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Integrity サーバーの省電力機能～TCO の削減を実現する消費電力管理～（2009 年 2 月）
地球環境の保全という観点から、温暖化対策が重要課題として叫ばれています。ご存じのように IT も例外ではなく、消費電力
量の削減＝省電力化がキーワードとなっているのが現状です。2008 年には国内でも「グリーン IT 推進協議会」が発足し、官民
挙げて IT システムの省電力化に取り組む体制が取られつつあります。そこで今回は、TCO の削減にもつながる Integrity サー
バーの省電力機能を概観してみました。

最新の Serviceguard が描く次世代の HA とは？（2009 年 5 月）
2009 年 4 月、HP-UX のクラスターパッケージ Serviceguard 11.19 がリリースされた。高可用性(HA)を実現するクラスタ
ーパッケージとして多くの実績を誇る Serviceguard だが、最新バージョンでは仮想マシン上のアプリケーションとの連携、フ
ェイルオーバーの機能拡張など、多くの機能強化が図られた。今回は最新の Serviceguard を解剖し、次世代の HA とは何かを
浮き彫りにしたい。

仮想化の“常識”を覆す、vPars＋Oracle のポテンシャル（2009 年 7 月）
一般的な仮想化技術の「弱点」は、とりわけディスク I/O 処理について物理サーバーの能力をフルに引き出せないケースが多い
という点。しかし、そうした仮 想化技術の“常識”を打ち破るのが、ミッドレンジおよびハイエンドの Integrity サーバーに備わ
る仮想化技術「Virtual Partitions（vPars）」だ。vPars では CPU やメモリ、I/O リソースは各仮想パーティションに排他的
に割り当てられる。そのため、 vPars の各仮想パーティション（vPar）上で動く OS は自分に割り当てられたハードウェアリ
ソースを独占して使うことができ、物理サーバーとほぼ同 等のパフォーマンスを発揮できる。本稿では、日本ヒューレット・パ
ッカードによる実地検証を通じて、vPars＋Oracle のポテンシャルを明らかにする。

逆引き UNIX メンテナンス・ガイド - システム管理編（2009 年 11 月）
日常の管理をしていく際、「あれ？ここはどうすればいいんだろう？」と首をひねることは、ないでしょうか？ インターネット
で検索したり、マニュアルを調べたりと、ふと思い出せずに時間を消費してしまうこともあるでしょう。また、Solaris など他
の UNIX から HP-UX に移行する際、いろいろとまどうことも多いかと思います。以前使っていた OS との、ほんの少しの違い
をわかってさえいれば避けられるものだったりします。 そこで本稿では、逆引き形式で日々のメンテナンスのためのヒントを列
挙していくことにしたいと思います。参考 URL がある項目については併記してますので、ぜひそちらも合わせてご確認くださ
い。

逆引き UNIX メンテナンス・ガイド - システム対策編（2009 年 12 月）
日常の管理をしていく際、「あれ？ここはどうすればいいんだろう？」と首をひねることは、ないでしょうか？
前回に引き続き、逆引き形式で日々のメンテナンスのためのヒントを列挙しました。今回のテーマは「システム対策」です。シ
ステムに何らかのトラブルがあったとき、誰しも早く解決したいと焦るものでしょう。Solaris など他の UNIX から HP-UX に
移行してきた場合など、以前使っていた OS と同じように対処しようとしてできず、とまどうこともあるかと思います。そんな
ときに本稿を解決の一助としてください。

2
HP-UX 特集コラムバックナンバー（2009 年）

Integrity サーバーの省電力機能
～TCO の削減を実現する消費電力管理～
2009 年 2 月

テクニカルライター 米田 聡

地球環境の保全という観点から、温暖化対策が重要課題として叫ばれるようになって久しい。ご存じのように IT も例外ではな
く、消費電力量の削減＝省電力化がキーワードとなっているのが現状だ。2008 年には国内でも「グリーン IT 推進協議会」が発
足し、官民挙げて IT システムの省電力化に取り組む体制が取られつつある。そこで今回は、TCO の削減にもつながる Integrity
サーバーの省電力機能を概観してみたい。

Systems Insight Manager に統合された消費電力管理をサポートする Integrity
サーバー
サーバーの省電力化が叫ばれるようになって数年が経過した。後述するように、ハードウェアやソフトウェアの対応は着実に進ん
でいる。プロセッサーや電源の効率アップなど省電力化につながる技術は進歩しているものの、これらの技術を生かすためには運
用が重要になってくる。

プロセッサーなどの省電力技術は、負荷に応じて電力を制御するという方向に向かっている。ワークロードの負荷が低いときには
プロセッサーを省電力モードに移行させて消費電力を抑えるという形だ。したがって、管理者が各サーバーの稼働状況を把握した
上で、適切な省電力の設定を行うことが最大限の省電力化を実現する鍵になる。

HPE の Integrity サーバーは後述する効果的な省電力機能を備えており、さらに省電力機能の設定や管理が Systems Insight
Manager（SIM）に統合されていることが大きな特徴だ。サーバーの稼働状況を SIM で把握し、より高いレベルの省電力を行う
ことができるわけだ。続いて、Integrity サーバーの省電力機能をよりくわしく見てみることにしよう。

インテル® Itanium® プロセッサーの省電力機能
まず、Integrity サーバーが採用するインテル® Itanium® プロセッサーの省電力機能を紹介していく。プロセッサーの消費電力
はサーバーの中で大きな割合を占めており、プロセッサーの省電力の仕組みを理解することでサーバーの効率的な運用が可能にな
るはずだ。

インテル® Itanium® プロセッサーの省電力機能は世代によっても異なるが、2 つの階層がある。

ひとつは、Processor Power States（C-State）で、現在のインテル® Itanium® プロセッサーではアクティブな状態（C0 ス
テート）と休止状態（C1 ステート）という 2 つの状態がサポートされている。C1 ステートは命令の実行を休止して消費電力を
抑えるステートで、アクティブなプロセスがなくなったときに OS が PAL_HALT_LIGHT という命令を実行することで、インテル
® Itanium® プロセッサーは C1 ステートに移行する。C1 ステートは命令の実行を休止しているだけで、キャッシュやページテ
ーブルは保持されており、割り込みなどのイベントで C0 ステートに即座に戻る。
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もうひとつは最新のインテル® Itanium® プロセッサー（9100 番台、開発コードネーム Montvale）からサポートされた
Processor Performance States（P-State）である。P-State は負荷に応じて動作クロックを落とし、省電力化を計るステート
だ。Montvale では、フルパフォーマンス状態の P0 から、もっともクロックを落とし消費電力の少ない P2 まで、3 つのステー
トがサポートされている。

具体的な例を挙げると、インテル® Itanium® プロセッサー 9150M（1.66GHz）では P0 ステート時 1.66GHz だが、P1 では
1.56GHz、P2 では 1.46GHz までクロックを落として消費電力を低減させる。負荷に応じて P-State を変えることで、プロセッ
サーの電力効率を向上させることができるわけだ。

図 1：負荷に応じてパフォーマンスを変え、電力消費を調整する P-States

Integrity iLO2 による電力管理
Integrity サーバーでは、ファームウェア（Integrity iLO2）と、SIM に統合された Insight Power Manager（IPM）という 2
つのレベルで電力管理をサポートしている。前者はサーバーごとに単独の設定が可能、後者は複数のサーバーを一括して管理でき
る特徴があり、管理者は通常は後者を使うことになるだろう。だが、いざというときのために iLO2 による電力管理がどのように
実装されているかを知っておくことも重要なので、まずはこちらから見ていくことにしよう。

iLO2 では、サーバー単独の消費電力の監視と設定が可能だ。双方とも Web ブラウザー、リモートコンソールを使って行うこと
ができる。ブラウザーを用いた監視では、図 2 に示すように過去 24 時間の消費電力のログを 5 分刻みでサンプリングしたグラ
フが確認できる。

一方、省電力設定には 4 つのモードが用意されている（図 3）が、現在のところ図に示しているうち Static Low Power Mode
と Static High Power Mode しかサポートされていない。前者はプロセッサーの P-State を P2 に固定、後者は P-State を P0
に固定する設定だ。

OS Control Mode は、今年 3 月にリリースされる HP-UX 11i v3 からサポートされる予定だ。このモードに設定しておくと
HP-UX が動的に P-State を制御するようになり、プロセッサーの電力効率の向上が期待できる。現行の HP-UX のバージョンで
は OS Control Mode に設定しても Static High Performance Mode と同等の状態になるが、将来のバージョンアップに備え
て OS Control Mode に設定しておくほうがよさそうだ。
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図 2：iLO2 では過去 24 時間の消費電力を 5 分間隔でサンプリングしグラフ化可能

図 3：iLO2 に備えられている 4 種類の省電力モード

Insight Power Manager で効果的な電力管理を実現
SIM に統合されている IPM では、複数のサーバーの消費電力状態を一括して管理できるほか、サーバーの温度や負荷と合わせて
監視でき、データセンター全体の消費電力を効果的に削減するツールとして利用可能だ。

IPM は 1 日に 1 回、各サーバーの iLO2 からログをダウンロードし、長期間（最大 3 年）にわたる消費電力のログを保持するこ
とができるのが特徴だ。このログは温度、CPU 稼働状況と合わせてグラフ化できるので、季節や時間など、さまざまなタイムス
ケールでサーバーの運用を計画することが可能になる。

また IPM を用いると、単一のサーバーだけでなく複数のサーバーの省電力設定を一括して変更することができる。たとえば SIM
のタスク機能を使えば、負荷の高い時間（あるいは週など）には Static High Performance Mode に設定するが、負荷が低い
時間帯には Static Low Performance Mode に落とすといった設定ができる。
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さらに、蓄積したログから、データセンター（あるいはサーバー単独）の年間ランニングコストを予測、算出することもできる
（表 1）。言うまでもないが消費電力の削減＝発熱の低減であるから、効果的な省電力設定の運用が可能になれば冷却にかかる費
用も低減でき、運用コストの大幅な削減にもつながってくる。IPM を用いた消費電力管理は、地球環境といったより高いレベル
で意義があることはもちろんだが、さらに身近な TCO の削減にもつながるはずである。

図 4：IPM は 1 日 1 回自動的にデータを収集し、最大 3 年保持可能

＜表 1＞蓄積したログから年間の予測ランニングコストを算出
分析 -2008/08/18,(月),15:08 JST - 2008/08/19,(火),18:08 JST:

平均電力消費量

（1）

360.18 ワット

最大電力消費量

（2）

388.00 ワット

平均アンペア（200V）
キロワット時（kWh）
年間キロワット時（kWh）推定値
推定額（JPY 11.3820/kWh）
年間推定額
冷却キロワット時（kWh）
推定冷却コスト（JPY 11.3820/kWh）
年間冷却キロワット時（kWh）推定値
年間冷却コスト

（1）÷設定値 A（200）
（3）
（1）×24×365
（3）×設定値 B（11.382）
（1）×24×365×設定値 B（11.382）

1.80 アンペア
8.04 kWh
3155.16 kWh
91.56 JPY
35912.07 JPY

（3）×設定値 C（1.5）

12.07 kWh

推定額×設定値 C（1.5）

137.34 JPY

年間キロワット時推定値×設定値 C（1.5）

4732.75 kWh

年間推定額×設定値 C（1.5）

53868.11 JPY
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（1）～（3）の値は表示されているグラフから算出



設定値 A…IPM オプション「電源電圧」



設定値 B…IPM オプション「電力/kWh のコスト」



設定値 C…IPM オプション「冷却マルチプライア」

OS がサポートする省電力機能と消費電力削減効果
前節で述べたように、インテル® Itanium® プロセッサーは C-State と P-State という 2 つのステートで消費電力が制御できる
が、これらの機能を有効に活用するには OS のサポートが欠かせない。そこで、この節では OS のサポート状況を説明しておくこ
とにしたい。

C-State の制御は、HP-UX 11i v3 2008 年 9 月版からサポートされている。これはカーネルスケジューラによるサポートで、ア
クティブなプロセスがなくなりアイドル状態になったときに C1 に移行させるものだ。

C1 ステートに遷移する時間の長さは、pwr_idle_ctl というカーネルパラメーターで調節が可能だ。当然ながら、C1 ステートに
移行する頻度が高いほど消費電力は削減できるが、その分だけ応答速度も遅くなってしまう難がある。pwr_idle_ctl は 0（C1 ス
テートに移行しない）～5（可能な限り C1 ステートに留まる）までの 6 段階が設定できるが、HPE としては 1 を推奨している
という。ただし、2008 年 9 月版の時点では pwr_idle_ctl=1～5 の効果に差はなく、今後段階的に差別化が実施される。

さらに、先に述べたように今年 3 月にリリースされる HP-UX 11i v3 からは P-State の制御がサポートされる予定だ。現時点で
はまだドラフトの段階だが、pstatectl というコマンドが新規に導入され、静的な設定（P0～P2 のいずれかに固定）に加えて負
荷に応じて切り替える動的な設定がサポートされる。動的な設定ではオプションとして最小、最大の P-State の設定が可能になる
予定だ。

なお、当然ながら P-State の制御を利用するには P-State をサポートする最新のインテル® Itanium® プロセッサー 9100 番台
（Montvale）を搭載したサーバーが必要になる。それ以外のプロセッサーを搭載したサーバーでは利用できないので注意してい
ただきたい。

C-State の制御だけでも約 14%もの省電力を実現
プロセッサー、OS、そして消費電力管理ツールの概要を紹介してきたが、実際にどの程度の省電力が可能なのだろうか。
Integrity BL860c および C3000 で実際に設定を行い、測定した結果を紹介してみたい。

まず、搭載されているプロセッサーが Montecito または Montvale で、2008 年 9 月版の HP-UX 11i v3 から利用可能、かつ
省電力によるペナルティも少ない C-State の効果から見てみよう。先に説明したカーネルパラメーターpwr_idle_ctl に 0、1 を
設定し、その違いを見たのが図 5 に示すグラフである。

グラフのように pwr_idle_ctl に 1 を設定すると、アイドル時には C1 ステートに移行し、約 14％もの消費電力が削減されてい
ることがわかる。さらに pwr_idle_ctl に 1 を設定してもグラフに示すように、パフォーマンスには大きな変化はない。アイドル
時に高い省電力効果が見込め、かつパフォーマンスにもほとんど差がないのだから pwr_idle_ctl に 1 を設定しておくのがベスト
と考えてよさそうだ。
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一方、P-State は現状、P0 ステートに固定する Static High モードと P2 ステートに固定する Static Low モードの 2 種類しか
サポートされていない。後者は、消費電力は小さくなるもののクロックを落とす＝パフォーマンスを低下させるので、前述のよう
に SIM のタスク機能を使って負荷の軽い時間帯だけ Static Low に落とすといった限定的な使い方になりそうだ。

Static Low に変更したときの省電力効果は図 6 に示すとおり。約 7％の消費電力が削減され、パフォーマンスの低下は 8％だっ
た。消費電力が削減される分だけパフォーマンスも落ちる結果だが、C-State と合わせて利用すれば総合的な消費電力の削減量を
上乗せできることは確かだろう。

図 5：C-State 有効／無効時の消費電力とパフォーマンス

図 6：P-State の Static High/ Static Low 時の消費電力とパフォーマンス

最新のサーバーほど省電力であり、ランニングコストも低い
プロセッサーの省電力機能を中心に見てきたが、今年のリリースが予定されている次世代インテル® Itanium® プロセッサー、
開発コードネーム Tukwila ではさらに電力効率が高められる予定だ。また、省電力の必要性が認識されて以後、プロセッサー以
外のサーバーを構成するコンポーネントの各部が見直され、旧モデルに比べると電力効率が大きく向上していることは押えておき
たいポイントだろう。
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とくにブレードサーバーは電源ユニットや冷却機構が集約されているため、ラックマウント型のサーバーに比べ処理能力当たりの
消費電力は大きく削減されている。言うまでもなく、消費電力の削減は発熱の低下に直結するため単に電気代というレベル以上の
コスト削減効果をもたらすことも見逃せない。最後に、リプレースの際にブレードサーバー＋仮想化技術による統合をした場合
と、従来どおりの方式をとった場合を想定した、消費電力費用や空調費用などを含むトータルのコスト比較（*1）を掲載しておく
ので、今後の読者のサーバー導入計画の参考にしてほしい。
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図 7：ブレードサーバーを利用したサーバー統合によるトータルのコスト削減効果

*1：ブレードサーバーは Integrity BL860c、従来のサーバーは Integrity rx2660 として試算

最新の Serviceguard が描く次世代の HA とは？
2009 年 5 月

テクニカルライター 米田 聡

2009 年 4 月、HP-UX のクラスターパッケージ Serviceguard 11.19 がリリースされた。高可用性(HA)を実現するクラスター
パッケージとして多くの実績を誇る Serviceguard だが、最新バージョンでは仮想マシン上のアプリケーションとの連携、フェ
イルオーバーの機能拡張など、多くの機能強化が図られた。今回は最新の Serviceguard を解剖し、次世代の HA とは何かを浮
き彫りにしたい。

HA はコストがかかる？
昨今の厳しい経済環境を受け、企業では IT システム全体のコスト削減が重大な課題となっており、コストがかかると思われがち
な高可用性(HA)への投資は敬遠されているかもしれない。ただ、闇雲に安い IT インフラを用意すればいいわけでもなく、何が重
要なのかを見極めた高可用性(HA)に、より効果的な投資を行う必要があるだろう。各種調査によると、OS やハードウェアに起因
するシステムダウンはわずか 20%に過ぎず、残りの 80%はヒューマンエラーやアプリケーションのエラーに起因するという。シ
ステムダウンを最小にとどめるには、高い信頼性を持つハードウェアに加えて、ヒューマンエラーやアプリケーションの障害に適
切に対応できるインフラに投資を行うのが効果的ということになる。

最新の Serviceguard 11.19(バージョン表記は A.11.19)はより効果的な高可用性(HA)を実現するべく、いくつかの改良が加え
られている。くわしくは後述するが、今回のバージョンでは高速なフェイルオーバー機能が追加され、ダウンタイムを最小の時間
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にとどめることが可能になった。また、仮想化マシン上のアプリケーションとの連携が強化され、管理ツールもより使いやすくな
った。この「より高速に」「より簡単に」「より便利に」と進化した Serviceguard 11.19 の特徴を見ていくことにしよう。

「より高速に」ダウンタイムが大幅に短縮
Serviceguard 11.19 では、ダウンタイムを大幅に短縮するフェイルオーバー機能が追加され、高速な障害復旧を実現してい
る。従来の Serviceguard 11.18 と比較すると再構成時間は短縮され、11.18 のフェイルオーバー製品である Serviceguard
Extension for Faster Failover(以下、SGeFF)にあったいくつかの制限が克服されている。

たとえば、SGeFF は 2 ノードまでのクラスターにしか対応できなかった。そのためクラスターを 3 ノード以上に拡張する場合
は、SGeFF を停止させ利用を止める必要がある。また、クラスター・ロックの実装方法として Quorum Server のみをサポート
するという制限もあり、より一般的なロックディスクは利用できなかった。Serviceguard 11.19 では 2 ノード以上のクラスタ
ーに対応でき、ロックディスクにも対応できるので、SGeFF のような制約を気にせずに導入できるわけだ。

高速なフェイルオーバー
Serviceguard 11.19 のフェイルオーバー機能でどの程度高速になったのか、11.18 と比較した実例を紹介しよう。タイムアウ
ト値（Serviceguard 11.19 では、従来の NODE_TIMEOUT に相当する MEMBER_TIMEOUT という設定値）とクラスター再
構成時間を比較したのが次のグラフだ。

図 1：ノード障害時の障害検知とクラスター再構成時間を Serviceguard 11.18 と 11.19 とで比較

14 秒というタイムアウト値は Serviceguard 11.19 のデフォルト設定だが、タイムアウト値 2 秒に設定された 11.18 よりもク
ラスター再構成時間が短縮された結果となった。ほとんどのデータベースにとって十分といえるタイムアウト値でのこの結果か
ら、Serviceguard 11.19 はより安全かつ高速に再構成できるようになったと言えるだろう。

参考までに、3 ノード、ロックディスク使用という構成でフェイルオーバーを実行した時間も掲載しておこう。11.18 であれば
SGeFF は使用できず、それなりにフェイルオーバーに時間を要していた構成だ。
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Lock VG を使用した場合の数値で、付属する Serviceguard Manager （Web ベースの管理ツール）で表示されるクラスター再
構成の最大値を記載

図 2：3 ノード、ロックディスク使用時でも高速にフェイルオーバーが可能

2009 年 4 月、HP-UX のクラスターパッケージ Serviceguard 11.19 がリリースされた。高可用性(HA)を実現するクラスター
パッケージとして多くの実績を誇る Serviceguard だが、最新バージョンでは仮想マシン上のアプリケーションとの連携、フェ
イルオーバーの機能拡張など、多くの機能強化が図られた。今回は最新の Serviceguard を解剖し、次世代の HA とは何かを浮
き彫りにしたい。

「より簡単に」Web ベースの管理ツールで管理性が向上
Serviceguard の大きな特徴として、Web ベースのユーザーフレンドリーな管理ツール Serviceguard Manager の存在が挙げ
られる。クラスターの構築から管理までをマウスオペレーションで行うことができ、さらにパッケージの作成や管理といった複雑
な操作までサポートする。

ベテラン管理者は GUI の操作を敬遠しがちだが、Serviceguard Manager はそのベテラン管理者にも対応できる機能を持つの
が特徴だ。Serviceguard 11.19 では、Serviceguard Manager に大きな変更は加えられていないが、いくつか実例を挙げてお
こう。

リブートが必要な操作を行うと、コマンドベースの作業では実行したコマンドのヒストリーが失われ、自分が行った操作がたどれ
ず困ったという経験をお持ちの方もいるだろう。ログを見ればある程度はわかるとはいえ、完全にたどることができない場合もあ
る。

Serviceguard Manager では、すべての操作のログが記録され、そのログはリブート後も維持される。したがって、自分の操作
を完全にたどることが可能だ。冒頭で述べたように、ヒューマンエラーはダウンタイムの大きな要因のひとつだが、
Serviceguard Manager の操作ログはエラーを防止するために効果的に役立てられるだろう。
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図 3：Serviceguard Manager ではすべての操作ログが記録される

もうひとつ、これは以前にも紹介しているが、Serviceguard Manager では操作にともなってバックグラウンドで実行されるコ
マンドが画面に表示されるようになっている。どのようなコマンドが実行されるのかが一目で確認できるので、ベテランの管理者
も安心できるはずだ。

図 4：Web ベースでも実行されるコマンドを確認可能

「より便利に」モジュラーパッケージの導入
Serviceguard 11.18 から導入されているモジュラーパッケージという機能が 11.19 でより強化された。従来まではファイル操
作や仮想 IP アドレスの設定などの実行関数をパッケージ毎に持っていたが、モジュラーパッケージではこれらの実行関数を共用
し、必要な項目とその引数だけを記述すれば済むように簡素化されている。
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Serviceguard 11.19 では、まず従来のバージョンにはなかった「メンテナンスモード」が追加された。簡単に言うと、メンテ
ナンスモードとはフェイルオーバーを行わないモードのことだ。たとえば、データベースの起動を含むモジュールをメンテナンス
モードで起動させ、データベースサーバーを停止させて作業を行うといったことができる。メンテナンスモードの設定や起動は
Serviceguard Manager からも行うことができ、モジュールの動作を確かめたり、またモジュールを起動させた状態でフェイル
オーバーなしにメンテナンスを行ったりといった作業が容易にできるようになった。

図 5：メンテナンスを簡易にするメンテナンスモード

また、パッケージの依存関係が強化され、DIFFERENT_NODE/UP（異なるノードでアップしていること）、ANY_NODE/UP
（自分を含むどこかのノードでアップしていること）という設定ができるようになった。さらに面白いのは、
SAME_NODE/DOWN（同じノードでダウンしていること）、ANY_NODE/DOWN（どこかのノードでダウンしていること）と
いう依存関係も設定できる点だ。これはパッケージのプライオリティと合わせて利用する。たとえばプライオリティが高いパッケ
ージと低いパッケージがあり、それぞれ互いに SAME_NODE/DOWN が設定され別のノードで動いているというケースを想定し
よう。
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図 6：プライオリティ機能を併用した SAME_NODE/DOWN の使用例

この状態でパッケージ 1 のノードで障害が発生するとプライオリティが低いパッケージ 2 は停止され、パッケージ 2 が動作して
いるノード 2 でパッケージ 1 がフェイルオーバーする。このように、よりプライオリティが高いパッケージのフェイルオーバー
を優先させることができるので、とくにリソースが限られたシステムでの利用が有効な機能といえる。
さらに、ノードキャパシティという概念が追加され、ノードごとに動作させるパッケージの最大値（package_limit）の設定が可
能になった。

次世代の HA＝効果的な IT 投資と高可用性の両立
Serviceguard 11.19 の新たな機能を概観してみたが、仮想マシン上のアプリケーションとの連携機能の強化を忘れてはならな
い。仮想マシンソフトウェアである Integrity VM 上の仮想マシン全体の障害検知・フェイルオーバー機能に加え、11.19 では仮
想マシン上で稼動するアプリケーション・プロセスの障害検知に対応した。たとえ仮想マシン上にあっても、アプリケーションの
異常を検知し、自動的に仮想マシンを止めて他のサーバー上で再起動するというように、仮想化環境でありながらも高可用性
(HA)を実現できるようになった。

Serviceguard は全世界で 600,000 ライセンス以上が出荷されており、HP-UX および Linux に対応するクラスターパッケージ
として実績を築いている。中でも日本では、通信事業など高可用性が求められる分野に早くから導入され、日本からの厳しいフィ
ードバックに応える形で Serviceguard が進化してきたという事実がある。今回の最新バージョンは日本の次世代のために登場
したと言っても過言ではないだろう。

高い信頼性を持つ Integrity サーバーと合わせ、仮想化でありながらも高可用性(HA)といった効果的な IT への投資になりうるイ
ンフラとして、Serviceguard の新たなバージョンの導入をぜひとも検討していただきたい。

仮想化の“常識”を覆す、vPars＋Oracle のポテンシャル
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2009 年 7 月

テクニカルライター 吉川 和巳

一般的な仮想化技術の「弱点」は、とりわけディスク I/O 処理について物理サーバーの能力をフルに引き出せないケースが多い
という点。しかし、そうした仮想化技術の“常識”を打ち破るのが、ミッドレンジおよびハイエンドの Integrity サーバーに備わる
仮想化技術「Virtual Partitions（vPars）」だ。vPars では CPU やメモリ、I/O リソースは各仮想パーティションに排他的に割
り当てられる。そのため、vPars の各仮想パーティション（vPar）上で動く OS は自分に割り当てられたハードウェアリソース
を独占して使うことができ、物理サーバーとほぼ同等のパフォーマンスを発揮できる。本稿では、日本ヒューレット・パッカード
による実地検証を通じて、vPars＋Oracle のポテンシャルを明らかにする。

IT 社会に着実に浸透しつつある仮想化
まずは以下の図を見ていただこう。この図は、仮想化によって構築された「論理サーバー（仮想サーバー）」の数と、一般的な物
理サーバーの数を比較したグラフである。

図 1：急増する論理サーバー数

このグラフを見てもわかるとおり、ここ数年にわたって、仮想化によって実現された仮想サーバーの数は急速に増えている。その
一方、黄色で示されている「新規サーバー導入コスト」はほとんど増加していない。つまり仮想化は、「サーバー導入コストを増
やさずにサーバー台数を増やす手段」として着実に成果を上げつつあることがわかる。
ここで、仮想化がもたらすメリットを再確認しておこう。

●物理サーバー台数の削減
世の中で稼動している UNIX サーバーの多くは、そのサーバーリソースの 20～40％程度しか有効活用されていないと言われる。
仮想化技術を導入することでこの余剰なリソースを有効活用でき、サーバー台数、設置スペース、および電力消費が削減できる。
また少数のシステム管理者がより多くの仮想サーバー（業務サーバー）を管理することにより、運用人件費を削減できる。

●レガシーシステムのサポート
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ハードウェアや OS の保守が切れた既存のサーバーを新規のプラットフォームに移行するためには、システム環境の構築、アプリ
ケーションのコンバージョン、テストなどの膨大な工数がかかる。仮想化技術を導入することにより、こうしたレガシーシステム
も容易に移行が可能となる。

●可用性の向上
仮想化機能を使うことにより、クラスターなどの冗長化をとらなくても可用性を向上させることが可能となる。さらにクラスター
環境を構築すれば、フェイルオーバーの自動化が実現する。

●開発／テスト環境の効率化
一般に開発環境やテスト環境は、運用フェーズに入ると稼動率が低くなる。とはいえ、サポート体制を維持するためには、それら
を撤去することはできない。仮想化技術を使うことで、他のプロジェクトとの間でサーバーリソースを共有し、リリース後は開発
環境を縮小したり、あるいは必要な都度環境を起動したりといった運用が可能になる。また、テストフェーズではテスト前の環境
を簡単にコピーし再現する方法もあり、効率的にテストを実施することが可能だ。

●新規サーバーの迅速な立ち上げ
システムを新たに構築する場合、ハードウェアベンダーとの見積･発注処理や、新規システムの構築に膨大な工数、時間が掛かっ
てしまう。一方、仮想化環境では新規の仮想サーバーを簡単・迅速に構築することも可能となる。また、必要なリソースが予測で
きずサイジング不可な場合でも、サーバー構築後、必要リソースの追加・削除が可能なため無駄がなくなる。

●ビジネスニーズに即座に対応
ビジネス状況の変化に伴い、処理量の増加や、急激な変動があった場合でも、CPU 数、メモリ容量、データベースライセンスを
含めたサーバー間でのリソース調整ができるため、即座に対応が可能だ。

データベース利用に最適な仮想化技術 vPars
こうした数々のメリットのある仮想化技術だが、ひとつ「弱点」がある。仮想化技術として広く利用されている「仮想マシン」方
式で実装された仮想サーバーは、ホスト OS やハイパーバイザー部分のオーバーヘッドが発生するため、とりわけディスク I/O 処
理について物理サーバーの能力をフルに引き出せないケースも多いということだ。そのため、これまでの仮想化技術は、ディスク
I/O 負荷の高いデータベースサーバーのような用途に積極的に使いにくい場合もあった。

しかし、そうした仮想化技術の“常識”を打ち破るのが、ミッドレンジおよびハイエンドの Integrity サーバーに備わる仮想化技術
「Virtual Partitions（vPars）」だ。vPars の最大の特徴は、一般的な仮想マシン方式とは異なり、ホスト OS やハイパーバイ
ザーを仲介せずに仮想化を実現する点。「vPars モニター」によって配分された CPU やメモリ、I/O リソースを各 vPar 上の OS
が直接制御するため、仮想化にともなうオーバーヘッドがほとんどゼロに抑えられ、物理サーバーと同等のパフォーマンスを発揮
できる。
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図 2：仮想マシン方式と vPars の比較

また vPars は、こうした物理サーバー並のパフォーマンスを実現しつつも、仮想化技術としての優れた柔軟性を兼ね備えてい
る。例えば、１つの vPar 上で稼働しているアプリケーションやサービスを停止することなく、CPU やメモリを異なる vPar 間で
動的に移動することが可能だ。

vPars＋Oracle のポテンシャル
この vPars の特性を最大限発揮できる用途の一例が、Oracle データベースとの組み合わせである。例えば、複数の vPar 上のそ
れぞれに、Oracle Database 10g あるいは 11g のインスタンスを稼働させておく。この場合、物理サーバーで構成された
Oracle データベースサーバーと変わらぬパフォーマンスを提供しつつも、2 つのインスタンスそれぞれの負荷状況の変化に応じ
て、CPU やメモリを動的に融通しあうことが可能になる。

図 3：vPars と Oracle データベースの組み合わせ

日本ヒューレット・パッカードでは、この vPars と Oracle データベースの組み合わせにおいて、CPU やメモリの動的な配分が
実際に Oracle データベースの性能にどのような影響を及ぼすのかを検証した。そこで後半では、この検証結果を紹介し、vPars
＋Oracle のポテンシャルを探ってみたい。

一般的な仮想化技術の「弱点」は、とりわけディスク I/O 処理について物理サーバーの能力をフルに引き出せないケースが多い
という点。しかし、そうした仮想化技術の“常識”を打ち破るのが、ミッドレンジおよびハイエンドの Integrity サーバーに備わる
仮想化技術「Virtual Partitions（vPars）」だ。vPars では CPU やメモリ、I/O リソースは各仮想パーティションに排他的に割
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り当てられる。そのため、vPars の各仮想パーティション（vPar）上で動く OS は自分に割り当てられたハードウェアリソース
を独占して使うことができ、物理サーバーとほぼ同等のパフォーマンスを発揮できる。本稿では、日本ヒューレット・パッカード
による実地検証を通じて、vPars＋Oracle のポテンシャルを明らかにする。

vPars＋Oracle の検証結果
今回の検証では、以下の構成のハードウェア環境が用意された。

図 4：検証に使用したハードウェア環境

●検証サーバー


Integrity サーバー rx8640（2 セル）
•

1 セルあたり 8Core

•

1 セルあたり 16GB

●ストレージ


StorageWorks EVA4400

●ソフトウェア


HP-UX 11.31 (0809) VSE-OE



vPars A.05.01



Oracle Database 11g R1 Enterprise Edition または Oracle Database 10g R2 Enterprise Edition

この検証環境として用意された Integrity サーバーrx8640 には、セルボード（マザーボード）が 2 枚装着されており、それぞれ
に 8 コア（4 プロセッサー）の CPU および 16GB のメモリが搭載されている。これらのサーバーリソースを vPars の 2 つの
vPar に配分し、それぞれの vPar で異なる Oracle インスタンスを稼働させる構成だ。

なお、Oracle インスタンス稼働中に CPU やメモリの構成変更を行う場合は、OiSC の KROWN 134239 や KROWN 133950
も参考にして頂きたい。
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バッチ処理時の CPU 移動
まずは、CPU 負荷の高いバッチ処理に対して、vPar 間で CPU 移動を実施した場合の効果を見てみよう。

図 5：バッチ処理時の CPU 移動

このグラフでは、水色が「CPU 移動なし」時の CPU 使用率、そして茶色が「CPU 移動あり」時の CPU 使用率をそれぞれ示す。
この両者を比較すると、CPU 移動「あり」の場合は「なし」の場合に比べて 1.8 倍以上の CPU リソースを投入することで、バ
ッチ処理が半分以下の時間で完了していることがわかる。よって、例えば「オンライン処理の負荷が低い夜間は、オンライン処理
用の vPar からバッチ処理用の vPar に CPU を移動して、バッチ処理時間を短縮する」といった運用が有効であることがわか
る。

オンライン処理時の CPU 移動
つづいては、CPU 負荷の高いオンライン処理の実行中、vPar に CPU を追加した場合の振る舞いを検証しよう。

図 6：オンライン処理時の CPU 追加
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このグラフでは、とくに緑色の TPS（トランザクション処理スループット）に注目してほしい。このように、CPU を追加した時
点からスムーズにスループットが上昇しており、サービスの中断などは発生していないことがわかる。また今回の検証では、
CPU の削除時にも上記グラフと同様に、サービスを中断せずにスムーズな移行が可能なことが確かめられた。よって、例えば
「オンライン処理が高負荷な状況では他の vPar から一時的に CPU を追加し、負荷が落ち着いてきたら CPU を削除する」といっ
た運用を、サービスを止めずに実施できる。

なお日本ヒューレット・パッカードでは、「vPar の最大 CPU 数は、Oracle インスタンス起動時に存在した CPU 数の 3 倍以下
に保つ」というプラクティスを推奨している。なぜなら、Oracle では起動時に存在する CPU 数を認識し、その数の 3 倍までは
最適化が可能な設計となっているからだ。このため、後から vPar にたくさんの CPU を追加しても、Oracle インスタンスの最適
化がなされない可能性がでてくるのである。

メモリ追加時の振る舞い
つづいて、高負荷なオンライン処理の実行中に、vPar にメモリを追加した場合の振る舞いを検証してみよう。なお、以下は
Oracle Database 11g を中心に説明しているが、Oracle Database 10g であれば MEMORY_TARGET を SGA_TARGET に、
MEMORY_MAX_TARGET を SGA_MAX_SIZE と置き換えることで、SGA に関して同様のことが実現可能である。

ここでは、2 つの手順を実施する。まずは vPar にメモリを動的に追加する。これにより HP-UX のカーネルは新しいメモリ ペー
ジを含むようデータ構造を更新するとともに、アプリケーションに対して利用可能になった新しいメモリの使用を許可する。つづ
いて、Oracle の初期化パラメーターMEMORY_TARGET を変更することにより、追加したメモリを Oracle が利用可能となる。

図 7：オンライン処理時のメモリ追加

この図では、メモリ追加時および MEMORY_TARGET の変更時に一瞬のサービス停止が発生するものの、その後はスムーズにサ
ービスを継続できていることが確認できる。

ちなみに、この例のように MEMORY_TARGET は Oracle インスタンスの稼働中に動的に変更可能だが、その最大値を設定する
初期化パラメーターMEMORY_MAX_TARGET は動的な変更ができない。よって、MEMORY_MAX_TARGET にはメモリ追加後
のサイズを考慮した値をあらかじめ設定しておくことが必要となる（ただし MEMORY_MAX_TARGET の大きさに比例してダン
プ領域やスワップ領域も大きくなることに留意する）。
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メモリ削除時の振る舞い
最後に、同じ状況下で今度はメモリを削除した場合の振る舞いを観察してみる。先ほどの逆で、まずは MEMORY_TARGET を少
ない値に変更して Oracle インスタンスが消費するメモリ領域をある程度解放させる。つづいて、vPar からメモリを削除すると
いう流れとなる（vPar からのメモリ削除は、フローティング メモリに対してのみ可能）。

図 8：オンライン処理時のメモリ削除

ここで示されるように、vPar からメモリを削除した時点で、サービスが 20 秒程度停止することがわかる（ただし、他の vPar 上
のサービスには影響しない）。この停止時間は、vPar からメモリを削除するために、HP-UX のカーネルが空にするメモリ ペー
ジを選択し、内容を他の空きページかディスクに移動させ、そのメモリ ページをデータ構造から削除するために発生する。よっ
て、vPar へのメモリ追加とは異なり、メモリ削除はサービスへの影響に注意しながら実施すべきことがわかる。また、メモリ削
除の前に MEMORY_TARGET の縮小を実施しておかないと、メモリ削除にはより長い時間がかかることになる。

以上、今回は Integrity サーバーのユニークな仮想化技術 vPars と Oracle データベースの組み合わせによる、サーバーリソース
動的配分の実地検証結果を紹介した。ここで見たとおり、vPars は物理サーバーと同じレベルの優れた I/O 性能を提供しなが
ら、サービスを止めずに動的に CPU やメモリを追加・削除できる柔軟性を備えていることがわかる。

また、vPars＋Oracle のもうひとつのメリットは、それが日本ヒューレット・パッカードによって徹底的に検証済みのミッショ
ンクリティカル環境向けソリューションである点だ。よって、「新規サーバーの導入コスト削減」、「TCO や消費電力の削
減」、「ビジネス変化に応じた柔軟な構成変更」といった仮想化技術のメリットを、基幹業務を支える Oracle データベースサー
バーにも安心して適用することができる。事実、vPars は国内の大手商社や大手流通業をはじめ、数多くのミッションクリティカ
ル環境に導入済みの、“枯れた”仮想化技術なのである。今回の検証結果をふまえて、vPars＋Oracle の可能性を新しいシステム提
案に生かしてみてはいかがだろうか。

Oracle 製品のライセンス変更で、Integrity サーバーはさらに割安に
2009 年 6 月 9 日より、日本オラクル社において Oracle 製品の CPU ライセンスポリシーが変更され、一部ベンダーの RISC ベ
ース UNIX サーバー向けライセンス料金は大幅値上げとなりました。一方、同じコア数あたりのライセンスで比較すると、
Integrity サーバー向けのライセンス料金はおよそ 1/2 となり、圧倒的なコストパフォーマンスを提供しています。
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逆引き UNIX メンテナンス・ガイド - システム管理編
2009 年 11 月

テクニカルライター 米田 聡

日常の管理をしていく際、「あれ？ここはどうすればいいんだろう？」と首をひねることは、ないでしょうか？
インターネットで検索したり、マニュアルを調べたりと、ふと思い出せずに時間を消費してしまうこともあるでしょう。また、
Solaris など他の UNIX から HP-UX に移行する際、いろいろとまどうことも多いかと思います。以前使っていた OS との、ほん
の少しの違いをわかってさえいれば避けられるものだったりします。
そこで本稿では、逆引き形式で日々のメンテナンスのためのヒントを列挙していくことにしたいと思います。参考 URL がある項
目については併記してますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。

パーティションや論理ボリュームの管理
LVM で使用するためのディスク初期化をしたい
論理ボリュームの作成・変更をしたい
ミラー論理ボリュームのバックアップをしたい
ルートボリュームグループのスキャンをしたい
ストレージのパーティション情報を表示させたい
ファイルを高速にバックアップしたい
パーティションの作成・変更をしたい

ユーザー管理
ssh の利用をユーザー単位で許可／不許可にしたい
ディスクの使用量が多いユーザーを調べたい
パスワードの最小文字数を増やしたい

パーティションや論理ボリュームの管理
LVM で使用するためのディスク初期化をしたい
LVM を利用するためには、pvcreate コマンドで LVM として物理ボリュームを作成（初期化）しておく必要がある。

# pvcreate /dev/rdsk/c0t0d0
Physical volume "/dev/rdsk/c0t0d0" has been successfully created.

デバイスパスは raw デバイスを指定する点に注意が必要である。物理ボリュームの状態は pvdisplay コマンドで表示できる。

# pvdisplay -l /dev/dsk/c0t0d0
/dev/dsk/c0t0d0:LVM_Disk=yes

また、物理ボリュームを管理する以下のコマンドがあるのでマニュアルも参考にしてほしい。
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物理ボリュームの管理コマンド

物理ボリュームを作成

pvcreate

物理ボリュームの状態を表示

pvdisplay

物理ボリュームの状態を変更

pvchange

物理ボリューム間のデータ移動

pvmove

物理ボリュームの削除

pvremove

論理ボリュームの作成・変更をしたい
論理ボリュームを作成するには、まず物理ボリュームをボリュームグループに追加する必要がある。ボリュームグループは次のよ
うに作成する。

# mkdir /dev/vg01 ←ボリュームグループ vg01 用のディレクトリを作成
# mknod /dev/vg01/group c 64 0x010000 ←ボリュームグループのデバイスノードを作成

mknod コマンドで作成するデバイスノードのメジャー番号には 64 を指定、マイナー番号は任意のユニークな値を指定すればよ
い。作成したボリュームグループに、先に初期化しておいた物理ボリュームを追加する。

# vgcreate /dev/vg01 /dev/dsk/c0t0d0
Volume group "/dev/vg01" has been successfully created.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf

これで/dev/vg01 に物理ボリュームが追加された。あとは、このボリュームグループに論理ボリュームを作成すればよい。

# lvcreate /dev/vg01
Logical volume "/dev/vg01/lvol1" has been successfully created with
character device "/dev/vg01/rlvol1".
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf

/dev/vg01/lvol1 が作成される。lvdisplay で、作成したボリュームの情報を確認することができる。

# lvdisplay /dev/vg01/lvol1
--- Logical volumes --LV Name

/dev/vg01/lvol1

VG Name

/dev/vg01

LV Permission

read/write

LV Status

available/syncd

Mirror copies

0
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Consistency Recovery

MWC

Schedule

parallel

LV Size (Mbytes)

0

Current LE

0

Allocated PE

0

Stripes

0

Stripe Size (Kbytes)

0

Bad block

on

Allocation

strict

IO Timeout (Seconds)

default

その他、論理ボリュームの変更やボリュームサイズの拡大を行うコマンドには以下のようなものがある。それぞれマニュアルを参
照してほしい。

論理ボリュームの管理コマンド

論理ボリュームの作成

lvcreate

論理ボリュームの情報表示

lvdisplay

ボリュームグループから論理ボリュームを削除

lvremove

論理ボリュームのサイズを拡大

lvextend

論理ボリュームのサイズを縮小する

lvreduce

ミラー論理ボリュームのバックアップをしたい
ミラー化されている論理ボリュームは、2 つの論理ボリュームに分割して片側をオンラインにしたままバックアップできる。ま
ず、次のようにして論理ボリュームを分割する。

# lvsplit /dev/vg01/lvol1
Logical volume "/dev/vg01/lvol1b" has been successfully created with
character device "/dev/vg01/rlvol1b".
Logical volume "/dev/vg01/lvol1" has been successfully split.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf

/dev/vg01/lvol1b という分割された論理ボリュームが作成されるので、これを適当なディレクトリにマウントする。

# mkdir /backup_dir
# mount /dev/vg01/lvol1b /backup_dir
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/backup_dir を適当なユーティリティを用いてバックアップすればよい。バックアップが完了したら、アンマウントを実行しボ
リュームを元に戻す。

# umount /backup_dir
# lvmarge /dev/vg01/lvol1b /dev/vg01/lvol1
Logical volume "/dev/vg01/lvol1b" has been successfully merged
with logical volume "/dev/vg01/lvol1".
Logical volume "/dev/vg01/lvol1b" has been successfully removed.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf

ルートボリュームグループのスキャンをしたい
ボリュームグループは vgscan コマンドを用いてスキャンできる。vgscan はスキャンした結果を/dev/lvmtab に反映させる。

# vgscan -a
Physical Volume "/dev/dsk/c1t1d0" is not part of a Volume Group
Physical Volume "/dev/dsk/c1t2d0" is not part of a Volume Group

-a オプションを付けて実行すると、vgscan はマルチパス物理ボリュームのすべてのパスを走査する。

ボリュームグループの管理コマンド

ボリュームグループのスキャン

vgscan

ボリュームグループの情報表示

vgdisplay

ボリュームグループの拡張

vgextend

ボリュームグループからの削除

vgreduce

トピックス：新しいディスクへのボリュームグループの移行
2009 年 9 月のアップデート(HP-UX 11i v3 update 5)より、ボリュームグループ内のデータを古いディスクセットから新しい
ディスクセットへ移行させるための、新しい vgmove コマンドが提供されています。このコマンドを用いると、オンラインでボ
リュームグループの移行ができ、VG dsf は変更されません。

ストレージのパーティション情報を表示させたい
パーティションは idisk コマンドを用いて作成、管理を行うことが出来る。プライマリ EFI パーティションは次のように表示す
る。

# idisk -p /dev/rdsk/c0t0d0
idisk version: 1.44
EFI Primary Header:
Signature

= EFI PART
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Revision

= 0x10000

HeaderSize

= 0x5c

HeaderCRC32

= 0x3ef7d08

MyLbaLo

= 0x1

MyLbaHi

= 0x0

AlternateLbaLo

= 0x3ffffff

AlternateLbaHi

= 0x0

FirstUsableLbaLo

= 0x40

FirstUsableLbaHi

= 0x0

LastUsableLbaLo

= 0x3ffffbf

LastUsableLbaHi

= 0x0

Disk GUID

= fb10070e-7b1a-11de-8000-d6217b60e588

PartitionEntryLbaLo

= 0x2

PartitionEntryLbaHi

= 0x0

NumberOfPartitionEntries
SizeOfPartitionEntry

= 0xc
= 0x80

PartitionEntryArrayCRC32 = 0x148ad21b
Primary Partition Table (in 512 byte blocks):
Partition 1 (EFI):
Partition Type GUID

= c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b

Unique Partition GUID

= fb100c72-7b1a-11de-8000-d6217b60e588

Starting Lba Lo

= 0x40

Starting Lba Hi

= 0x0

Ending Lba Lo

= 0xf9fff

Ending Lba Hi

= 0x0

Partition 2 (HP-UX):
Partition Type GUID

= 75894c1e-3aeb-11d3-b7c1-7b03a0000000

Unique Partition GUID

= fb100d1c-7b1a-11de-8000-d6217b60e588

Starting Lba Lo

= 0xfa000

Starting Lba Hi

= 0x0

Ending Lba Lo

= 0x3f377ff

Ending Lba Hi

= 0x0

Partition 3 (HPSP):
Partition Type GUID

= e2a1e728-32e3-11d6-a682-7b03a0000000

Unique Partition GUID

= fb100d3a-7b1a-11de-8000-d6217b60e588

Starting Lba Lo

= 0x3f37800

Starting Lba Hi

= 0x0

Ending Lba Lo

= 0x3fff7ff

Ending Lba Hi

= 0x0

ファイルを高速にバックアップしたい
HP-UX は fbackup、frecover という独自のバックアップコマンドを備えている。このバックアップツールは手軽に使えるうえ
高速なので、ぜひ利用したい。バックアップは次のように行う。
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# fbackup -f /dev/rtm/0m -e /home

この例ではテープバックアップ装置/dev/rtm/0m に/home 以下をバックアップしている。リカバリは次のようにすればよい。

# frecover -r -f /dev/rtm/0m

これで/home 以下がリストアされる。

パーティションの作成・変更をしたい
ディスクパーティションは idisk コマンドを用いて作成ができる。パーティションを作成するには、パーティション記述ファイル
というパーティション情報を記したファイルを作成しておかなければならない。以下に例を示す。

2

←(1)

EFI 100MB
HPUX 100%

←(2)
←(3)

(1)は作成するパーティションの数だ。(2)は最初のパーティションの指定で、EFI パーティションとして 100MB を確保してい
る。(3)は 2 番目のパーティションの指定で、例のように 100%を指定すると残りのすべての容量が HP-UX に割り当てられる。
以上のようなファイルを part.dat というファイルとして保存し、idisk コマンドを次のように実行する。

# idisk -w -p -f part.dat /dev/rdisk/c0t0d0

パーティションの削除は-R オプションを用いればよい。

# idisk -R /dev/rdisk/c0t0d0

-R オプションを指定すると、ディスクのすべてのパーティションが削除され、またマスターブートレコードも削除されるので注
意してほしい。

パーティションの管理コマンド

パーティションの作成

idisk

ユーザー管理
ssh の利用をユーザー単位で許可／不許可にしたい
/opt/ssh/etc/sshd_config に AllowUsers ディレクティブを付け加えるのが、もっとも安全だろう。ファイルの末尾に、次の
ようなエントリを追加する。

AllowUsers yourname anothername ...
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この例のように、AllowUsers ディレクティブに ssh でのログインを許可するユーザーをスペース区切りで列挙する。この変更
を加えて sshd を再起動すると、AllowUsers ディレクティブに記述されたユーザー以外の ssh を経由したログインは許可されな
くなる。
なお、DenyUsers ディレクティブを用いれば、AllowUsers とは逆に ssh を経由したログインを許可したくないユーザーを指定
することができる。

DenyUsers anothername...

DenyUsers を指定した場合、指定したユーザーのみが接続を拒否され、他のユーザーは接続が許可される点に注意してほしい。
接続禁止を優先するのであれば、AllowUsers を利用したほうがよいだろう。

ディスクの使用量が多いユーザーを調べたい
もっとも簡単なのは、du を用いて結果を値でソートする方法だ。

$ du -s /home/* | sort -nr
138593102

/home/boo

66746004

/home/foo

18154448

/home/woo

sort コマンドに数値かつ逆順（-nr）でソートするオプションを付けて du の結果を渡せば、もっともディスク使用量が大きいユ
ーザーから順に表示される。
なお、ユーザーのディスク使用量を制限したいときには quota を用いることもできる。詳しくはディスク割当てについてのマニ
ュアルを参照してほしい。

ディスク割当ての管理コマンド

ディスク割当ての表示

quota

ディスク割当ての操作

quotactl

ディスク割当ての編集

edquota

ディスク割当てのレポート表示

repquota

ディスク割当ての整合性検査

quotacheck

HFS ファイルシステム割当てのオン/オフ

quotaon

HFS ファイルシステム割当ての整合性検査

quotacheck_hfs

パスワードの最小文字数を増やしたい
パスワードの最小文字数は userdbset コマンドで変更できる。
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# userdbset -u username MIN_PASSWORD_LENGTH=8

この例では最小文字数を 8 文字に制限した。なお、パスワードの最大文字数はシステム設定に依存し、標準モードの場合 8 文
字、高信頼性モードの場合 80 文字に設定される。

逆引き UNIX メンテナンス・ガイド - システム対策編
2009 年 12 月

テクニカルライター 米田 聡

日常の管理をしていく際、「あれ？ここはどうすればいいんだろう？」と首をひねることは、ないでしょうか？
前回に引き続き、逆引き形式で日々のメンテナンスのためのヒントを列挙しました。今回のテーマは「システム対策」です。シス
テムに何らかのトラブルがあったとき、誰しも早く解決したいと焦るものでしょう。Solaris など他の UNIX から HP-UX に移行
してきた場合など、以前使っていた OS と同じように対処しようとしてできず、とまどうこともあるかと思います。そんなときに
本稿を解決の一助としてください。

障害を検出する
ディスクの障害を早期に発見するには？
強制的にコアを吐かせてエラーの原因を調べたい
スワップが発生しているか調べたい
システムの負荷を調べたい
システムがクラッシュした原因を探るには？

トラブルを解決する
ミラーディスクを復旧させるには？
壊れた論理ボリュームを復旧させるには？
ファイルシステムがマウントできない
NFS で正常にリモートディスクがマウントできない
スタートアップスクリプトに問題があるときの対処方法
ゾンビプロセスが大量に発生するときの対処方法
ディスクのデフラグを行いたい
デバイスファイルを消してしまったときの対処方法

障害を検出する
ディスクの障害を早期に発見するには？
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一口にディスクの障害といっても、論理的に壊れる場合からハードウェア的な故障まで幅広い。ハードウェアの不調に起因する論
理構造の破壊という複合的なケースもあるなど複雑だ。

ハードウェアのエラーであれば、ioscan コマンドで検出できるケースも少なくない。

# ioscan -fknC disk

論理ボリュームの情報をチェックする lvdisplay でも、ディスクに異常が生じていれば手がかりが得られるだろう。

# lvdisplay -v vol_name

これらのコマンドを定期的に実行するスクリプトを作成して走らせておけば、ディスクに関連する障害を早めに検知できるはず
だ。
さらに詳細にチェックを行いたい場合には、WEB ベースのシステム管理ツール群である System Management Homepage
（SMH）に含まれる System Falut Management（SFM）がある。SFM は、サーバーの状態を監視やハードウェア情報を取得
など行える WBEM ベースの障害管理ツールで、プロセッサーやメモリ、シャーシ（ファン・電源・温度・電圧など）、そしてフ
ァームウェアといったハードウェア・コンポーネントから情報を収集できる。

また、現状のハードウェアの診断を行いたい場合には、オフライン・ツールとして ODE（Offline Diagnostic
Environment）、オンライン・ツールとしては、STM（Support Tool Manager）があり、ハードウェアの診断からファーム
ウェアのアップデートまで行える。

強制的にコアを吐かせてエラーの原因を調べたい
動作に問題が生じているプロセスを調べるためにコアを吐かせたいということがある。HP-UX も他の UNIX 系 OS と同様、プロ
セスに特定のシグナルを送ることでプロセスを停止させると同時にコアダンプを出力させることが可能だ。

$ kill -SIGABRT pid

pid の部分に停止させたいプロセス ID を指定しよう。プロセスが停止し、その時点でのコアイメージがダンプされる。

スワップが発生しているか調べたい
スワップの情報は swapinfo コマンドを使って得ることができる。

$ swapinfo -d
Kb
Kb
Kb
TYPE
AVAIL
USED
FREE
dev
8388608 2766816 5621792

PCT
USED
33%

Kb
START RESERVE
0
-

PRI
1

NAME
/dev/vg00/lvol2

スワップが発生しているのなら、USED の欄に値が表示されるはずだ。スワップの発生頻度などを知りたいのであれば、cron な
どを使って swapinfo を定期的に実行させてログを取っておくのがもっとも簡単な手段になるだろう。
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スワップ関連のコマンド

システムのスワップ領域の情報を表示

swapinfo

システムのスワップ領域の管理および構成

swapctl

バイトのスワップ

swab

スワップを有効にする

swapon

システムの負荷を調べたい
UNIX 系 OS では一般的な sar を用いて調べるのがもっとも簡単だろう。

$ sar 1 5
HP-UX hpvm612 B.11.31 U ia64
12/07/09
13:11:33
%usr
%sys
%wio
%idle
13:11:34
5
42
44
10
13:11:35
8
48
31
13
13:11:36
3
12
85
0
13:11:37
0
1
34
65
13:11:38
0
4
0
96
Average

3

21

39

37

sar コマンドを用いてシステム負荷を過去にさかのぼって調べることもできるので、どういう状況で負荷が生じているか知りたい
場合には、このコマンドが役に立つはずだ。
なお、他の UNIX 系 OS では sar でメモリ関連の情報を取ることができる場合があるが、HP-UX ではメモリ関連の情報は
vmstat という別のコマンドを使って取得する。

$ vmstat
$
procs
memory
r
b
w
avm
free
2
1
0 58922 41424

re
0

at
0

page
pi po
10
0

fr
0

de
0

sr
in
13 427

faults
sy
cs
8517
201

cpu
us sy id
2 4 95

この例のように、vmstat は仮想メモリの統計情報を取ることができる。他の UNIX 系 OS から乗り換えたユーザーは、CPU 負
荷は sar を使いメモリは vmstat を使うというふうに覚えておいてほしい。
また、システム負荷を管理するツールに、HP-UX WorkLoad Manager(WLM)がある。データを収集する仕組みのデータコレク
ター(Data Collector)により、CPU 使用率などのシステム・イベントから Oracle データベース、WebLogic Server などの様々
なアプリケーションの情報を収集できる。

システム負荷関連のコマンド

CPU 統計情報を表示

sar

仮想メモリ統計情報を表示

vmstat
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システムがクラッシュした原因を探るには？
HP-UX はシステムがクラッシュすると、クラッシュダンプデバイスに設定されているデバイスにクラッシュダンプを作成する。
クラッシュの原因を究明するもっとも基本的な方法は、このクラッシュダンプを標準の adb などのデバッガを使って解析すると
いうものだ。

adb でクラッシュダンプを調べる

$ adb /var/adm/crash/crash.0
hostname : vh1
model

: ia64 hp server rx2660

mem size : 0
panic mesg : SafetyTimer expired, INIT, IIP:0xe000000001d71a30 IFA:0xe00000013440ca80
dumptime : 1260152671 Mon Dec 7 11:24:31 JST 2009
savetime : 1260152891 Mon Dec 7 11:28:11 JST 2009
release

: @(#) $Revision: vmunix:

modules
vhpt

B.11.31_LR FLAVOR=perf

: 24

: 0xe000000138840000

vhpt size : 8192
page size : 10000 (65536)
[hssn] [hpvmntdvr] [hvsd] [hpvmdvr] [rng] [gvid_info] [gvsd] [btlan] [procsm] [c8xx]
[cdfs] [igssn] [fcd] [td] [gelan] [iether]
[iexgbe] [igelan] [lvmp] [nadv] [ciss] [sasd] [mpt]
adb> $c
send_INIT_monarch + 0x70
Send_Monarch_TOC + 0x90
safety_time_check + 0x260
per_spu_hardclock + 0x100
clock_int + 0x3b0
external_interrupt + 0x4b0
bubbledown
0xe000000157939440
adb: error: No load module descriptor for IP '0xe000000157939440'.
adb>

その他に、Integrity サーバーが備えるファームウェア iLO のログがクラッシュの原因究明に役立つ場合もある。特に、ハードウ
ェアに問題が生じてクラッシュしているようなケースでは、iLO のログに何らかの原因が記録されている場合が多い。原因不明の
クラッシュに見舞われた場合には、iLO のログを参照してみるのもよいだろう。

iLO のログを表示

Enter menu item or [Ctrl-B] to Quit: q
MP MAIN MENU:
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CO: Console
VFP: Virtual Front Panel
CM: Command Menu
SMCLP: Server Management Command Line Protocol
CL: Console Log
SL: Show Event Logs
HE: Main Help Menu
X: Exit Connection
[vh1] MP> SL
Event Log Viewer Menu:
Log Name

Entries

% Full

Latest Timestamped Entry

--------------------------------------------------------------------------E - System Event

420

F - Forward Progress
B - Current Boot

60 %

4000
74

P - Previous Boot

07 Dec 2009 02:27:34

100 %
24 %

74

24 %

C - Clear All Logs
L - Live Events
Enter menu item or [Ctrl-B] to Quit: E
Log Name

Entries

% Full

Latest Timestamped Entry

--------------------------------------------------------------------------E - System Event

420

60 %

07 Dec 2009 02:27:34

Event Log Navigation Help:
+

View next block

(forward in time, e.g. from 3 to 4)

-

View previous block (backward in time, e.g. from 3 to 2)
Continue to the next or previous block

D

Dump the entire log

F

First entry

L

Last entry

J

Jump to entry number

H

View mode configuration - Hex

K

View mode configuration - Keyword

T

View mode configuration - Text

A

Alert Level Filter options

U

Alert Level Unfiltered

?

Display this Help menu

Q

Quit and return to the Event Log Viewer Menu

Ctrl-B Exit command, and return to the MP Main Menu
MP:SL (+,-,,D, F, L, J, H, K, T, A, U, ? for Help, Q or Ctrl-B to Quit) >L
# Location|Alert| Encoded Field

| Data Field

| Keyword / Timestamp

------------------------------------------------------------------------------419 HPUX 0 2 0x54801C2F00E02680 0000000000001001 HP-UX_BOOT_COMPLETE
07 Dec 2009 02:27:34
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418 SFW 0 2 0x40801CBB00E02660 0000000000000000 BOOT_SWITCH_INSECURE_MODE
07 Dec 2009 02:26:10
417 SFW 0 2 0x5480006300E02640 0000000000000000 BOOT_START
07 Dec 2009 02:25:53
416 SFW

2 0xC14B1C67B1022630 FFFF000A001D0300 CPU_START_BOOT
07 Dec 2009 02:25:53

415 BMC

2 0x204B1C67AD022620 FFFF027000120300 SOFT_RESET
07 Dec 2009 02:25:49

414 HPUX 0 *7 0xF4801C3100E02600 000000000019100C HP-UX_OS_CRITICAL_SHUTDOWN
07 Dec 2009 02:24:32
413 SFW 0 *7 0xF480007900E025E0 0000000000000000 INIT_INITIATED
07 Dec 2009 02:24:31
412 SFW

*7 0xC14B1C675F0225D0 003FA36F00130300 INIT_INTERRUPT_INITIATED
07 Dec 2009 02:24:31

411 HPUX 0 2 0x54801C2F00E025B0 0000000000001001 HP-UX_BOOT_COMPLETE
07 Dec 2009 02:15:28
MP:SL (+,-,,D, F, L, J, H, K, T, A, U, ? for Help, Q or Ctrl-B to Quit) >

ログの表示コマンド

ファームウェアや OS が出力するエラーやステータスのイベントの表示

evweb

ファームウェアが生成するログ情報を EFI シェルから表示

errdump

トラブルを解決する
ミラーディスクを復旧させるには？
ミラーされているボリュームから障害が起きたハードディスクを切り離し、ディスクを交換した後、ミラーを再構成するという手
順になる。壊れたディスクは/dev/disk/disk14 と仮定して話を進めていく。

まず、pvchange コマンドを使って/dev/disk/disk14 をボリュームから切り離す。

# pvchange -a N /dev/disk/disk14
Warning: Detaching a physical volume reduces the availability of data
within the logical volumes residing on that disk.
Prior to detaching a physical volume or the last available path to it,
verify that there are alternate copies of the data
available on other disks in the volume group.
If necessary, use pvchange(1M) to reverse this operation.
Physical volume "/dev/disk/disk14" has been successfully changed
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ホットスワップが可能なディスクであれば、切り離した時点で交換が可能だ。新しいディスクに交換しよう。交換後、scsimgr
を使って LUN WWID の切り替えを行う。

$ scsimgr replace_wwid -D /dev/rdisk/disk14
scsimgr:WARNING:
Performing replace_wwid on the resource may have some impact on system operation.
Do you really want to replace? (y/[n])? y
scsimgr: Successfully validated binding of LUN paths with new LUN.

scsimgr コマンドを実行すると、ioscan コマンドで新しいディスクが確認できる。

# ioscan -m lun
Class I Lun H/W Path

Driver S/W State H/W Type Health Description

========================================================================
disk 14 64000/0xfa00/0x0 esdisk NO_HW
/dev/disk/disk14

DEVICE offline HP MSA Vol

/dev/rdisk/disk14

...
disk 28 64000/0xfa00/0x1c esdisk CLAIMED DEVICE online HP MSA Vol
0/1/1/1.0x3.0x0
/dev/disk/disk28

/dev/rdisk/disk28

上のように新しいディスク/dev/disk/disk28 が取り外した/dev/disk/disk14 の lunpath に割り当てられている。
/dev/disk/disk28 を旧ディスクの LUN インスタンスに割り当てよう。

# io_redirect_dsf -d /dev/disk/disk14 -n /dev/disk/disk28

これで新しいディスクが/dev/disk/disk14 に割り当てられた。ディスクに LVM の情報を書き戻す。

# vgcfgrestore -n /dev/vg01 /dev/rdisk/disk14
Volume Group configuration has been restored to /dev/rdisk/disk14

あとは、ボリュームに/dev/disk/disk4 を接続するだけだ。

# pvchange -a y /dev/disk/disk14
Physical volume "/dev/disk/disk14" has been successfully changed.

以上のような手順でミラー化されたボリュームの復旧が完了する。

壊れた論理ボリュームを復旧させるには？
ディスクの故障などから普及させるためには、利用しているボリュームグループの情報がバックアップされている必要がある。ボ
リュームグループの構成情報を保存するには vgcfgbackup コマンドを使う。

# vgcfgbackup /dev/vg00
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このようにして保存されている構成情報があるなら、論理ボリュームを普及させるのは難しくない。当然ながら、以降の作業を行
う前に壊れてしまった論理ボリュームをアンマウントしておいてほしい。
まず、vgchange コマンドを使ってボリュームグループをインアクティブにする。

# vgchange -a n /dev/vg00

その上で壊れてしまったディスクを交換する。仮に/dev/disk/disk5 としよう。このディスクに構成情報をリストアする。

# vgcfgrestore -n /dev/vg00 /dev/rdisk/disk5

あとはボリュームグループをアクティブに戻せばよい。

# vgchange -a y /dev/vg00

その後、再マウントを行いデータのリストア等を行えばよいわけだ。

ファイルシステムがマウントできない
物理メディアやボリュームがマウントできないとき、もっとも良くある原因はそのファイルシステムをサポートしていないという
ものだ。

たとえば FAT や NTFS のディスクにアクセスするのであれば、Windows 機を別途用意して HP-UX に CIFS をインストールし、
ネットワークファイルシステムとして FAT や NTFS にアクセスするという方法が考えられる。
その他の HP-UX がサポートしないファイルシステムについても、たとえば Linux 機を別途用意して NTFS を経由して Linux 機
上にマウントしたファイルシステムにアクセスするといった方法で対処するとよいだろう。

NFS で正常にリモートディスクがマウントできない
NFS サーバーのリモートディスクがマウントできない原因は、ネットワーク系のトラブルがもっとも多い。特にチェックする必
要があるのは、/etc/resolv.conf、/etc/hosts の 2 つのファイルだ。
/etc/resolv.conf には DNS の情報を記しておく。DNS が正しく引けなければ NFS サーバーの名前を引くことができずマウント
に失敗するわけだ。

/etc/resolv.conf の例
domain ux.support.net
nameserver 172.16.5.2

一方、DNS で引けないサーバーは/etc/hosts に IP アドレスとホスト名の対応を記しておく必要がある。

/etc/hosts の例
127.0.0.1

172.16.0.61

localhost

vh1-mp

loopback
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172.16.0.62

vh2-mp

これら 2 つのファイルに問題がない場合、NFS サーバー側でマウント可能な権限が与えられていない可能性が大きい。サーバー
側の管理者に問い合わせるか、サーバー側の設定を調べてみるとよいだろう。サーバー側の/etc/exports で NFS のマウントが許
可されているかどうかを調べる。また、NFS サーバー側ではポートマッパー（rpc.portmap）が動作していなければならない点
にも注意してほしい。

スタートアップスクリプトに問題があるときの対処方法
HP-UX では/etc/rc.config.d/以下の設定ファイルにより、スタートアップスクリプト（/etc/rcN.d/以下）の実行が制御されて
いる。問題を起こしているスタートアップスクリプトに対応する/etc/rc.config.d/以下のファイルを参照してみるとよい。
/etc/rc.config.d/以下のファイルでは、一般にスタートアップスクリプトで参照する環境変数が設定されている。どのように設
定すればトラブルが解消できるかはケースバイケースで一概には言えないが、/etc/rc.config.d/以下のファイルを変更すること
で何らかの解決が得られるかもしれない。

ゾンビプロセスが大量に発生するときの対処方法
ps コマンドで<defunct>と表示されるプロセスがゾンビプロセスだ。ゾンビプロセスが発生する原因はいくつかあるが、通常は
そのプロセスが終了しており、親プロセスから破棄される通知を待っているという状況であると考えられる。
そのため、一時的に<defunct>と表示されるプロセスが増えるのは異常ではなく、時間経過ともに<defunct>なプロセスが減っ
ていくようであれば、親プロセスからの終了通知が行われている可能性が高いので、そう神経質になる必要はない。
いつまでたってもなプロセスがなくならず、数がどんどん増えていくというような場合、親プロセスに問題が生じているかもしれ
ない。そのプロセスの親を探し、終了させることで<defunct>なプロセスをなくすことができ、また発生を抑えられるはずだ。
その後、親プロセスに生じている原因を突き止めれば、ゾンビプロセスの大量発生を解決できるだろう。

ディスクのデフラグを行いたい
デフラグの必要性はファイルシステムによっても異なるが、vxfs であれば fsadm コマンドを使ってディレクトリエントリの再構
成やデータエクステントの再構成を行うことができる。

# fsadm -F vxfs -D -d directory

上記で directory に指定したディレクトリの断片化の情報が表示されると同時に、再構成が行われる。

# fsadm -F vxfs -E -e mount_point

上記で、データエクステントの断片化の情報が表示され、また再構成が実行できる。

デバイスファイルを消してしまったときの対処方法
mksf、insf コマンドを使って復活できる。たとえば、/dev/disk/以下を消してしまったのであれば、

# mksf -C disk
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というように、mksf に-C オプションでデバイスクラスとして disk を指定してやると、/dev/disk 以下のデバイスファイルが作
成される。
/dev/以下のファイルをすべて再構成するのであれば、insf コマンドを使おう。

# insf -e
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