
OpenVMS Alpha to Integrity Transition Module V1.2  

Rev. 1.2  1 
 

Rdbの移行に関する検討事項 
 

概要 
ここでは，OpenVMS Alpha から Integrity サーバ上の OpenVMS I64 へ Rdb 
データベースを移行する際に考慮すべき項目について説明します。 

分析 
データベースの次の点を考慮する必要があります。 

• データベースのバージョン 

Oracle® Rdb データベース・ソフトウェアは，ハードウェアのアー
キテクチャごとに異なる OSバージョンでサポートされています。
次の表に，OpenVMS を実行するハードウェア・プラットフォーム
ごとに対応するバージョンを示します。 

 

• 以前のバージョンおよびプラットフォームとの互換性 

Oracle Rdb のディスク上のデータベース・フォーマットは 721 に増
加しています。Oracle Rdb Release 7.0 または Release 7.1で作成，ま
たはアクセスされたデータベースに，Rdb Release 7.2 でアクセスす
るには RMU/CONVERT 操作が必要です。 

Oracle Rdb Release 7.0 以前のフォーマットのデータベースは，Oracle 
Rdb Release 7.2 フォーマットへ直接変換したり復元することはでき
ません。Oracle Rdb Release 7.2 用の RMU/CONVERT コマンドは，
Oracle Rdb Release 7.0 および Release 7.1 フォーマットのデータベー
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スからの変換のみをサポートします。Oracle Rdb Release 3.0 から 6.1 
までのフォーマットのデータベース，またはそれらのデータベース

のバックアップを使用する場合，まず Oracle Rdb Release 7.0 フォー
マットへ変換してから Oracle Release 7.2 フォーマットへ変換する必
要があります。たとえば，Release 4.2 フォーマットのデータベース
の場合，最初に Oracle Rdb Release 7.0 フォーマットに変換し，その
後 Oracle Rdb Release 7.2 フォーマットへ変換する必要があります。
Oracle Release 7.0 以前のデータベースを直接 Oracle Release 7.2 フォ
ーマットへ変換または復元すると，Oracle RMU はエラーを生成し
ます。 

詳細については，「データベースの変換とバックアップ」の項を参

照してください。 
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• データベース・アクセス 

Rdb のすべてのバージョンが備えているリモート・ネットワーク・
データベース・サーバにより，アーキテクチャやバージョンが異な

るアプリケーションおよびデータベースへのアクセスが可能です。 

この Rdb ネットワーク・サーバを使用して，OpenVMS I64 が稼働す
る HP Integrity システムから Alpha または VAX システム上にあるデ
ータベースにアクセスできます。前述のデータフォーマットの違い

を除き，既知のバージョン制限はありません。 

次の図に，ネットワーク・サーバを使用したクロス・アーキテクチ

ャ・アクセスを示します。 
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• データベースの変換とバックアップ 

Oracle Rdb Release 7.2 へアップグレードし，既存のデータベースを 
Oracle Rdb Release 7.2 フォーマットへ変換する前に，RMU/VERIFY 
/ALL コマンドによるデータベース全体の検証と，RMU /BACKUP 
コマンドによるデータベース全体のバックアップを行い，有効なデ

ータベースのコピーを確実に保護しておくことを、Oracle 社は強く
推奨しています。 

• データベースの変換 

データベースを新しい Release 7.2 フォーマットへ変換するには，次
のコマンドを入力します。 

RMU /CONVERT <データベース> [/[NO]COMMIT] 

変換はわずか数秒で完了し，以前のデータベース構造レベルへの

「ロールバック」も可能です（/NOCOMMIT）。 

RMU/BACKUP コマンドに続けて，RMU/RESTORE コマンドを使用す
ると，OpenVMS I64 上で Rdb データベースの復元と変換を行うこと
もできます。 

次の図に，Rdb の異なるバージョンからのアップグレード・パスを
示します。 
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アプリケーションの次の点を考慮する必要があります。 

• ほとんどのアプリケーションは再コンパイルするだけで実行でき，
HP Integrity サーバ上の OpenVMS I64 で実行するための特別な変更
は必要ありません。詳細については， カスタムコードに関する移行
計画ドキュメント を参照してください。 

アプリケーションを再ビルドする際は，以下の推奨事項を考慮してく

ださい。 

o ソースとターゲットのプラットフォーム上で最新のコンパイ
ラを使用します。 

o 浮動小数点のデフォルト設定の変更など，コンパイラ・スイ
ッチとデフォルト値の変更に留意します。 

o %IF または #ifdef などを手がかりに，プラットフォーム固
有のコードに注意します。 

o ビルドの手順を検討します。プラットフォーム固有のパスを
追加することを検討します。Alpha バージョンのアプリケー
ションの場合は，正しいプラットフォーム固有のブランチを

検証します。たとえば，F$GETSYI ARCH，CPU，HW などです。 

• Open VMS I64 用のイメージは VAX システムや Alpha システム用の
イメージより大きくなります。そのため，ワーキング・セット，

BYTLM，およびページ・ファイル・クォータの設定を正確に調整し
ていることが重要です。 

• 移行作業のために，VAX，Alpha，および Integrity ノードを同一の
クラスタ内に持つことができるため，すべてのノードから同じデー

タベースへ同時にアクセスできます。 

• クラスタが利用できない場合，Alpha，VAX，および Integrity ノー
ドから Rdb の透過的リモート・サーバ・アクセスを利用することも
できます。 

• 浮動小数点。HP Integrity サーバは，ハードウェアで IEEE の浮動小
数点形式のみをサポートします。浮動小数点は単に近似値なので，

Integrity のハードウェアで使用できる IEEE 形式は，VAX で見られ
る VAX 浮動小数点形式とは異なります。Rdb データベースのディ
スク上での表現は Integrity 上でも変わりません。VAX の浮動小数点
データを含む Rdb データベースは，実行時に IEEE 形式へ変換され
た，または IEEE 形式から VAXへ変換されたデータが含まれます。
Rdb プリコンパイラは，Alpha と Integrity 上で IEEE をサポートして
います。また，すべてのモジュールは必ず同じ浮動小数点形式を使

ってコンパイルするようにします。 

float および double のパラメータを渡す C 関数については，すべて
確実にプロトタイプ宣言してください。 
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• データ・アラインメント。アラインされていないデータ構造は，重
大なアラインメント・フォルトを引き起こし，アプリケーションの

パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。アラインメン

ト・フォルトは，Alpha アーキテクチャではパフォーマンス問題の
原因として知られていますが，Integrity 上ではより深刻な問題にな
る可能性があります。メモリを多めに使用することをためらわない

でください。最良の結果を得るには，データを自然な境界に合わせ

てアラインするべきです。ただし，既存のデータベースのデータベ

ース・レコードの配置を変更する必要はありません。 

• 以下のような場合，アプリケーションをさらに分析し，できるだけ
変更する必要があります。 

o /SYSEXE にリンクしている。 

o 内部（つまり，非ユーザ）モードを使用している。 

o 呼び出しスタック・フォーマット，例外フレーム，PTE，
PFN，PC，FP，および AP の情報を使用している。 

o 厳密な浮動小数点の動作要件に依存している。 

• また，データベースを最新フォーマットへ変換した後，既存のアプ
リケーションの再コンパイルや再リンクを行う必要はありません。 

• アプリケーションのポーティングの詳細については，移行計画ドキ
ュメント『カスタムコードの移行に影響する相違点』を参照してく

ださい。 
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推奨する方法 
一般的なガイドラインとして推奨する方法を次に示します。 

• Rdb データベースのバージョンを，お使いの ホスト上で最新バージ
ョンにアップグレードし，Release 7.0，7.1，7.2 との互換性を持たせ
ます。 

• より新しいコンパイラほど，潜在的なバグの検出に優れているため，
コンパイラをアップグレードします。また，より新しいコンパイラ

のほうが，OpenVMS I64 上で利用できる機能にも適合します。 

• /WARNING 修飾子および /CHECK 修飾子，または類似のコンパイ
ラ・スイッチを使用します。  
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