
by w(rite)
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

LVM ボリュームグループリストア
次のような場合には、VxVM ディスクグループから LVM ボリュームグループをリストアす
ることができます。
■

変換時にシステムクラッシュやディスク障害などのエラーが発生し、変換が失敗した
場合。

■

複数の LVM ボリュームグループの一部でしか変換が成功しなかった場合。

vxvmconvert を使ってもとの LVM 設定をリストアできるのは、変換を実行した後に VxVM
設定が変更されていない場合に限られます。次のいずれの操作によっても VxVM 設定
は変更され、vxvmconvert によるリストアが不可能になります。
■

変換されたディスクグループへのディスクの追加/削除。

■

変換されたディスクグループの追加/削除。

■

変換されたディスクグループに所属する VxVM オブジェクトの名前の変更。

■

ボリュームサイズの変更。

VxVM 設定が変更されている場合は、LVM 設定とユーザーデータのバックアップからの
完全なリストアが必要になります。
変換が中断された場合には、コマンド /etc/vx/bin/vxlvmconv を実行すると、変換を
完了できます。ただし、変換が不可能になるような変更をシステムに行っていない場合に
限られます。

LVM ボリュームグループのリストア
変換されたディスクグループの設定が変更されていない場合は、vxvmconvert コマンド
を使って、ディスクグループをもとの LVM ボリュームグループに復元することができます。
LVM ボリュームグループをリストアする際には、変換時に記録された、LVM 設定ファイ
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ルとその他の設定ファイル（/etc/fstab や LVM デバイスファイルなど）に関する情報が
使われます。ユーザーデータは変更されません。
設定が変更されている場合は、エラーが表示されます。その場合は、バックアップからの
完全なリストアを実行する必要があります。
警告: LVM 設定情報の記録は、root ファイルシステムに保存されますが、これは、バッ
クアップからの完全なリストアが必要にならないという保証にはなりません。
LVM ボリュームグループをリストアするには、次の手順を実行します。
◆

次の例に示すように、vxvmconvert コマンドのメインメニューから、メニュー項目3
［VxVM から LVM へのロールバック（Roll back from VxVM to LVM）］を選択しま
す。
Select an operation to perform: 3
.
.
.
Select Volume Group(s) to rollback : [all,list,q,?] list
mddev
vg01
vg02
Select Volume Group(s) to rollback : [all,list,q,?] vg02
Rolling back LVM configuration records for Volume Group vg02
Starting Rollback for VG "vg02"
.......
Selected Volume Groups have been restored.
Hit any key to continue

用語集

bootdg

ブートディスクグループのエイリアスとして予約済みのディスクグループ名。

DCO ボリューム

永続 FastResync で使うデータ変更マップと DRL を保持するために使う特別なボリュー
ム（「DRL（Dirty Region Logging）」を参照）。

DCO（Data Change
Object）

DCO ボリュームの FastResync マップについての情報を管理するために使う VxVM オ
ブジェクト。ボリューム上で永続 FastResync を実行するには、DCO オブジェクトと DCO
ボリュームの両方をそのボリュームに関連付けておく必要があります。

デバイス名

sda や sda3 など、物理ディスクへのアクセスに使うデバイス名またはアドレス。ここで、
sda はデバイス全体を示し、sda3 は sda 上の 3 番目のパーティションを示します。

SAN 環境では、エンクロージャに基づく名前の付け方を使うほうが便利です。これは、エ
ンクロージャ名（enc0 など）とエンクロージャ内のディスク番号を下線文字で連結したもの
をデバイス名とする方法です（enc0_2 など）。デバイス名は、ディスクアクセス名ともいい
ます。
dirty region logging

VxVM がプレックスへの変更を監視し、変更された領域をビットマップとしてログに記録
する方法。新しいスタイルの DCO ボリュームがボリュームに関連付けられている場合、
DRL（dirty region logging）は DCO ボリュームに保存されます。それ以外の場合、DRL
はログサブディスクと呼ばれる関連付けられたサブディスクに保存されます。

FastResync

高速再同期化機能。STALE 状態のミラーを迅速かつ効率的に再同期化し、スナップ
ショット機構の効率性を向上させるために使います。

hostid

VxVM でホストを識別するための文字列。ホストのホスト ID は volboot に保存され、ディ
スクとディスクグループの所有者を定義するときに使われます。

JBOD

高機能ではないディスクアレイの一般名。ディスクのホットスワップをサポートする場合と
しない場合があります。JBOD は just a bunch of disks の略称です。

RAID

「Redundant Array of Independent Disks」の略称。組み合わされたストレージ容量を
使って、アレイに格納されたデータに関する複製情報を保存するディスクアレイです。こ
のディスクアレイにより、ディスクに障害が発生してもデータを再生成することができます。

サブディスク

論理ディスクセグメントを形成する連続したディスクブロックのセット。サブディスクをプレッ
クスと関連付けることによって、ボリュームを形成することができます。

VM ディスク

VxVM の制御下にあり、ディスクグループに割り当てられているディスク。VM ディスクは、
VxVM ディスクと呼ぶこともあります。

volboot ファイル

ブートディスクグループ設定情報のコピーを検索するために使う小さなファイル。このファ
イルには、標準位置に設定コピーを保存したディスクをリストすることも、設定コピーの位
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置への直接ポインタを保存することもできます。volboot ファイルの保存場所はシステム
によって異なります。
vxconfigd

VxVM 設定デーモン。VxVM の設定の変更を行います。VxVM の操作の前に、この
デーモンを起動する必要があります。

空きサブディスク

どのプレックスとも関連付けられておらず、putil[0] フィールドが空であるサブディスク。

空き領域

VxVM 制御下にあるディスク領域のうち、サブディスクに割り当てられておらず、かつ他
の VxVM オブジェクト用に予約されていない領域。

アクティブ/アクティブディ

マルチパス化されたディスクアレイのタイプの 1 つ。処理効率を低下させることなく、ディ
スクへのすべてのパスを介してディスクアレイ内のディスクへ同時にアクセスすることがで
きます。

スクアレイ

アクティブ/パッシブディス マルチパス化されたディスクアレイのタイプの 1 つ。1 つのディスクに 1 つのプライマリパ
クアレイ

スを指定でき、ディスクへのアクセスに随時使えます。指定されたアクティブパス以外の
パスを使うと、一部のディスクアレイでは処理効率が大幅に低下することがあります。

永続 FastResync

データ変更マップをディスクの DCO ボリュームに保存することによって、システムの再ブー
ト後もマップを保持できる FastResync の形式の 1 つ。

永続状態ログ

リカバリには有効なミラーのみを使い、障害が発生したミラーがリカバリ対象として選択さ
れないようにするログタイプ。カーネルログともいいます。

エンクロージャに基づく名 「デバイス名」を参照。
前の付け方
エンクロージャ

「ディスクエンクロージャ」を参照。

オブジェクト

VxVM に対して定義され、VxVM 内部で認識されるエンティティ。VxVM オブジェクトに
は、ボリューム、プレックス、サブディスク、ディスク、ディスクグループがあります。ディスク
オブジェクトは、実際には、それぞれディスクの物理的側面と論理的側面を表す 2 種類
のオブジェクトに分けられます。

開始ノード

システム管理者が、VxVM オブジェクトに変更を要求するユーティリティを実行するノー
ド。ボリュームの再設定はこのノードで開始されます。

カプセル化

指定したディスク上の既存パーティションをボリュームに変換するプロセス。いずれかの
パーティションにファイルシステムがある場合は、/etc/fstab エントリが変更され、代わ
りにファイルシステムがボリュームにマウントされます。

カラム

ストライプ化したプレックス内の 1 つまたは複数のサブディスクセット。ストライプ化は、プ
レックス内のカラムに交互に均等にデータを割り当てることにより実現されます。

関連付けの解除

2 つの VxVM オブジェクト間に存在するリンクがすべて削除されるプロセス。たとえば、
プレックスからサブディスクの関連付けを解除すると、プレックスからサブディスクが削除
され、このサブディスクは空き領域プールに追加されます。

関連付けられたサブディ

プレックスに関連付けられたサブディスク。

スク

用語集

関連付けられたプレック

ボリュームに関連付けられたプレックス。

ス
関連付けを解除したサブ プレックスとの関連付けを解除したサブディスク。
ディスク
関連付けを解除したプ

ボリュームとの関連付けを解除したプレックス。

レックス
関連付け

VxVM オブジェクト間の関係を構築するプロセス。たとえば、プレックス内に開始点を持
つように作成され定義されたサブディスクは、そのプレックスに関連付けられているといい
ます。

共有 VM ディスク

クラスタ内の共有ディスクグループに属する VM ディスク。

共有ディスクグループ

複数ホストによる共有アクセスが可能なディスクで構成されるディスクグループ（クラスタ共
有ディスクグループともいいます）。

共有ボリューム

共有ディスクグループに属するボリューム。クラスタの複数のノードで同時に起動されま
す。

クラスタ共有ディスクグ

複数ホストによる共有アクセスが可能なディスクで構成されるディスクグループ（共有ディ
スクグループともいいます）。

ループ
クラスタマネージャ

クラスタ内の各ノード上で実行される外部デーモンプロセス。各ノードのクラスタマネー
ジャは相互に通信し、VxVM にクラスタメンバーシップの変更を通知します。

クラスタ

ひとまとまりのディスクを共有するホスト群（それぞれをノードと呼びます）。

原子操作

操作が正常に終了するか、正常に終了しない場合は、操作開始前とまったく同じ状態の
ままとなる処理。正常に終了した場合、ただちにすべての操作が有効になり、変更過程
の状態は表示されません。処理が正常に終了しない場合、操作は中止され、何も変更さ
れません。
クラスタでは、原子操作が行われる場合は常にすべてのノードが対象になります。

ストライプ化

ストライプを使い、複数の物理ディスクにデータを分散させるレイアウト手法。データは各
プレックスのサブディスク内のストライプに交互に割り当てられます。

ストライプサイズ

ストライプ化するすべてのカラム上に 1 つのストライプを構成するストライプユニットサイズ
の合計。

ストライプユニットサイズ

各ストライプユニットのサイズ。デフォルトのストライプユニットサイズは 64KB です。ストラ
イプユニットサイズは、ストライプ幅と呼ぶこともあります。

ストライプユニット

各ストライプ化プレックスの（カラム内の）サブディスクに、交互に割り当てられる同じサイ
ズの領域。アレイにおけるストライプユニットは、アレイの次のディスクから割り当てが実行
される前に各ディスク上に存在する、論理的に連続した一連のブロックです。ストライプユ
ニットは、ストライプエレメントともいいます。

ストライプ

一連のカラムにまたがって同じ位置をとる一連のストライプユニット。
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ストレージエリアネット
ワーク（SAN）

コンピュータ、ディスクストレージおよびスイッチ、ハブ、ブリッジなどの相互接続ハードウェ
アのサブセット間の接続性を簡単に再設定できるネットワークパラダイム。

スナップショット

ボリューム（対話的スナップショット）またはファイルシステム（ファイルシステムスナップショッ
ト）のポイントインタイムコピー（PITC: point-in-time copy）。

スパースプレックス

ボリュームより小さいプレックスまたは空白（バックアップ先のサブディスクを持たないプ
レックスの領域）が存在するプレックス。

スライス

論理ディスクデバイスの標準区画。パーティションとスライスという用語は、同じ意味で使
われます。

スレーブノード

クラスタのマスターノードとして指定されていないノード。

スワップボリューム

スワップ領域として使うために設定された VxVM ボリューム。

スワップ領域

システムページャプロセスによりスワップアウトされたメモリページのコピーを保有するため
のディスク領域。

セカンダリパス

アクティブ/パッシブディスクアレイでは、プライマリパス以外のディスクへのパスはセカン
ダリパスと呼ばれます。プライマリパスに障害が発生しない限り、ディスクへのアクセスに
はプライマリパスのみが使われます。プライマリパスに障害が発生すると、ディスクの所有
権はセカンダリパスの 1 つに移譲されます。

セクタ

サイズの単位。システムに応じて異なります。セクタサイズはデバイス（ハードドライブ、
CD-ROM など）ごとに設定されます。システム内のすべてのデバイスは通常、相互運用
性を確保するため同じセクタサイズに設定されていますが、そうでない場合もあります。
通常、1 セクタは 512 バイトです。

接続

VxVM オブジェクトが別のオブジェクトと相互に関連付けられ、使用可能になっている状
態。

切断

VxVM オブジェクトが別のオブジェクトと関連付けられているが、使えない状態。

設定コピー

設定データベースの単一コピー。

設定データベース

既存の VxVM オブジェクト（ディスクやボリュームの属性など）に関する詳細情報を含む
レコードのセット。

専用ディスクグループ

クラスタ内のある 1 つのホストによってのみアクセスされるディスクで構成されるディスクグ
ループ。

ディスク ID

各ディスクに付けられた全世界で一意の識別子。ディスクを移動した場合でも、この識別
子を使ってディスクを識別することができます。

ディスクアクセス名

デバイス名の別称。

ディスクアクセスレコード

特定のディスクへのアクセスパスを指定するために使う設定レコード。各ディスクアクセス
レコードには名前とタイプが記録されており、タイプ固有の情報が保存されている場合も
あります。この情報は、VxVM がディスクアクセスレコードで定義されたディスクにアクセ
スし、それを操作する方法を決定するために使われます。

用語集

ディスクアレイシリアル番 ディスクアレイのシリアル番号。通常はディスクアレイキャビネットに印刷されています。あ
号

るいは、ディスクアレイ上のディスクにベンダー固有の SCSI コマンドを発行して入手しま
す。この番号は DMP サブシステムがディスクアレイを一意に識別するために使います。

ディスクアレイ

1 つのオブジェクト内に配置されたディスクの論理的集合。アレイ化すると、冗長性が高
まり、処理効率が向上するなどの利点があります。

ディスクエンクロージャ

高機能なディスクアレイの 1 つ。通常、ファイバーチャネルループが組み込まれたバック
プレーンを備えており、ディスクのホットスワップを実現できます。

ディスクグループ ID

ディスクグループの識別に使う一意の識別子。

ディスクグループ

共通の設定情報を共有するディスクの集合。ディスクグループ設定情報は、既存の VxVM
オブジェクト（ディスクやボリュームの属性など）やその関係に関する詳細情報を含むレ
コードのセットです。各ディスクグループには管理者が割り当てた名前と内部で定義され
た一意の ID があります。ディスクグループ名の bootdg（ブートディスクグループのエイリ
アス）、defaultdg（デフォルトのディスクグループのエイリアス）、nodg（ディスクグループ
なしを示す）は予約済みです。

ディスクコントローラ

VxVM のマルチパスサブシステムにおいて、ホストに接続されているコントローラ（ホスト
バスアダプタ、すなわち HBA）またはディスクアレイを指します。オペレーティングシステ
ムではディスクの親ノードとして表されます。

ディスク名

disk03 など、VxVM の制御下にあるディスクに付けられた論理名または管理名。ディス

ク名は、ディスクメディア名ともいいます。
ディスクメディア名

ディスク名の別称。

ディスクメディアレコード

ディスク ID で特定のディスクを識別する設定レコード。このレコードによりディスクに論理
（管理）名が付けられます。

ディスク

読み取りおよび書き込みデータブロックの集合。インデックスが付いており、かなり高速に
アクセスできます。各ディスクには全世界で一意の識別子が付けられます。

データストライプ

ストライプの中の使用可能なデータ部分。ストライプからパリティ領域を引いた値に等しく
なります。

トランザクション

個別ではなく原子的に実行される一連の設定変更処理を指します。正常に処理されたも
のも問題が発生したものも含みます。トランザクションは設定の一貫性を保証するために
内部的に使われます。

ノードのクリーンシャットダ 共有ボリュームへのすべてのアクセスが停止したときに、クリーンな状態でクラスタを離れ
ウン

るノードの機能。

ノードの結合

ノードをクラスタに追加し、共有ディスクにアクセスできるようにするプロセス。

ノードの中止

ノードが（緊急時）実行中の操作を停止せずにクラスタを離れる状況。

ノード

クラスタ内のホストの 1 つ。

パスグループ

ディスクが vxdmp によってマルチパス化されていない場合は、VxVM が各パスを個々の
ディスクとして見ます。このような場合、ディスクへのすべてのパスをグループ化できます。
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グループ化することにより、VxVM ではグループ内のパスの 1 つのみが認識されるように
なります。
パス

ディスクをホストに接続する場合、そのディスクへのパスは、ホスト上の HBA（ホストバスア
ダプタ）、SCSI またはファイバーケーブルコネクタ、ディスクまたはディスクアレイ上のコン
トローラで構成されます。これらのコンポーネントによって、ディスクへのパスが形成されま
す。いずれかのコンポーネントに障害が発生すると、DMP はそのディスクのすべての I/O
を残りの（代替）パスにシフトします。

パーティション

オペレーティングシステムとディスクドライブで直接認識される、物理ディスクデバイスの
区画。

パブリックリージョン

VxVM が管理する物理ディスクの領域。使用可能領域を持ち、サブディスクの割り当て
に使われます。

パリティストライプユニット パリティ情報を含んでいる RAID 5 ボリュームストレージ領域。パリティストライプユニット

に含まれるデータは、I/O エラーやディスクでの障害により失われた RAID 5 ボリューム
の領域を復元するのに使えます。
パリティ

障害の発生後、データを復元するのに使われる計算値。データが RAID 5 ボリュームに
書き込まれている間、データに対し、排他的論理和（XOR）演算を用いてパリティが計算
されます。計算されたパリティはボリュームに書き込まれます。RAID 5 ボリュームの一部
に障害が発生した場合、障害が発生したボリュームの該当する部分に存在していたデー
タは残りのデータとパリティから再作成されます。

非永続 FastResync

データ変更マップをメモリに保存しているためにシステムの再ブート時にマップを保持で
きない FastResync の形式の 1 つ。

ファイバーチャネル

ストレージエリアネットワーク（SAN）のセットアップに一般的に使われる光ファイバー技術
の総称。

ファイルシステム

1 つの構造に組織された、ファイルの集合。UNIX のファイルシステムは、ディレクトリや
ファイルで構成された階層構造になっています。

ファブリックモードディスク ストレージエリアネットワーク（SAN）上でファイバーチャネルスイッチを介してアクセスでき

るディスクデバイス。
物理ディスク

下位ストレージデバイス。必ずしも VxVM の制御下にある必要はありません。

ブートディスクグループ

システムの起動が可能なディスクを含む専用ディスクグループ。

ブートディスク

システムの起動に使うディスク。

プライベートリージョン

構造化された VxVM 管理情報を保存するために使う物理ディスクの領域。プライベート
リージョンには、ディスクヘッダー、目次、設定データベースが格納されます。目次には
ディスクの内容がマップされます。ディスクヘッダーにはディスク ID が格納されます。信
頼性を向上させるために、プライベートリージョンのデータはすべて冗長性が確保されて
います。

用語集

プライマリパス

アクティブ/パッシブディスクアレイでは、ディスクをディスクアレイ上の特定の 1 つのコン
トローラにバインドしたり、1 つのコントローラで所有することができます。そして、その特定
のコントローラを介し、パスを使って、ディスクにアクセスできます。

プレックス

プレックスとは、物理ディスクサイズなどの制約を受けないディスク領域エリアを作成する、
サブディスクの論理集合です。ミラーは、1 つのボリュームに複数のデータプレックスを作
成することによって設定されます。ミラーボリューム内の各データプレックスには、ボリュー
ムデータと同一のコピーが格納されます。連結ボリュームレイアウト、ストライプボリューム
レイアウトおよび RAID 5 ボリュームレイアウトに対応するプレックスを作成したり、ボリュー
ムログを保存するプレックスを作成することもできます。

ブロック

ディスクまたはアレイにデータを転送する最小の単位。

分散ロックマネージャ

クラスタ内の複数のシステム上で実行されるロックマネージャで、分散リソースへの一貫し
たアクセスを保証します。

分散

ボリューム（およびそのファイルシステムやデータベース）が大きすぎて 1 つのディスクに
収まらない場合に、複数の物理ディスクにまたがって設定するレイアウト手法。

ホットスワップ

システムの電源を切らなくても、システムから削除したりシステムに挿入できるデバイスの
こと。

ホットリロケーション

ディスクに障害が発生したとき、冗長性のリストアとミラーボリュームや RAID 5 ボリューム
へのアクセス権のリストアを自動的に実行する手法。これは、影響を受けたサブディスク
を、スペアとして指定されたディスクや同じディスクグループ内の空き領域に再配置する
ことによって実現されます。

ボリューム設定デバイス

ボリューム設定デバイス（/dev/vx/config）は、ボリュームデバイスドライバに対するす
べての設定変更が実行されるインターフェースです。

ボリュームデバイスドライ アプリケーションと物理デバイスドライバレベルの間に仮想ディスクドライブを形成するド
ライバ。ボリュームデバイスドライバには、キャラクタデバイスノードが /dev/vx/rdsk に表
バ

示され、ブロックデバイスノードが /dev/vx/dsk に表示される仮想ディスクデバイスノー
ドを介してアクセスします。
ボリューム

仮想ディスク。ファイルシステムやデータベースなどのアプリケーションで使うディスクブ
ロックの指定可能な範囲を表します。ボリュームは 1 - 32 個のプレックスの集合です。

マスターノード

クラスタ内の特定の VxVM 操作を統合するためにソフトウェアによって指定されるノード。
どのノードでも、マスターノードとして指定できます。

マスタリングノード

ディスクが接続されているノード。ディスク所有者ともいいます。

マルチパス化

システムに接続されているディスクへの物理アクセスパスが複数ある場合、ディスクはマ
ルチパス化されているといいます。この事実を意識することなく利用できるホスト上のソフ
トウェア（DMP ドライバなど）を、マルチパス機能を搭載したソフトウェアと呼びます。

ミラー化

ボリュームの内容を複数のプレックスにミラー化するレイアウト手法。各プレックスにはボ
リュームに保存されているデータが複製されますが、プレックス自体のレイアウトは異なる
場合があります。
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用語集

ミラー

ボリュームおよびボリューム内のデータの複製コピー（配列化されたサブディスクの集合
の形式）。各ミラーは、ミラーが関連付けられているボリュームの 1 つのプレックスで構成
されます。

無効にされているパス

I/O に使えないディスクへのパス。パスは、実際のハードウェア障害が発生した場合や、
ユーザーがコントローラで vxdmpadm disable コマンドを使ったときに、無効になります。

有効にされているパス

I/O に使えるディスクへのパス。

読み取り - ライトバック
モード

各読み取り操作によって読み取り対象領域のプレックスの整合性を修復するリカバリモー
ド。プレックスの整合性は、1 つのプレックスのブロックからデータを読み取り、他のすべ
ての書き込み可能プレックスにデータを書き込むことによって修復されます。

ルータビリティ

root ファイルシステムや swap デバイスを VxVM 制御下に置く機能。その結果として作

成されたボリュームは、冗長性を確保するためにミラー化でき、ディスク障害発生時に修
復できます。
ルート設定

ルートディスクグループの設定データベース。他のディスクグループのレコードが常に保
存されているという点で特殊です。このレコードはバックアップの目的のみに使われます。
システム上のすべてのディスクデバイスを定義するディスクレコードも格納されます。

ルートディスク

ルートファイルシステムを含むディスク。VxVM の制御下に置くことができます。

ルートパーティション

ルートファイルシステムが存在するディスク領域。

ルートファイルシステム

UNIX カーネルスタートアップシーケンスの一部としてマウントされる初期ファイルシステ
ム。

ルートボリューム

ルートファイルシステムを含む VxVM ボリューム（システム構成でそのようなボリュームが
指定されている場合）。

連結

サブディスクが順番に連続して配列されているという特徴を持つレイアウトスタイル。

ログサブディスク

DRL を保存するために使うサブディスク。

ログプレックス

RAID 5 ログを保存するために使うプレックス。ログプレックスという用語は、DRL プレック
スを指す場合にも使われます。
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/boot/grub/menu.lst ファイル 130
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/dev/vx/rdmp ディレクトリ 159
/etc/default/vxassist ファイル 294、457
/etc/default/vxdg ファイル 214、471
/etc/default/vxdisk ファイル 79、103
/etc/default/vxencap ファイル 103
/etc/default/vxse ファイル 523
/etc/fstab ファイル 349
/etc/grub.conf ファイル 130
/etc/init.d/vxvm-recover ファイル 463
/etc/lilo.conf ファイル 130
/etc/volboot ファイル 259
/etc/vx/darecs ファイル 259
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/etc/vx/volboot ファイル 231
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A
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A/PF ディスクアレイ 158
A/PG-C ディスクアレイ 159
A/PG ディスクアレイ 158
A/P ディスクアレイ 158
ACTIVE
プレックス状態 276
ボリューム状態 322
ACTIVE 状態 370
active パス属性 185
adaptive 負荷分散 189
allsites 属性 511
APM
設定 204
ASL 82
ASL 82
ATTACHING 状態 371

autogrow
チューニング 408
autogrowby 属性 382
autogrow 属性 382、385
auto-trespass モード 158
auto ディスクタイプ 77

B
balanced パスポリシー 190
BIOS
制限 120
bootdg 210
BROKEN 状態 371

C
cachesize 属性 385
CDS
アラインメントの制約 296
互換ディスクグループ 214
ディスク形式 78
cdsdisk 形式 78
cds 属性値 214
check_all ポリシー 202
check_alternate ポリシー 202
check_disabled ポリシー 202
check_periodic ポリシー 202
CLEAN
プレックス状態 276
ボリューム状態 322
clone_disk フラグ 220
comment
サブディスクの属性 270
プレックスの属性 284
CVM
VxVM のクラスタ機能 465

D
DCO
DRL との併用 57
RAID 5 ボリュームへの追加 333
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ディスクグループの分割および結合への影響 247
ディスクレイアウトに関する特記事項 247
データ変更オブジェクト 65
バージョン 0 65
バージョン 0 の DCO 付きのボリュームの作成 303
バージョン 0 のプレックスのストレージの指定 421
バージョン 20 65
バージョン 20 の DCO 付きのボリュームの作成 306
バージョン 20 の DCO のプレックスサイズの計算 66
バージョン 20 のプレックスのストレージの指定 332
バージョン管理 65
バージョンの確認 334
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の解除 422
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の関連付けの
解除 422
ボリュームへのバージョン 0 の DCO の再接続 422
ボリュームへのバージョン 0 の DCO の追加 419
ボリュームへのバージョン 20 の DCO の追加 331
ログプレックス 68
ログプレックスの移動 333、421
ログボリューム 65
dcolen 属性 65、304、420
DCOSNP
プレックス状態 276
DDL 24
デバイス検出層 84
defaultdg 210～211
DETACHED
プレックスカーネル状態 279
ボリュームカーネル状態 323
dgalign_checking 属性 296
dgfailpolicy 属性 476
DISABLED
プレックスカーネル状態 279
ボリュームカーネル状態 323
disk## 30
disk##-## 30
diskdetpolicy 属性 476
diskgroup## 74
DISKS カテゴリ 82
サポートされているディスクの一覧表示 92
ディスクの削除 95
ディスクの追加 93
DMP
check_all リストアポリシー 202
check_alternate リストアポリシー 202
check_disabled リストアポリシー 202
check_periodic リストアポリシー 202
DMP 157

DMP エラー処理スレッドの状態の表示 204
DMP データベース情報の表示 166
DMP ノードによって制御されるパスの表示 172
DMP ノードの表示 171
DMP パスリストアスレッドの状態の表示 203
DMP パスリストアポリシーの設定 201
DMP リストアデーモンの停止 203
DMP リストアポーリング間隔の設定 202
I/O エラーに対する応答の設定 197、200
I/O 調整の設定 199
I/O 統計情報の収集 180
path-switch チューニングパラメータ 555
recoveryoption 値の表示 200
TPD 情報の表示 176
vxdmpadm 169
アレイポートに関する情報の表示 175
アレイポートのパスの表示 173
アレイポートの無効化 194
アレイポートの有効化 195
エンクロージャに関する情報の表示 175
エンクロージャに対する DMP ノードの表示 170～
171
エンクロージャに基づく名前の付け方 159
エンクロージャ名の変更 197
クラスタ環境上 162
コントローラに関する情報の表示 174
コントローラのパスの表示 173
コントローラの無効化 194
コントローラの有効化 195
セカンダリパスでの I/O のスケジュール設定 192
ノード 159
ノードの LUN グループの表示 172
パスエージング 553
パス情報の表示 167
パスに対する DMP ノードの表示 170
パスの無効化 194
パスの有効化 195
パスフェールオーバー機構 161
負荷分散 161
マルチパス化の無効化 163
マルチパスの有効化 165
メタノード 159
リストアポリシー 201
ログ記録レベル 554
dmp_cache_open チューニングパラメータ 552
dmp_daemon_count tunable 552
dmp_delayq_interval tunable 552
dmp_failed_io_threshold チューニングパラメータ 553
dmp_fast_recovery tunable 553
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dmp_health_time チューニングパラメータ 553
dmp_log_level チューニングパラメータ 554
dmp_path_age チューニングパラメータ 554
dmp_pathswitch_blks_shift チューニングパラメータ 555
dmp_probe_idle_lun チューニングパラメータ 555
dmp_queue_depth チューニングパラメータ 555
dmp_retry_count チューニングパラメータ 556
dmp_scsi_timeout tunable 556
dmp_stat_interval tunable 557
DMP のパスフェールオーバー 161
DMP リストアのポーリング間隔 202
DRL
DCO との併用 57
dirty region logging 57
DRL が有効なボリュームの作成 306
有無のチェック 524
クラスタ内の動作 486
クラスタにおけるリカバリの実行 486
最小セクタ数 549
再有効化 336
サポートの削除 336
シーケンシャル 58
ダーティビット 58
ダーティリージョンの最大数 548
バージョン 20 の DCO のリカバリマップ 66
ホットリロケーションの制限 447
ボリューム上での有効化 332
ミラーの有無のチェック 524
ミラーボリュームからのログの削除 341
ミラーボリュームへのログの追加 339
無効化 336
有効かどうかの確認 335～336
ログサブディスク 58
ログサブディスクの追加 268
drl 属性 306、339
DRL 内のダーティビット 58
DRL のガイドライン 595

ENABLED
プレックスカーネル状態 279
ボリュームカーネル状態 323
errord デーモン 160
ext2 ファイルシステム
サイズ変更 344

F
FAILFAST フラグ 161
FastResync
永続 64、67
新規ボリュームでの有効化 304
スナップショット強化機能 365
スナップショットとの併用 63
制限 70
非永続 64
ビットマップのサイズ 547
ボリューム上での無効化 353
ボリューム上での有効あるいは無効のチェック 352
ボリューム上での有効化 352
ボリュームの拡張による影響 69
fastresync 属性 304、306、353
FMR。 「FastResync」を参照
fullinst スナップショットタイプ 405
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GPT ラベル 114、120
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H
hasdcolog 属性 353
HBA
サポートされているディスクアレイの一覧表示 87
hdx 75
hdx に基づく名前の付け方 76
highwatermark 属性 382

E
EFI ディスク 114、120
EMC PowerPath
DMP との共存 84
EMC Symmetrix
自動検出 83
EMC アレイ
ディスクグループ間のディスク移動 249
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プレックス状態 276
ボリューム状態 322

I
I/O
DMP の統計情報の収集 180
カーネルスレッド 21
処理効率のチューニングに統計情報を使用 540
処理効率のチューニングのためにトレースを使
用 543
セカンダリパスでのスケジュール設定 192
調整 161
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I/O 操作
最大サイズ 548
I/O 調整 199
I/O ポリシー
指定 189
表示 188
例 192
init 属性 315
Intelligent Storage Provisioning（ISP） 33
INVALID ボリューム状態 322
ioctl 呼び出し 548
IOFAIL プレックス状態 276、278
ISP ボリューム 33

J
JBOD
DISKS カテゴリからのディスクの削除 95
DISKS カテゴリへのディスクの追加 93
サポートされているディスクの一覧表示 92

L
LILO
制限 120
logdisk 305、311
Logical Volume Manager (LVM) 601
loglen 属性 307
logtype 属性 306
LOG プレックス状態 276
LUN 158
アイドル状態 555
LUN 拡張 138
LUN グループ
詳細の表示 172
LUN グループフェールオーバー 158
LVM
VxVM への変換 601
ボリュームグループの変換 603
ボリュームグループの変換に関する制限事項 604
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METADATA サブディスク 134
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mirdg 属性 393
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mirvol 属性 393
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ndcomirror 属性 304、306、420
ndcomirs 属性 332、380
NEEDSYNC ボリューム状態 322
newvol 属性 391
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NODAREC プレックス状態 278
NODEVICE プレックス状態 279
nodg 210
nomanual パス属性 186
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nopriv ディスクタイプ 78
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OFFLINE プレックス状態 277
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prefer 読み取りポリシー 348
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priority 負荷分散 191
putil
サブディスクの属性 270
プレックスの属性 284
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RAID-1 42
RAID 1+0 43
RAID-5
ガイドライン 596
パリティ 45
プレックスへのサブディスクの追加 268
ホットリロケーションで処理されるサブディスクの障
害 447
ホットリロケーションの制限 447
ボリューム 45
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ログ 49、57
ログがミラー化されているかどうかのチェック 525
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ログの数の指定 311
ログのサイズのチェック 525
ログの削除 342
ログの追加 341
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ク 525
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ログの削除 342
ログの追加 341
RAW デバイスノード
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SNAPDIS プレックス状態 277
SNAPDONE プレックス状態 277
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snapstart 365
SNAPTMP プレックス状態 277
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STALE プレックス状態 277
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結果タイプ 522
コマンドライン構文 520
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ルール 520
ルールエンジン 520
ルール属性 531
ルール属性の値の設定 522
ルール属性の一覧表示 521
ルール属性のデフォルト値の確認 521
ルールの実行 522
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ルールの定義 529、531
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631

632

索引

syncstart 406
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スナップショット 366
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を解除 460
ホットリロケーション後にサブディスクを移動 460
ボリュームからタグを削除 347
ボリュームからの DCO の削除 339
ボリュームからのスナップショットの関連付けの解
除 418
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の解除 422
ボリュームでタグセットを置換 347
ボリュームでのタグ設定 312、347～348
ボリュームに対するサイトの一貫性の設定 510
ボリュームの移動 542
ボリュームのオンライン再レイアウト 353
ボリュームのサイズ変更 345
ボリュームの最大サイズの確認 296
ボリュームの削除 350
ボリュームの作成 292
ボリュームのスナップショットからの再同期 416
ボリュームのタグセットを一覧表示 312、347
ボリュームへの DCO の追加 420
ボリュームへのミラーの追加 280、327
ボリュームを拡張できる量の確認 343
ミラー化ストライプボリュームの作成 308
ミラー数の指定 302
ミラー化連結ボリュームの作成 302
ミラーの削除 329
ミラーボリュームの作成 301
連結ミラーボリュームの作成 302

ログサブディスクの追加 269
vxcache
キャッシュオブジェクトの起動 382
キャッシュの autogrow のチューニング 408
キャッシュのサイズ変更 409
キャッシュのスナップショットの一覧表示 407
キャッシュの停止 410
vxclustadm 479
vxconfigd
vxdctl による管理 259
クラスタ内の動作 482
設定変更の監視 260
vxdco
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の解除 422
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の関連付けの
解除 422
ボリュームへのバージョン 0 の DCO の再接続 422
vxdctl
vxconfigd の管理 259
クラスタ内での使用法 489
クラスタプロトコルのバージョンのアップグレード 498
クラスタプロトコルのバージョンの確認 497
サイトタグの設定 505
デフォルトのディスクグループの設定 211
ホットスワップ後のディスクの有効化 150
vxdctl enable
新しいディスクの設定 79
デバイス検出機能の呼び出し 82
vxddladm
DISKS カテゴリからのディスクの削除 84、95～96
DISKS カテゴリ内のサポートされているディスクの一
覧表示 92
DISKS カテゴリへのディスクの追加 93
外部デバイスの追加 96
サポートされているディスクアレイの一覧表示 91
サポートされる HBA の一覧表示 87
すべてのデバイスの一覧表示 86
設定されたターゲットの一覧表示 88
設定されたデバイスの一覧表示 89
ディスクアレイのサポートの再有効化 92
ディスクアレイのサポートを有効化するために使用 91
名前の付け方の変更 99
ホストバスアダプタ上のポートの一覧表示 87
無効にされたディスクアレイの一覧表示 92～93
vxdg
移動により影響を受けるオブジェクトの一覧表示 246
共有ディスクグループから専用ディスクグループへ
の変換 494
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共有ディスクグループのアクティベーションモードの
変更 495
共有ディスクグループの一覧表示 491
共有ディスクグループのインポート 493
共有ディスクグループの作成 492
クラスタにおける障害ポリシーの設定 496
クラスタにおけるディスク接続性ポリシーの設定 496
クローンディスクのインポート 221
クローンディスクを含むディスクグループのインポー
ト 220
最大デバイス数の設定 235
サイト障害のシミュレート 515
サイトの再接続 516
サイト名の設定 506
システム間のディスクグループ移動 230
シリアルスプリットブレイン条件の修正 241
新規ディスクグループの CDS 互換設定に使用 214
スペアディスクの一覧表示 453
設定データのコピーサイズの取得 209
設定データベースのコピーを保持するディスクの一
覧表示 221
ディスクグループからディスクを削除 215
ディスクグループ間のオブジェクト移動 248
ディスクグループ間のディスク移動 229
ディスクグループに関する情報の表示 212
ディスクグループに対するサイトの一貫性の設定 509
ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての
設定 508
ディスクグループの空き領域の表示 213
ディスクグループのインポート 218
ディスクグループの強制インポート 232
ディスクグループの結合 252
ディスクグループの作成 214
ディスクグループのデポート 217
ディスクグループの破棄 254
ディスクグループの分割 251
ディスクグループの無効化 254
ディスクグループバージョンのアップグレード 259
ディスクグループバージョンの表示 258
ディスクグループへのディスクの強制追加 493
ディスクグループポリシーの設定 476
ディスクグループ名の変更 227
ディスクのロック解除 232
デフォルトのディスクグループの表示 211
破棄されたディスクグループのリカバリ 255
複数のクローンディスクへの設定データベースの配
置 221
ブートディスクグループの表示 211
ベースマイナー番号の設定 234

vxdisk
共有ディスクの判定 490
クローンディスクへの設定データベースの配置 221
サイト名の設定 507
スペアディスクの一覧表示 453
ディスクアクセス名の検出 102
ディスクからのタグの削除 222
ディスク識別子の更新 219
ディスクデバイスのスキャン 79
ディスクに関する情報の表示 212
ディスクに対するタグの一覧表示 220
ディスクに対するタグの設定 220
ディスクの一覧表示 154
ディスクのロック解除 232
デフォルトファイル 79、103
動的 LUN 拡張の通知 138
マルチパス情報の表示 167
vxdiskadd
VxVM の制御下へのディスクの配置 113
ディスクグループの作成 214
ディスクグループへのディスクの追加 215
vxdisk scandisks
デバイスの再スキャン 80
デバイスのスキャン 80
vxdiskunsetup
VxVM 制御下からのディスクの削除 145、216
vxdmpadm
1 つ以上のディスクのカプセル化（Encapsulate one
or more disks） 115
1 つ以上のディスクの追加または初期化 104、214
APM 情報の表示 204
APM の削除 205
APM の設定 204
DMP エラー処理スレッドの状態の表示 204
DMP データベース情報の表示 166
DMP での I/O の無効化 194
DMP での I/O の有効化 195
DMP のコントローラの無効化 165
DMP ノードによって制御されるパスの表示 172
DMP パスリストアポリシーの指定 201
DMP リストアスレッドの状態の表示 203
DMP リストアデーモンの停止 203
I/O エラーに対する応答の設定 197、200
I/O エラーリカバリ設定の表示 200
I/O 調整の設定 199
I/O 調整の設定の表示 200
I/O 統計情報の収集 180
I/O ポリシーの設定 190～191
I/O ポリシーの表示 188
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TPD 情報の表示 176
TPD 名前の付け方の変更 101
VM ディスクからのボリュームの移動 351
アレイポートに関する情報の一覧表示 175
エンクロージャに関する情報の表示 175
エンクロージャに対する DMP ノードの表示 170～
171
エンクロージャ名の変更 197
コントローラに関する情報の表示 174
サブディスクの再配置処理を解除してもとのディスク
に配置（Unrelocate subdisks back to a
disk） 459
システム間のディスクグループ移動 233
障害が発生したディスクまたは削除したディスクの交
換 148
スペアディスクの一覧表示 453
スペアディスクの設定 454
ディスクアクセス名の検出 102
ディスクからサブディスクを移動 216
ディスクからのボリュームの移動（Move volumes
from a disk） 351
ディスクグループ間のディスク移動 229
ディスクグループのインポート 218
ディスクグループの作成 214
ディスクグループのデポート 217
ディスクグループへのアクセス無効化（デポート） 217
ディスクグループへのアクセス有効化（インポー
ト） 218
ディスクグループへのディスクの追加 215
ディスク上でのボリュームのミラー化（Mirror volumes
on a disk） 329
ディスク情報の一覧表示（List disk
information） 154
ディスクデバイスのオフライン化 151
ディスクデバイスのオンライン化 150
ディスクの空き領域をホットリロケーションで利用可能
な状態に設定 457
ディスクの空き領域をホットリロケーションの適用対象
から除外 456
ディスクの交換のための削除 145
ディスクの削除 142、216
ディスクの初期化 104
ディスクの追加 104
ディスクの名前の付け方の変更 99
ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を
解除（Make a disk available for hot-relocation
use） 457
ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外
（Exclude a disk from hot-relocation use） 456

ディスクのミラー化 120
デフォルトのディスクレイアウトの変更/表示 103
パス属性の設定 186
パスに対する DMP ノードの表示 170、172
パーティションサイズの表示 188
ホットスペアディスクの設定解除（Turn off the spare
flag on a disk） 455
ホットスペアディスクの設定（Mark a disk as a spare
for a disk group） 454
ホットリロケーション後にサブディスクの再配置処理
を解除 459
ホットリロケーション後にサブディスクを移動 459
ホットリロケーションのスペアプールからのディスクの
削除 455
ボリュームのミラー化 329
リストアポーリング間隔の設定 202
ルートディスクのミラー化 133
vxedit
VxVM からのサブディスクの削除 270
インスタントスナップショットの削除 403
キャッシュからのスナップショットの削除 410
キャッシュの削除 410
サブディスクの属性変更 270～271
スペアディスクの設定 453
ディスクグループの設定コピー数の設定 545
ディスクの空き領域をホットリロケーションで利用可能
な状態に設定 456
ディスクの空き領域をホットリロケーションの適用対象
から除外 455
ディスクの予約 153
ディスク名の変更 152
プレックスの削除 284
プレックスの属性変更 285
ホットリロケーションのスペアプールからのディスクの
削除 454
ボリュームの削除 350
vxencap
デフォルトファイル 103
ルートディスクのカプセル化 130
vxiod 入出力カーネルスレッド 21
vxlvmconv
変換の完了 617
vxmake
キャッシュオブジェクトの作成 382
サブディスクと新しいプレックスの関連付け 267
サブディスクの作成 264
ストライプ化プレックスの作成 274
設定ファイルの使用 314
プレックスとボリュームの関連付け 280
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プレックスの作成 274、328
ボリュームの作成 313
vxmake の設定ファイル 314
vxmend
プレックスのオフライン化 280、327
プレックスのオンライン化 327
プレックスの再有効化 282
vxmirror
VxVM のデフォルト動作の設定 328
ボリュームのミラー化 328
ルートディスクのミラー化 133
vxnotify
設定変更の監視 260
vxplex
RAID 5 ログの削除 342
RAID 5 ログの追加 341
プレックスの一時的切断 281
プレックスの移動 282
プレックスの関連付け解除と削除 284
プレックスのコピー 283
プレックスの再接続 281
プレックスの削除 330
プレックスのスナップショットへの変換 414
ボリュームからのプレックスの関連付けの解除 284
ボリュームへのプレックスの接続 279、328
ミラーの削除 330
ルートディスクボリュームのミラーの削除 138
vxprint
DCO 情報の表示 333、421
DRL が有効かどうかの確認 335
FastResync の有効あるいは無効のチェック 352
RAID 5 ログプレックスの確認 342
インスタントスナップショット用にボリュームが準備さ
れているかどうかの確認 380
エンクロージャに基づくディスク名 102
エンクロージャに基づくディスク名で使用 102
キャッシュ上に設定されているスナップショットの表
示 410
サブディスク情報の表示 264
スペアディスクの一覧表示 453
プレックス情報の表示 275
ベースマイナー番号の表示 234
ボリューム情報の表示 320
vxrecover
移動されたボリュームの再起動 250～251、253
プレックスのリカバリ 450
ボリュームの再起動 327
リカバリの回避 327

vxrelayout
オンライン再レイアウトの再開 359
オンライン再レイアウトのステータスの表示 359
オンライン再レイアウトの方向を逆にする 360
vxrelocd
root 以外のユーザーに通知 463
実行の無効化 463
操作 447
動作の変更 463
ホットリロケーションデーモン 446
リカバリによる処理効率低下の緩和 463
vxresize
制限 344
ボリュームおよびファイルシステムの拡張 344
ボリュームおよびファイルシステムの縮小 344
vxresize を使ったサイズ変更 344
vxsd
RAID 5 プレックスへのサブディスクの追加 268
VxVM からのサブディスクの削除 270
サブディスクと既存のプレックスの関連付け 267
サブディスクの関連付けの解除 269
サブディスクの結合 266
サブディスクの内容の移動 265
サブディスクの分割 266
ストライプ化プレックスへのサブディスクの追加 268
スパースプレックスを満たす 268
ログサブディスクの追加 269
vxse
Storage Expert 519
vxse_dc_failures
ハードウェア障害の有無をチェックするためのルー
ル 529
vxse_dg1
ディスクグループの設定データベースの容量をチェッ
クするためのルール 525
vxse_dg2
ディスクグループの設定コピーをチェックするための
ルール 526
vxse_dg3
「on disk config」のサイズをチェックするためのルー
ル 526
vxse_dg4
ディスクグループのバージョン番号をチェックするた
めのルール 526
vxse_dg5
ディスクグループ内の設定コピー数をチェックするた
めのルール 526
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vxse_dg6
インポートされていないディスクグループの有無を
チェックするためのルール 526
vxse_disk
初期化済みディスクの有無をチェックするためのルー
ル 526
vxse_disklog
ディスク上の複数の RAID 5 ログをチェックするため
のルール 524
vxse_drl1
DRL のないミラーボリュームの有無をチェックするた
めのルール 524
vxse_drl2
DRL のミラーの有無をチェックするためのルー
ル 524
vxse_host
システム名をチェックするためのルール 529
vxse_mirstripe
ミラー化ストライプボリュームをチェックするためのルー
ル 527
vxse_raid5
RAID 5 のカラム数をチェックするためのルール 528
vxse_raid5log1
RAID 5 ログの有無をチェックするためのルール 524
vxse_raid5log2
RAID 5 ログのサイズをチェックするためのルー
ル 525
vxse_raid5log3
ミラー化されていない RAID 5 ログをチェックするた
めのルール 525
vxse_redundancy
ボリュームの冗長性をチェックするためのルール 526
vxse_rootmir
ルータビリティをチェックするためのルール 529
vxse_spares
スペアディスク数をチェックするためのルール 528
vxse_stripes1
ストライプユニットサイズをチェックするためのルー
ル 528
vxse_stripes2
ストライプカラム数をチェックするためのルール 528
vxse_volplex
プレックスとボリュームの状態をチェックするための
ルール 527
vxsnap
DRL およびインスタントスナップショット操作用のボ
リュームの準備 331
DRL およびインスタントスナップショットのサポートの
削除 336

インスタントスナップショットに関する情報の表示 404
インスタントスナップショットの管理 367
インスタントスナップショットの関連付けの解除 402
インスタントスナップショットの更新 399
インスタントスナップショットの再接続 400
インスタントスナップショットの同期の制御 406
インスタントスナップショット用のボリュームの準備 380
カスケードスナップショット階層の作成 398
スナップショット階層の分割 403
複数ボリュームのバックアップ 394
フルサイズインスタントスナップショットの作成 386、
393
ボリュームからのスナップショットミラーの削除 398
ボリュームの復元 401
ボリュームへのスナップショットミラーの追加 397
リストア 368
領域最適化インスタントスナップショットの作成 384
リンクされたサードミラースナップショットの再接
続 401
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の
作成 393
vxsplitlines
シリアルスプリットブレイン条件の診断 240
vxstat
カウンタを 0 に設定 541
クラスタの使用法 499
障害発生ディスクの特定 450
ディスク処理効率統計の取得 541
ボリューム処理効率統計の取得 539
vxtask
オンライン再レイアウトの一時停止 359
オンライン再レイアウトの監視 359
オンライン再レイアウトの再開 359
タスクの一覧表示 325
タスクの監視 325
タスクの再開 325
タスクの中断 326
vxtrace
ボリューム操作のトレース 539
vxtune
volpagemod_max_memsz の設定 551
vxunreloc
エラー後の再起動 462
サブディスクの再配置処理を解除して別のディスク
に配置 461
サブディスクの再配置の解除に別のオフセットを指
定 461
ホットリロケーション後にサブディスクの再配置処理
を解除 460
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ホットリロケーション後にサブディスクを移動 460
ホットリロケーションされたサブディスクのもとのディス
クの一覧表示 462
vxunroot
ルータビリティの削除 138
ルートディスクのカプセル化の解除 138
VxVM
1 プレックス当たりのサブディスクの最大数 548
1 ボリューム当たりのデータプレックスの最大数 538
VxVM 制御下からのディスクの削除 144
アップグレード 255
オブジェクト 27
オペレーティングシステムとの依存関係 21
共有ディスクグループの制限 477
クラスタ機能（CVM） 465
クラスタ内の共有オブジェクト 470
クラスタ内の動作 467
最小メモリプールサイズ 551
サイズ単位 264
最大メモリプールサイズ 549
処理効率に対する利点 535
処理効率のチューニング 544
設定デーモン 259
タスクモニタ 323
ディスクグループバージョンのアップグレード 259
ディスクデバイスの設定 79
ディスクの検出 81
ディスクの削除 216
ボリュームの最大数 547
ボリュームレイアウトのタイプ 288
ミラーボリュームの作成に関する設定 328
メモリ割り当てサイズ 549
ルータビリティ 119
vxvmconvert
LVM ボリュームグループの変換 605
LVM ボリュームグループのリストア 618
VXVM_DEFAULTDG 環境変数 210
VxVM のタスクモニタ 323
vxvol
DRL の再有効化 336
DRL の無効化 336
FastResync の無効化 353
FastResync の有効化 352
移動されたボリュームの再起動 250～251、253
特定のボリュームへの排他的アクセス権の設定 497
ボリュームに対するサイトの一貫性の設定 510
ボリュームの起動 316、327
ボリュームのサイズ変更 346
ボリュームの初期化 316

ボリュームのゼロクリア 316
ボリュームの停止 326、350
ボリュームの保守モードへの設定 326
読み取りポリシーの設定 348
ログのサイズ変更 347
vxvoltune
VxVM チューニングパラメータの値の変更 545
vxvset
RAW デバイスアクセスを伴うボリュームセットの作
成 430
RAW デバイスノードへのアクセスの制御 431
ボリュームセットからのボリュームの削除 429
ボリュームセットの起動 428
ボリュームセットの作成 426
ボリュームセットの詳細の一覧表示 427
ボリュームセットの停止 428
ボリュームセットへのボリュームの追加 427

W
WWN 識別子 75、98

あ
アイドル状態の LUN 555
アクセスポート 158
アクティブ/アクティブディスクアレイ（Active/Active disk
arrays） 158
アクティブ/パッシブディスクアレイ 158
アプリケーションボリューム 33
アラインメントの制約 296
アレイポート
DMP の無効化 194
DMP の有効化 195
情報の表示 175
アレイポリシーモジュール（APM）
設定 204
意思決定支援システム
実装 439
インスタントスナップショット
階層の分割 403
カスケード 371
関連付けの解除 402
更新 399
再接続 400
削除 403
サポートの削除 336
情報の表示 404
同期化 406
同期処理の処理効率の向上 407
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バックアップの作成 377
複数ボリュームのバックアップ 394
フルサイズ 366
フルサイズインスタントスナップショットとして使うボ
リュームの作成 383
フルサイズインスタントスナップショットの作成 386
ボリュームセット用に作成 395
ボリュームの復元 401
領域最適化 368
領域最適化インスタントスナップショットの作成 384
インテントログ 364
永続 FastResync 64～65、67
永続的なデバイス名データベース 100
永続的なデバイス命名 100
エラーメッセージ
tmpsize が小さすぎて再レイアウトを実行できませ
ん 52
vxdg listmove は失敗しました 246
インポートに失敗しました（import failed） 231
カプセル化操作を実行できませんでした 118
カプセル化できません 118
関連付け数が正しくありません 489
関連付けを解決できません 489
グループを自動的にインポートできません（Cannot
auto-import group） 489
このディスクグループバージョンではこの機能はサ
ポートされていません (Disk group version
doesn't support feature) 255
サポートされていないディスクレイアウトです 118
設定レコードが重複しています 489
設定レコードが矛盾しています 489
ディスクグループに有効な設定コピーがありません
（Disk group has no valid configuration
copies） 232、489
ディスクグループのディスクが見つかりません。（Disk
for disk group not found） 232
ディスクグループを含む有効なディスクが見つかりま
せん（No valid disk found containing disk
group） 231
ディスクは移動できません。（Disk not moving）
ディスク上のサブディスクの一部が移動される
ことになります。（but subdisks on it
are） 246
ディスクはサブディスクに使われています。（Disk is
used by one or more subdisks.） 215
ディスクは別のホストが使用中です。（Disk is in use
by another host） 231

ボリュームの編成が各ミラーで異なっています
（Volume has different organization in each
mirror） 344
エンクロージャ 25
サイト名のタグの設定 506
情報の表示 175
ディスクアクセス名の検出 102
パスに関する属性の設定 185、188
複数のコントローラをまたがるミラーの作成 309
エンクロージャに基づく名前の付け方 25、76、99
DMP 159
vxprint 102
オブジェクト
仮想 27
物理 22
オフホスト処理 433、466
オンライン再レイアウト
一時使用領域 52
一時停止 359
オンラインでのレイアウト変更 354
カラム数の変更 357
再開 359
実行 353
障害のリカバリ 55
進行状況の制御 359
ステータスの表示 359
ストライプユニットのサイズ変更 357
制限 54
速度の変更 360
タスクタグの指定 358
タスクの監視 359
定義 51
動作方法 51
非デフォルトの指定 357
プレックスの指定 358
変換タイプ 354
変換との組み合わせ 361
変換とボリュームのサイズ 55
変換の特性 55
方向を逆にする 360
領域のサイズの変更 360
オンライン再レイアウトで使う一時使用領域 52
オンラインバックアップ
実装 435

か
階層化ボリューム
ストライプ化ミラー 43
定義 49、290
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非階層化ボリュームへの変換 360
ガイドライン
DRL 595
RAID-5 596
ミラー化 594
外部デバイス
追加 96
拡張コピー 140
拡張コピーサービス
概要 140
ディスクでの有効化 140
拡張属性
デバイス 177
カスケードインスタントスナップショット 371
カスケードスナップショット階層
作成 398
仮想オブジェクト 27
カテゴリ
ディスク 82
カーネル状態
プレックスカーネル状態 279
ボリューム 323
カプセル化
サポートされないルートディスクのレイアウト 125
サポートされるルートディスクのレイアウト 122
障害 118
ディスク 97
デフォルト属性 103
ルートディスク 130
カラム
数の変更 357
ストライプ化 38
ストライプ化ミラーボリュームでのミラー化 309
ボリューム内のカラム数のチェック 528
揮発性デバイス 113
キャッシュ
拡張 409
サイズ変更 409
削除 410
作成 381
縮小 409
スナップショットの一覧表示 407
設定されているスナップショットを確認 410
停止 410
領域最適化インスタントスナップショットで使用 368
キャッシュオブジェクト
作成 381
スナップショットの一覧表示 407
有効化 382

キャッシュの属性 384
キャンパスクラスタ
管理 502
シリアルスプリットブレイン条件 236
キャンパスクラスタ機能
管理 502
共有書き込みモード 470
共有ディスク
設定 599
共有ディスクグループ
アクティベーション 495
アクティベーションモード 470
一覧表示 491
インポート 493
クラスタ内 469
作成 492
制限 477
専用ディスクグループへの変換 494
共有ディスクグループのアクティベーションモード 470
共有読み取りモード 470
クラスタ
DMP の使用 162
DRL の動作 486
vol_fmr_logsz チューニングパラメータ 547
vxclustadm 479
vxconfigd の動作 482
vxdctl 489
vxrecover 498
vxstat 499
VxVM の動作 467
概要 466
共有オブジェクト 470
共有ディスクグループ 469
共有ディスクグループから専用ディスクグループへ
の変換 494
共有ディスクグループのアクティベーション 495
共有ディスクグループのアクティベーションモー
ド 470
共有ディスクグループの一覧表示 491
共有ディスクグループのインポート 493
共有ディスクグループの作成 492
共有ディスクグループの指定 468
共有ディスクグループの制限 477
クラスタ共有ディスクグループ 468
クラスタにおけるディスクの状態の解決 472
クラスタプロトコルのバージョンのアップグレード 498
クラスタプロトコルのバージョンの確認 497
再構成 478
最大ノード数 466
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障害ポリシーの設定 496
初期化 478
接続ポリシー 472
切断ポリシー 472
設定 478
専用ディスクグループ 468
ディスクグループ間のオブジェクト移動 494
ディスクグループのアクティベーション 470
ディスクグループの強制インポート 493
ディスクグループの分割 495
ディスクグループへの強制追加 493
ディスク接続性ポリシーの設定 496
同時書き込みからの保護 469
ノード 467
ノードによるボリュームの排他的起動権限の設
定 496～497
ノードの中止 485
ノードの停止 484
プライベートネットワーク 468
ボリュームの再設定 481
利点 465
クラスタ機能
共有ディスク 599
有効化 599
クラスタ内のクラスタ共有ディスクグループ 468
クラスタプロトコルのバージョン
アップグレード 498
チェック 498
クロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）
アラインメントの制約 296
ディスク形式 78
グローバル切断ポリシー 473
クローンディスク 219～220
警告メッセージ
Specified region-size is larger than the limit on
the system 378
コピーオンライト
インスタントスナップショットの再接続に使用 367
コピーマップ 65
コントローラ
DMP による無効化 165
DMP の無効化 194
DMP の有効化 195
vxassist に指定 297
情報の表示 174
ファームウェアのアップグレード 196
複数のコントローラをまたがるミラーの作成 300、309
ミラー化のガイドライン 594
無効にされたコントローラの有無のチェック 529

コントローラのミラー化 594

さ
最少キュー負荷分散ポリシー 190
サイズ単位 264
サイト
再接続 516
再同期
I/O 遅延 546
チェックポイントの間隔 546
データベース 59
ボリューム 56
サイト障害
シナリオとリカバリ手順 516
シミュレート 515
ストレージ障害 517
接続性の損失 516
ホスト障害 517
リカバリ 516～517
サイトの一貫性
設定 509
定義 502
サイトベースの一貫性
既存のディスクグループでの設定 514
サイトベースの割り当て
定義 502
ディスクグループに対する設定 508
ボリュームの設定 511
再配置
自動 445
制限 447
全体障害メッセージ 450
部分障害メッセージ 449
再レイアウト
一時停止 359
オンライン 51
オンラインでの実行 353
カラム数の変更 357
再開 359
進行状況の制御 359
ステータスの表示 359
ストライプユニットのサイズ変更 357
ストレージ 51
制限 54
速度の変更 360
タスクタグの指定 358
タスクの監視 359
非デフォルトの指定 357
プレックスの指定 358
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変換タイプ 354
変換との組み合わせ 361
変換の特性 55
方向を逆にする 360
領域のサイズの変更 360
サードパーティ製ドライバ（TPD） 83
サードミラー
スナップショット 61
サードミラーブレークオフスナップショット
作成 389
サブディスク
1 プレックス当たりの最大数 548
comment 属性 270
DRL ログ 58
len 属性 270
METADATA 134
name 属性 270
putil 属性 270
RAID 5 の障害 447
RAID 5 プレックス、設定 596
RAID 5 プレックスとの関連付け 268
tutil 属性 270
vxassist による再配置処理の解除 460
vxdiskadm による再配置処理の解除 459
vxunreloc による再配置処理の解除 460
VxVM からの削除 270
移動に関する制限 265
結合 266
再配置処理を解除して別のディスクに配置 461
再配置の解除に別のオフセットを指定 461
作成 264
障害の特定 450
情報の表示 264
ストライプ化プレックスとの関連付け 268
ストライプ化ミラーボリュームでのミラー化 309
全体障害メッセージ 450
属性の変更 270
定義 30
内容の移動 265
内容のコピー 265
物理ディスクの配置 593
部分障害メッセージ 449
プレックスからの関連付けの解除 269
プレックスとの関連付け 267
ブロック 30
分割 266
ホットリロケーション後に移動 457
ホットリロケーション後に再配置処理を解除 457

ホットリロケーション後にもとのディスクを一覧表
示 462
ホットリロケーションメッセージ 458
ホットリロケーション（hot-relocation） 71、445、452
ログサブディスクの関連付け 268
サブディスクの len 属性 270
サブディスク名 30
シーケンシャル DRL
ダーティリージョンの最大数 549
定義 58
シーケンシャル DRL 属性 306
システム名
チェック 529
順次ディスク割り当て 299、305、311
障害ポリシー 475
ディスクグループに対する設定 496
状態
プレックスカーネル状態 275
ボリューム 321
リンクオブジェクト 370
冗長性
RAID 5 のデータ 289
ボリュームの冗長性のチェック 526
ミラーのデータ 289
冗長ループアクセス 26
初期化
ディスク 97、104
デフォルト属性 103
処理効率
DMP の負荷分散 161
I/O 統計情報の使用 540
I/O トレースによって特定された問題の場所 543
RAID 5 ボリューム 537
VxVM のチューニング 544
VxVM を使う利点 535
インスタントスナップショットの同期処理の処理効率
の向上 407
書き込みに対する読み取りの割合の調査 543
監視 538
処理効率向上のためのストライプ化 542
処理効率向上のためのボリュームの退避 541
ストライプボリューム 536
大規模システムのチューニング 544
チューニングパラメータ値の変更 545
ディスクグループの設定コピー数の影響 545
ディスクの統計情報の取得 541
データの分析 540
ボリューム操作のトレース 539
ボリュームの統計情報の取得 539
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ミラー化とストライプ化の併用 537
ミラーボリューム 536
優先順位の設定 538
読み取りポリシーによる影響 538
シリアルスプリットブレイン条件 502
キャンパスクラスタ 236
修正 240
ディスクグループ 236
ストライプ化 37
ストライプ化 + ミラー化 42
ストライプ化のガイドライン 595
ストライプ化プレックス
サブディスクの追加 268
定義 38
ストライプ化ミラーボリューム
カラムのミラー化 309
作成 309
サブディスクのミラー化 309
処理効率 537
定義 290
ミラー化ストライプへの変換 360
ミラー化用トリガポイント 309
利点 43
ストライプ化ミラーボリュームのミラー化用トリガポイント 309
ストライプカラム 38
ストライプボリューム
Storage Expert のルール 527
カラム数のチェック 528
カラム数の変更 357
作成 307
障害 37
処理効率 536
ストライプユニットサイズのチェック 528
ストライプユニットのサイズ変更 357
定義 288
デフォルト以外のカラム数の指定 308
デフォルト以外のストライプユニットサイズの指定 308
ストライプユニット
サイズのチェック 528
サイズの変更 357
定義 38
ストライプユニットのサイズの推奨値 595
ストレージ
順次ディスク割り当て 299、305、311
ストレージキャッシュ
領域最適化インスタントスナップショットで使用 368
ストレージ再レイアウト 51
ストレージ障害 517
ストレージ属性とボリュームレイアウト 297

ストレージプロセッサ 158
スナップオブジェクト 69
スナップショット
FastResync との関係 63
snapback の実行に伴う再同期 376
インスタントスナップショットからの復元 401
インスタントスナップショットに関する情報の表示 404
インスタントスナップショットの関連付けの解除 402
インスタントスナップショットの更新 399
インスタントスナップショットの再接続 400
インスタントスナップショットの削除 403
インスタントスナップショットの作成 377
インスタントスナップショットの同期 406
階層 371
階層の作成 398
カスケード 371
機能の比較 62
キャッシュ上に設定されているスナップショットを確
認 410
キャッシュのスナップショットの一覧表示 407
コピーオンライト機構の使用 367
削除 414
サードミラー 61
サードミラースナップショットのエミュレーション 369
サードミラースナップショットを使ったバックアップの
作成 410
サードミラーブレークオフの作成 389
情報の表示 418
スナップショットの作成 373
スナップショットを使ったボリュームのオンラインバッ
クアップ 377
同期処理の処理効率の向上 407
独立したボリュームの作成 418
名前の定義 415
複数ボリューム 376
複数ボリュームのバックアップ 394、415
フルサイズインスタントスナップショット 62、366
フルサイズインスタントスナップショットとして使うボ
リュームの作成 383
フルサイズインスタントスナップショットの作成 386
プレックスの追加 417
プレックスの変換 414
ボリューム 60
ボリュームからのミラーの削除 398
ボリュームからのリンクされたスナップショットの削
除 398
ボリュームセット用に作成 395
ボリュームの再同期 416
ボリュームへのミラーの追加 397
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もとのボリュームとの結合 416
領域最適化インスタントスナップショット 62、368
領域最適化インスタントスナップショットの作成 384
リンクされたサードミラーの再接続 401
リンクされたブレークオフ 370
リンクされたブレークオフの作成 392
スナップショット階層
作成 398
分割 403
スナップショットミラー
ボリュームからの削除 398
ボリュームへの追加 397
スナップバック
resyncfromoriginal 376
resyncfromreplica 376、416
スナップショットボリュームの結合 416
定義 366
スナップボリュームの命名 376
スパースプレックス 55、268、279、283
スパン 36
スパンボリューム 36
スペアディスク
ディスクグループ内の割合のチェック 528
ディスクを設定 453
表示 453
ホットリロケーションに利用 451
スライス
パーティション 23
スレーブノード
定義 468
制限
BIOS 120
LILO の使用 120
起動時 129
マスターブートレコード 120
ルータビリティ 120
セカンダリパス 158
セカンダリパスの表示 168
接続ポリシー 472
ディスクグループに対する設定 496
切断障害ポリシー 475
切断ポリシー
グローバル 473
ローカル 474
設定
共有ディスク 599
設定データベース
コピー数のチェック 526
コピーサイズ 209

サイズの縮小 241
サイズのチェック 525
ディスクの一覧表示 221
プライベートリージョン 77
メタデータ 221
設定のバックアップとリストア 260
設定の変更
vxnotify による監視 260
ゼロ
ボリューム内容の設定 316
専用ディスクグループ
共有ディスクグループからの変換 494
クラスタ内 468
属性
active 185
autogrow 382、385
autogrowby 382
cachesize 385
comment 270、284
dcolen 65、304、420
dgalign_checking 296
drl 306、339
fastresync 304、306、353
hasdcolog 353
highwatermark 382
init 315
len 270
loglen 307
logtype 306
maxautogrow 382
maxdev 235
mirdg 393
mirvol 393
name 270、284
ncachemirror 385
ndcomirror 304、306、420
ndcomirs 332、380
newvol 391
nmirror 391
nomanual 186
nopreferred 186
preferred priority 186
primary 186
putil 270、284
secondary 186
snapvol 386、393
source 386、393
standby 186
Storage Expert 521
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subdisk 270
syncing 378、406
tutil 270、284
カプセル化のデフォルト 103
キャッシュ 384
シーケンシャル DRL 306
ストレージの指定に使う属性 297
ディスクの初期化のデフォルト 103
パスに関する属性の設定 185、188
プレックス 284
ルール属性の一覧表示 521
ルールに関する属性の設定 522
ルールの表示 521

た
タグ
オンライン再レイアウトタスクへの指定 358
タスクタグ 323
タスク用に指定 323
ディスクからの削除 222
ディスクに対する一覧表示 220
ディスクに対する設定 220
名前の変更 347
ボリュームからの削除 347
ボリュームでの設定 312、347
ターゲット ID
vxassist に指定 297
ターゲットミラー 299、309
タスク
ID 323
一時停止 325
一覧表示 324
オンライン再レイアウト操作へのタグの指定 358
オンライン再レイアウトの監視 359
監視 325
管理 324
再開 325
状態の変更 324～325
タグ 323
タグの指定 323
中断 324
パラメータの変更 325
タスクの ID 323
ダーティリージョン 548
ダーティリージョンログ。 「DRL」を参照
チェックポイントの間隔 546
チューニングパラメータ
dmp_cache_open 552
dmp_daemon_count 552

dmp_delayq_interval 552
dmp_failed_io_threshold 553
dmp_fast_recovery 553
dmp_health_time 553
dmp_log_level 554
dmp_path_age 554
dmp_pathswitch_blks_shift 555
dmp_probe_idle_lun 555
dmp_queue_depth 555
dmp_retry_count 556
dmp_scsi_timeout 556
dmp_stat_interval 557
monitor_fabric 554
vol_checkpt_default 546
volcvm_smartsync 548
vol_default_iodelay 546
voldrl_max_drtregs 548
voldrl_max_seq_dirty 549
voldrl_min_regionsz 549
vol_fmr_logsz 64、547
voliomem_chunk_size 549
voliomem_maxpool_sz 549
voliot_errbuf_dflt 550
voliot_iobuf_default 550
voliot_iobuf_limit 550
voliot_iobuf_max 550
voliot_max_open 551
vol_maxio 548
vol_maxioctl 548
vol_maxparallelio 548
vol_max_volumes 547
volpagemod_max_memsz 551
volraid_minpool_size 551
volraid_rsrtransmax 552
vol_subdisk_num 548
値の変更 545
調整 161
ディスク 82
ASL 82
CDS 形式 78
DCO プレックスのレイアウト 247
DISKS カテゴリからの削除 95
DISKS カテゴリへの追加 93
EFI 114、120
JBOD でサポートされているディスクの一覧表示 92
nopriv 78
nopriv デバイス 118
OTHER_DISKS カテゴリ 82
simple 78
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simple 形式 78
sliced 78
sliced 形式 78
UDID フラグ 219
VM 29
vxassist に指定 297
VxVM 制御下からの削除 144、216
VxVM による検出 81
VxVM の制御下に置く 97
空き領域をホットリロケーションで利用可能な状態に
設定 456
空き領域をホットリロケーションの適用対象から除
外 455
新しい識別子の書き込み 219
新しく追加されたディスクの設定 79
インストール 102
永続的な名前の設定 100
エンクロージャ 25
オフライン化 151
拡張コピーサービスの有効化 140
カテゴリ 82
カプセル化 97、114、119
カプセル化のデフォルト値 103
クラスタにおける障害ポリシーの設定 496
クラスタにおける状態の解決 472
クラスタにおける接続性ポリシーの設定 496
クローン 220
クローンの扱い方 219
検出機能の呼び出し 83
交換 145
交換の延期 145
コントローラファームウェアのアップグレード 196
再初期化 112
サイト名のタグの設定 507
削除 142、145
削除したディスクの交換 148
サブディスクとともに削除 144
システム間のディスクグループ移動 230
自動設定 77
重複のない識別子 219
障害の特定 450
障害の発生したディスクの有無のチェック 529
情報の表示 153～154、212
初期化 97、104
初期化のデフォルト値 103
処理効率統計情報の取得 541
スキャン 79
ストライプユニットサイズ 595
スペア 451

スペアとして設定 453
スペアの表示 453
セカンダリパス 168
全体障害メッセージ 450
タグの一覧表示 220
タグの削除 222
タグの設定 220
追加 113
ディスクアクセスレコードファイル 259
ディスクアレイ 23
ディスクグループから解放 254
ディスクグループから削除 215
ディスクグループ間の移動 229、249
ディスクグループ内のスペアディスクの割合のチェッ
ク 528
ディスクグループ内の設定コピー数のチェック 526
ディスクグループに属していない初期化済みディス
クのチェック 526
ディスクグループへの強制追加 493
ディスクグループへの追加 215
デバイス検出層 84
デフォルトのレイアウト属性の変更 103
動的 LUN 拡張 138
特別な目的用の予約 152
名前 74
名前の付け方 75
名前の付け方の変更 99
名前の変更 151
フォーマット 102
複製した識別子の扱い方 219
ブートディスクのミラー化 130
部分障害メッセージ 449
プライマリパス 168
変換 97
ホットスワップの実行後に有効化 150
ホットリロケーションで処理される障害 447
ホットリロケーションで利用可能な状態に設定 453
ホットリロケーションのスペアプールからの削除 454
ホットリロケーション（hot-relocation） 445
ボリュームの退避 350
ボリュームのミラー化 328
無効にされているパス 168
メタデバイス 75
メディア名 74
有効化 150
有効にされているパス 168
予約の取り消し 153
ルートディスク 119
ルートディスクのミラー化 130
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ロックの解除 231
ディスクアクセスレコード
/etc/vx/darecs に保存 259
ディスクアレイ
A/A 158
A/A-A 158
A/P 158
A/P-C 159
A/PF 158
A/PF-C 159
A/PG 158
A/PG-C 159
DISKS カテゴリからのディスクの削除 95
DISKS カテゴリ内のサポートされているディスクの一
覧表示 92
DISKS カテゴリへのディスクの追加 93
アクティブ/アクティブ 158
アクティブ/パッシブ 158
サポートされているディスクアレイの一覧表示 91
サポートの無効化 91
サポートの有効化 92
定義 23
非対称アクティブ/アクティブ 158
ベンダーが提供するサポートパッケージの削除 83
ベンダーが提供するサポートパッケージの追加 82
マルチパス化 24
無効にされているディスクアレイの一覧表示 92
ディスク上のブロック 30
ディスクグループ
bootdg 210
CDS 互換 214
DCO プレックスのレイアウト 247
defaultdg 210
nodg 210
root 29
rootdg 29、208
rootdg の排除 208
Storage Expert のルール 525
「on disk config」のサイズのチェック 526
空き領域 451
空き領域の表示 213
移動されたボリュームの再起動 250～251、253
移動により影響を受けるオブジェクトの一覧表示 246
移動の制限
分割。 「結合」を参照
インポート 218
インポートされていないディスクグループの有無の
チェック 526
インポート時のマイナー番号の競合回避 233

各バージョンでサポートされる機能 256
強制インポート 232、493
共有ディスクグループとしてインポート 493
共有ディスクグループのアクティベーション 495
共有ディスクグループの一覧表示 491
共有ディスクグループの作成 492
共有ディスクグループのデフォルトファイル 471
共有の指定 468
クラスタ共有 468
クラスタ内のオブジェクトの移動 494
クラスタ内の共有ディスクグループ 469
クラスタ内の専用ディスクグループ 468
クラスタ内のディスクグループの分割 495
クラスタにおけるアクティベーション 470
クラスタにおける障害ポリシーの設定 496
クラスタにおける接続性ポリシーの設定 496
クローンディスクのインポート 220
結合 243、252
コマンドに対する指定 209
サイズがプライベートリージョンに与える影響 209
サイトの一貫性の設定 509、514
サイトベースの割り当ての設定 508
再編成 241
作成 213
システム間の移動 230
システムに予約されたディスクグループ名 209
失敗した再設定のリカバリ 245
障害ポリシー 475
情報の表示 212
初期化済みディスクのチェック 526
シリアルスプリットブレイン条件 236
スペアディスク数 528
設定コピー数の処理効率への影響 545
設定コピー数の設定 545
設定コピー数のチェック 526
設定データベースのサイズのチェック 525
設定のバックアップとリストア 260
専用ディスクグループへの変換 494
定義 29
ディスクグループ間のオブジェクト移動 242、248
ディスクグループ間のディスク移動 229、249
ディスクの削除 215
ディスクの追加 215
ディスクのロック解除 231
デフォルトのディスクグループ 210
デフォルトのディスクグループの設定 211
デフォルトのディスクグループの特定 210
デフォルトのディスクグループの表示 211
デポート 217
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名前の変更 227
破棄 254
破棄からのリカバリ 254
バージョン 255、257
バージョンのアップグレード 255、259
バージョンの表示 258
バージョン番号のチェック 526
ブートディスクグループ 210
ブートディスクグループの表示 211
古いバージョン番号で作成 259
分割 242、251
マイナー番号の予約 233
無効化 254
ライセンスされている EMC ディスクの移動 249
ディスクグループ設定のリストア 260
ディスクグループの空き領域 451
ディスクグループの設定コピー 545
ディスクドライブ
可変ジオメトリ 595
ディスクのカプセル化 114、119
ディスクの交換 145
ディスクの再初期化 112
ディスクの削除 145
ディスクの初期化 97
ディスクのスペア
Storage Expert のルール 528
ディスクの追加 113
ディスクの二重化 42、309
ディスクのフォーマット 102
ディスクの変換 97
ディスクのロック解除 231
ディスク名 74
永続的な名前の設定 100
ディスクメディア名 30、74
データの冗長性 42～43、45
データベース
再同期 59
リシルバリング 59
データベースログの再生とシーケンシャル DRL 58
データ変更オブジェクト
DCO 65
データボリュームの設定 59
デバイス
nopriv 118
外部デバイスの追加 96
揮発性 113
すべての一覧表示 86
パス名 75
ファブリックデバイス 80

メタデバイス 75
デバイス検出
概要 24
部分的 80
デバイス検出層 84
デバイス検出層（DDL） 24、84
デバイス属性
拡張 177
デバイスノード
ボリュームセット 429
ボリュームセットへのアクセスの制御 431
ボリュームセットへのアクセスの表示 431
ボリュームセットへのアクセスの有効化 430
デバイス名 22、74
永続的な名前の設定 100
デフォルト
vxdisk のデフォルト 79、103
vxencap のデフォルト 103
デフォルトのディスクグループ 210
同期処理
インスタントスナップショットの同期の制御 406
処理効率の向上 407
統計情報収集 161
動的 LUN 拡張 138

な
名前
VM ディスク 30
サブディスク 30
サブディスクの属性 270
スナップショットボリュームに対する定義 415
ディスク 74
ディスクグループ名の変更 227
ディスク名の変更 151
ディスクメディア 30、74
デバイス 22、74
プレックス 32
プレックスの属性 284
ボリューム 32
名前の付け方
TPD エンクロージャに対する変更 101
ディスク 75
ディスクのレイアウト属性の変更 99
二重化 42、309
ノード
DMP 159
vxclustadm を使ったクラスタ機能の管理 479
クラスタ内 467
クラスタ内の最大数 466
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クラスタ内のノードの中止 485
クラスタ内のノードの停止 484
状態の要求 489

は
排他書き込みモード 470
バージョン
アップグレード 255
ディスクグループ 255
ディスクグループのバージョンのチェック 526
ディスクグループバージョンの表示 258
バージョン 0
DCO 65
バージョン 20
DCO 65
バージョン管理
DCO 65
パス
DMP の無効化 194
DMP の有効化 195
属性の設定 185、188
パスエージング 553
パスグループ
作成 164
バックアップ
インスタントスナップショットを使って作成 377
オンラインバックアップの実装 435
サードミラースナップショットを使って作成 410
スナップショットを使って作成 377
ディスクグループ設定 260
複数ボリュームのバックアップ 394、415
ボリューム用に作成 364
パーティション
スライス 23
番号 23
パーティションサイズ
値の表示 188
指定 190
パーティションテーブル 134
パブリックリージョン 77
非 auto-trespass モード 158
非永続 FastResync 64
非階層化ボリューム変換 360
非対称アクティブ/アクティブディスクアレイ 158
左対称レイアウト 47
非明示的フェールオーバーモード 158
ピンポン効果 162
ファイアドリル
定義 502

テスト 515
ファイルシステム
vxresize を使った拡張 344
vxresize を使った縮小 344
マウント解除 349
ファブリックデバイス 80
ファームウェア
アップグレード 196
フェールオーバー 465～466
フェールオーバーモード 158
負荷分散 158
クラスタ内のノード間での負荷分散 466
ポリシーの指定 189
ポリシーの表示 188
物理オブジェクト 22
物理ディスク
空き領域をホットリロケーションで利用可能な状態に
設定 456
空き領域をホットリロケーションの適用対象から除
外 455
インストール 102
オフライン化 151
交換 145
交換の延期 145
削除 142、145
削除したディスクの交換 148
サブディスクとともに削除 144
システム間のディスクグループ移動 230
障害の特定 450
情報の表示 153、212
初期化 97
スペア 451
スペアとして設定 453
スペアの表示 453
全体障害メッセージ 450
ディスクグループから解放 254
ディスクグループから削除 215
ディスクグループ間の移動 229、249
ディスクグループへの追加 215
特別な目的用の予約 152
部分障害メッセージ 449
ホットスワップの実行後に有効化 150
ホットリロケーションで処理される障害 447
ホットリロケーションで利用可能な状態に設定 453
ホットリロケーションのスペアプールからの削除 454
ボリュームの退避 350
有効化 150
予約の取り消し 153
ロックの解除 231
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物理ディスクの削除 142
ブートディスク
カプセル化 130
カプセル化の解除 138
ミラー化 130
ブートディスクグループ 210
部分的なデバイス検出 80
プライベートネットワーク
クラスタ内 468
プライベートリージョン
設定データベース 77
設定データベースのサイズのチェック 525
定義 77
ディスクグループのサイズによる影響 209
プライマリパス 158、168
フルサイズインスタントスナップショット 366
作成 386
使うボリュームの作成 383
プレックス
1 ボリューム当たりの最大数 32
1 ボリューム当たりの制限数 538
comment 属性 284
name 属性 284
putil 属性 284
tutil 属性 284
移動 282、333、421
オフライン化 280、326
オンライン再レイアウト用に指定 358
オンラインに設定 281、327
カーネル状態 279
コピー 283
再接続 281
削除 283
作成 274
サブディスクとの関連付け 267～268
サブディスクの関連付けの解除 269
サブディスクの最大数 548
修正可能なハードウェア障害発生後のリカバリ 450
状態 275
状態フラグ 278
情報の表示 275
ストライプ 38
ストライプボリュームの作成 274
スナップショットへの追加 417
スナップショットへの変換 414
スパース 55、268、279、283
接続されていないプレックスの有無のチェック 527
全体障害メッセージ 450
属性の変更 284

タイプ 32
定義 31
名前 32
部分障害メッセージ 449
ホットリロケーションの障害 447
ボリュームからの関連付けの解除 283
ボリュームからの削除 329
ボリュームからの切断 280
ボリュームとの関連付け 279
ボリュームとの関連付けの一時的解除 281
ボリュームへの接続 279
ミラー 34
無効にされたコントローラの有無のチェック 527
読み取りポリシーの変更 348
プレックスカーネル状態
DETACHED 279
DISABLED 279
ENABLED 279
プレックス状態
ACTIVE 276
CLEAN 276
DCOSNP 276
EMPTY 276
IOFAIL 276、278
LOG 276
NODAREC 278
NODEVICE 279
OFFLINE 277
RECOVER 279
REMOVED 279
SNAPATT 277
SNAPDIS 277
SNAPDONE 277
SNAPTMP 277
STALE 277
TEMP 278
TEMPRM 278
TEMPRMSD 278
プレックスの状態フラグ 278
プレックスの属性 391
並行シーク処理 594
ベースマイナー番号 233
ホスト障害 517
ホスト名
チェック 529
ホットリロケーション
スペアディスクのみを利用 457
操作 445
ホットリロケーションで処理される RAID 5 の障害 447
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ホットリロケーションで処理される障害 447
ホットリロケーション（hot-relocation）
RAID 5 サブディスク障害の検出 447
root 以外のユーザーに通知 463
Storage Expert のルール 528
vxassist によるサブディスクの再配置処理の解
除 460
vxdiskadm によるサブディスクの再配置処理の解
除 459
vxrelocd 446
vxunreloc によるサブディスクの再配置処理の解
除 460
サブディスク再配置メッセージ 458
サブディスクの再配置 452
サブディスクの再配置処理の解除 457
実行の無効化 463
スペアディスクと空き領域の利用 452
スペアディスクの設定 453
スペアディスクの利用 451
スペアプールからのディスクの削除 454
制限 447
設定概略 452
全体障害メッセージ 450
定義 71
ディスク上の空き領域を利用可能な状態に設定 456
ディスクグループの空き領域の利用 451
ディスク障害の検出 447
ディスク上の空き領域を適用対象から除外 455
デーモン 446
動作の変更 463
部分障害メッセージ 449
プレックスの障害の検出 447
リカバリによる処理効率低下の緩和 463
ボリューム
/etc/fstab から削除 349
DRL 595
DRL およびインスタントスナップショットのサポートの
削除 336
DRL およびインスタントスナップショット用に準備 331
DRL ログの削除 341
DRL ログの追加 339
FastResync の無効化 353
FastResync の有効あるいは無効のチェック 352
FastResync の有効化 352
RAID-0 37
RAID 0+1 42
RAID-1 42
RAID 1+0 43
RAID-10 43

RAID-5 45、289
RAID 5 の作成 310
RAID 5 ボリュームの処理効率 537
RAID 5 ログの削除 342
RAID 5 ログの追加 341
raw デバイスファイル 317、598
VM ディスクからの移動 350
vxassist による初期化 315
vxassist を使った起動 315
vxassist を使ったサイズ変更 345
vxmake 設定ファイルを使って作成 314
vxmake を使った作成 313
vxresize を使った縮小 344
vxvol による初期化 316
vxvol を使った起動 316
vxvol を使ったサイズ変更 346
アクティビティの停止 349
移動後の再起動 250～251、253
インスタントスナップショットからの復元 401
オンライン再レイアウトと変換の組み合わせ 361
オンライン再レイアウトの実行 353
オンラインでのレイアウト変更 353
階層化 43、49、290
階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換 360
拡張できる最大サイズの確認 343
カーネル状態 323
カラム数の変更 357
起動 327
起動時の制限 129
キャラクタデバイスファイル 317、598
クラスタ内の再設定 481
クラスタノードによる排他的起動権限の設定 496～
497
再起動時のリカバリの回避 327
サイズ変更 343
最大サイズの確認 296
最大数 547
サイトの一貫性の設定 510
サイトベースの割り当ての設定 511
削除 349
作成 291
支援型アプローチによる作成 292
シーケンシャル DRL ログの削除 341
シーケンシャル DRL ログの追加 339
修正可能なハードウェア障害発生後のリカバリ 450
状態 321
冗長性のチェック 526
情報の表示 320
処理効率向上のために移動 541
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処理効率向上のためのストライプ化 542
処理効率統計情報の取得 539
新機能を使うためのアップグレード 337
新規ボリュームでの FastResync の有効化 304
ストライプ 37、288
ストライプ化ミラー 43、290
ストライプ化ミラーからミラー化ストライプへの変
換 360
ストライプ化ミラーボリュームの作成 309
ストライプ化ミラーボリュームのミラー化用トリガポイン
ト 309
ストライプボリュームの作成 307
ストライプボリュームの処理効率 536
ストライプユニットのサイズ変更 357
ストレージの使用を vxassist に指定 297
ストレージを vxassist の適用対象から除外 298
スナップショット 60
スナップショットからの再同期 416
スナップショットからの作成 418
スナップショットに関する情報の表示 418
スナップショットの結合 416
スナップショットの作成 413
スナップショットミラーの削除 398
スナップショットミラーの追加 397
スナップショットを使ったオンラインバックアップ 377
スナップボリュームの命名 376
スパン 36
すべてのボリュームのミラー化 328
制限 32
操作のトレース 539
ただちに使用可能にする方法 315
ダーティフラグ 56
定義 32
停止 326
停止されたボリュームの有無のチェック 527
ディスク上でのミラー化 328
データプレックスの最大数 538
デバイスファイルへのアクセス 317、598
デフォルト以外のカラム数の指定 308
デフォルト以外のストライプユニットサイズの指定 308
デフォルトのレイアウトの指定 297
内容のゼロクリア 316
内容をゼロに初期化 316
名前 32
バージョン 0 の DCO 付きのボリュームの作成 303
バージョン 0 の DCO の解除 422
バージョン 0 の DCO の関連付けの解除 422
バージョン 0 の DCO の再接続 422
バージョン 0 の DCO の追加 419

バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指
定 421
バージョン 20 の DCO 付きのボリュームの作成 306
バージョン 20 の DCO の追加 331
バージョン 20 の DCO プレックスのストレージの指
定 332
バックアップ 364
汎用型アプローチによる作成 291
非デフォルトの再レイアウトの指定 357
複数のコントローラをまたがるミラーの作成 300、309
複数のスナップショットの作成 376
複数のターゲットをまたがるミラーの作成 299、309
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 383
プレックス数の制限 32
プレックスとの関連付け 279
プレックスとの関連付けの一時的解除 281
プレックスの関連付けの解除 283
プレックスの再接続 281
プレックスの削除 329
プレックスの接続 279
プレックスの切断 280
プレックスへのサブディスクの追加 268
ブロックデバイスファイル 317、598
保守モードへの設定 326
ボリュームセットへの追加 427
ボリュームの拡張による FastResync マップへの影
響 69
ミラー化 42、289
ミラー化ストライプ 42、289
ミラー化ストライプからストライプ化ミラーへの変
換 360
ミラー化ストライプボリュームの作成 308
ミラー化とストライプ化を併用した処理効率の向
上 537
ミラー化連結 43
ミラー化連結から連結ミラーへの変換 360
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作成 426
詳細の一覧表示 427
停止 428
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ボリュームの再同期 56
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マスターノード
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ボリュームで使用 290
ボリュームへの追加 330
マルチパス化（multipathing）
情報の表示 167
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数の指定 302
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ガイドライン 594
定義 42
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作成 308
処理効率 537
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設定のチェック 527
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作成 302
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ミラーボリューム
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DRL ログの追加 339
FastResync 57
FR 57
作成 301
シーケンシャル DRL ログの削除 341
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処理効率 536
スナップショット 63
定義 289
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複数のエンクロージャをまたがって作成 309
複数のコントローラをまたがって作成 300、309
複数のターゲットをまたがって作成 299
読み取りポリシーの変更 348
ログ 57
無効化障害ポリシー 475
無効にされているパス 168
明示的フェールオーバーモード 158
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メタデバイス 75
メタノード
DMP 159
メッセージ
サブディスクのホットリロケーション 458
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シーケンシャル DRL ログの削除 341
シーケンシャル DRL ログの追加 339
同一ディスク上の複数の RAID 5 ログのチェック 524
ボリュームで使用 290
ボリュームへの追加 330
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