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～ はじめに ～ 
 
 
 
本資料は、Symfoware Server（Native インターフェース）を利用する際に注意すべきポイン

トを、簡潔にまとめたものです。Symfoware Server の環境構築やデータベース作成よりも前

の段階で御一読いただくことをお奨めします。 
また、本資料では、記事にある機能の詳細については触れていませんので、必要に応じて、マ

ニュアルもご覧ください。 
 
なお、本資料は Symfoware Server Standard Edition 12.0.0  (Native インターフェース) 
(64bit) （Linux）を前提に書かれています。他プラットフォームや他バージョンでも基本的な

考え方は同じですが、マニュアルの参照個所は各製品のマニュアルに合わせて読み替えてくだ

さい。プラットフォーム固有の記事につきましては、タイトル、または、項目に付記してあり

ます。Open インターフェースについては、本書では対象外としています。 
 
本資料では、Oracle Solaris は Solaris と記載することがあります。 
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1. 見積りを怠るべからず 

Symfoware で使用する各種パラメタの設定値は、必ずその妥当性を評価し、無条件でデフォル

ト値のまま使用したり、適当に設定したりすることのないようにしてください。正しく見積り

を実施しないと、性能が出ない、データベースに接続できないなど、予期せぬトラブルを引き

起こす可能性があります。また、パラメタによっては、Symfoware や OS の再起動を必要とす

るものがあり、業務への影響が大きくなりますので十分に注意してください。 
デフォルト値は、Symfoware が正常に起動するか、アプリケーションからデータベースに接続

できるか、といった初期段階での動作確認に利用する値とお考えください。 
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1.1. バッファプール利用時の留意点 

 
1.1.1. 留意点 

Symfoware では、データベース管理者による共用バッファの作成が行われなくても、小規模

なデータベースが動作する程度の共用バッファが用意されています。これをデフォルトバッ

ファと呼びます。 
デフォルトバッファプールはバッファ枚数が少なく、危険率、安全率を変更することができ

ません。 
そのため、バッファ枚数を変更するしかチューニングの手段がなく、十分な性能が出ない可

能性が高くなります。 
特に問題がない限りは、アクセスする表やインデックス専用の共用バッファプールを作成・

利用することを推奨します。 
 

1.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
性能劣化 

(2) 現象/原因 
デフォルトバッファのみを用いた場合は、十分なバッファチューニングを行うことが

できないためです。 
 

1.1.3. 備考 

 Symfoware Server  RDB 運用ガイド  
 第 7 章 業務の運用 

7.3 DSI のメモリ常駐 
7.4 共用バッファプールの開設と登録 

 第 13 章 Symfoware/RDB のチューニング 
13.2.1 共用バッファのチューニング 

 
参考 ： Symfoware V9 シリーズ以降、WebAdmin を利用してセットアップを行う際、シス

テム規模を選択することで共用バッファサイズが従来と比較して拡張されています。

WebAdmin を利用しない場合には、デフォルトバッファプールの定義ファイルを直接編集し、

拡張することが可能です。 
マニュアル“Symfoware Server アップデート情報”の“パラメタの省略値”を参照してく

ださい。 
 
参考 ： 共用バッファプールを作成・利用するには以下のコマンドを利用してください。 

・ rdbcrbf コマンド(共用バッファプールの開設)  
・ rdbconbf コマンド(DSI と共用バッファプールの対応関係の登録) 
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1.2. RDB構成パラメタファイル設計時の留意点 

 
1.2.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware の動作環境を設定する各種パラメタ値のデフォルト値は、Symfoware が正常に

起動するか、アプリケーションからデータベースに接続できるか、といった初期段階での動

作確認に利用する値です。したがって、利用に際しては、実現する業務に則って正しく見積

もられた適正な値に設定し直す必要があります。 
 
【詳細】 

 RDBDBSNUM 
ローデバイスに作成するデータベーススペース用のリーダ/ライタ数を指定します。 
定義するデータベーススペース数＋１を指定します。（＋１は RDB ディクショナリの

データベーススペース） 
※Solaris の場合、RDBASYNCIO＝NO の場合のみ有効となります。 
 

 RDBWKSNUM 
ソート作業域、作業用テーブルのリーダ/ライタ数を指定します。 
システム用動作環境ファイルの”WORK_PATH”で指定したパス数を指定してくださ

い。 
 

 RDBREPORTSIZE （Linux、Solaris のみ） 
Symfoware のメッセージログファイルの大きさを指定します。メッセージログファイ

ルは２世代で循環使用するので、古いログはしばらくの間保持されることになります。 
しかし、メッセージログファイルのサイズが小さいと、ログの保持期間が短くなって

しまうので、何かトラブルが発生した時に、調査に必要なメッセージが失われている

可能性があります。RDBREPORTSIZE は、余裕を持って大きめに指定してください。 
例） RDBREPORTSIZE=1048576   ※１MB 
 

 RDBEXTMEM 
Symfoware が、プロセス外との情報交換のために使用する共用メモリの量を指定しま

す。 
システム内通信を利用するコネクション数を増やす場合は、使用する共用メモリの大

きさも変更する必要があるので、見積りと変更を忘れないようにしてください。 
例） 1024K + 200 * ( 4 + 7K ) + 10 * 11K = 3334 → 4096  

※条件：MAX_CONNECT_SYS=200、COMMUNICATION_BUFFER=4、 
同時に実行するRDB コマンド数=10 
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 RDBCNTNUM 
RDB デーモンの要求の最大多重度を指定します。 
システム内通信を利用するコネクション数や同時実行する RDB コマンド数を増やす

場合は、RDBEXTMEM パラメタと合わせて本パラメタも変更する必要があります。 
例） 200 * 2 + 10 * 2 = 420 → 512 

※条件：アプリケーションが同時に実行する CONNECT 数=200、 
同時に実行するRDB コマンド数=10 

 
※ V9 以降、WebAdmin によるセットアップを行う場合、システム規模(大・中・小)に合

わせたデフォルト値が設定されるようになりました。設定値については、マニュアル

(“Symfoware Server セットアップガイド”の“2.6 WebAdmin を用いた

Symfoware/RDB のセットアップ”)を参照してください。 
 
1.2.2. 未対処時の影響 

 RDBDBSNUM 
(1) 現象分類 

性能劣化 
(2) 現象/原因 

設定値が適正な値より小さく、処理量の増加により、リーダ/ライタデーモンの I/O ネ

ックが発生したためです。 
なお、設定値に適正な値より大きな値を設定しても、DB スペース数以上の I/O デー

モンが生成されたり、余分なメモリを消費したりといった問題は発生しません。 
 

 RDBWKSNUM 
(1) 現象分類 

性能劣化 
(2) 現象/原因 

設定値が適正な値より小さく、処理量の増加により、ソート作業域、作業用テーブル

のリーダ/ライタデーモンの I/O ネックが発生したためです。 
 

 RDBREPORTSIZE （Linux、Solaris のみ） 
(1) 現象分類 

帳票出力異常 
(2) 現象/原因 

設定値が適正な値より小さく、ログの保持期間が短くなってしまい、トラブル発生時

に、調査に必要なメッセージが失われたためです。 
なお、/var ディレクトリ配下は、OS が使用する領域です。万が一、領域が満杯状態

になってしまった場合、OS の動作が不安定になる可能性があるため、当ログの格納
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先に指定すべきではありません（RDBREPORT で指定すべきでない）。 
 

 RDBEXTMEM 
(1) 現象分類 

機能の異常/処理結果異常 
(2) 現象/原因 

設定値が適正な値より小さく、設定値を超えたときに共用メモリ不足となったためで

す。 
なお、設定値が適正な値より大きかった場合、資源を無駄に消費し、メモリの有効利

用ができなくなる可能性があるので注意が必要です。 
 

 RDBCNTNUM 
(1) 現象分類 

機能の異常/処理結果異常 
(2) 現象/原因 

設定値が適正な値より小さく、同時に実行できるアプリケーションや RDB コマンド

数が少なくなり、新たな起動ができなかったためです。 
なお、設定値が適正な値より大きかった場合、資源を無駄に消費し、Symfoware/RDB
で使用できるメモリの有効利用ができなくなる可能性があるので注意が必要です。 

 
1.2.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 4.1 RDB 構成パラメタファイルによる定義 
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1.3. システム用の動作環境ファイル設計時の留意点 

 
1.3.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware の動作環境を設定する各種パラメタのデフォルト値は、Symfoware が正常に起

動するか、アプリケーションからデータベースに接続できるか、といった初期段階での動作

確認に利用する値です。したがって、利用に際しては、実現する業務に則って正しく見積も

られた適正な値に設定し直す必要があります。 
 
【詳細】 

 MAX_CONNECT_SYS 
ローカル接続による最大同時接続数を指定します。 
本パラメタを変更した場合には、合わせて 以下のパラメタも設定し直す必要がありま

す。 
RDBCNTNUM ： RDB デーモンの要求の最大多重度を指定します。 
 

 MAX_CONNECT_TCP 
 リモート接続での最大同時接続数を指定します。 

 なお、32 ビット版の Symfoware を使用する場合は、ローカル接続およびリモート

接続を合わせた最大同時接続数を 150 程度にとどめてください。 
  Symfoware では最大同時接続数を制限していませんが、設定した最大同時接続数に

達する前に、OS の制限値のためにエラーとなる場合があります。なお、150 という

接続数は接続が保証された値ではなく、１つの目安です。 
 

 ARC_FULL 
アーカイブログが満杯になり、トランザクションの実行が不可能になったとき、トラ

ンザクションがエラー復帰するか否かを指定します。 
通常は”RETURN”を設定してください。 
 

 WORK_PATH 
SQL 文を実行するために使用するソート作業域、作業用テーブルの獲得先ディレク

トリを指定します。獲得先には十分な容量が確保されたディレクトリを指定してくだ

さい。 
なお、32 ビット版の Symfoware は、ソート作業域用ファイルに 2GB の制限がある

ため、以下の対処を行ってください。 
Solaris/Linux の場合： 
ソート作業域のディレクトリパスを複数個指定してください。 

Windows の場合： 
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複数指定ができないため、事前に DSI を分割してください。 
 

※ 作業域は大量データを扱う場合に使用されることが多く、デフォルト(/var/tmp 等)
では領域不足が発生してシステム動作が不安定になる場合があるため、注意が必

要です。 
※ V9 以降、WebAdmin によるセットアップを行う場合、システム規模(大・中・小)

に合わせたデフォルト値が設定されるようになりました。設定値については、マ

ニュアル(“Symfoware Server セットアップガイド”の“2.6 WebAdmin を用い

た Symfoware/RDB のセットアップ”)を参照してください。 
 
1.3.2. 未対処時の影響 

 MAX_CONNECT_SYS 
(1) 現象分類 

 アプリケーションの異常 
(2) 現象/原因 

 設定値が適正な値より小さく、ローカルで接続できるコネクション数が少なくなり、

新たなコネクションが接続できなかったためです。 
 なお、設定値が適正な値より大きかった場合、資源を無駄に消費し、Symfoware/RDB

で使用できるメモリの有効利用ができなくなる可能性があります。 
 

 MAX_CONNECT_TCP 
(1) 現象分類 

 アプリケーションの異常 
(2) 現象/原因 

 設定値が適正な値より小さく、リモートから接続できるコネクション数が少なくなり、

新たなコネクションが接続できなかったためです。 
 なお、ＡＰサーバのダウン等により大量のコネクションの回収が発生した場合、設定

値に余裕がないと、コネクションの回収が間に合わず、新規に接続するアプリケーシ

ョンにおいて、最大接続数を超えてエラーとなる場合があります。 
 なお、設定値が適正な値より大きかった場合、資源を無駄に消費し、Symfoware/RDB

で使用できるメモリの有効利用ができなくなる可能性があります。 
 

 ARC_FULL 
(1) 現象分類 

 オンライン異常 
(2) 現象/原因 

 省略または値に“WAIT”が設定されていたため、アーカイブログ満杯時、空きのア

ーカイブログファイルが作成されるまでシステム無応答状態となったためです。 
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 WORK_PATH 
(1) 現象分類 

 アプリケーションの異常 
(2) 現象/原因 

 指定したディレクトリに十分な空きがなく、アプリケーション実行時に容量不足が発

生したためです。 
 なお、ソート作業域、作業用テーブルの獲得先に共用ディスク(切替えディスク)を指

定することも可能ですが、ソート作業域、作業用テーブルは運用・待機ノード間で引

き継ぐ必要がないことと、切替え時間に影響を及ぼす可能性が高くなるので注意が必

要です。 
 (共用ディスク(切替えディスク)上のファイルシステム(作業ファイル)に対する fsck な

どがオーバヘッドとなるため。) 
 
1.3.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 4.2 システム用の動作環境ファイルによる定義 
 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  

 付録C.1 ソート作業域の見積り 
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1.4. DSO定義時の留意点(運用中の性能劣化、容量不足発生防止) 

 
1.4.1. 留意点 

【概要】 
表およびインデックスの DSO 定義において、データの削除が頻発した場合にデータの格納

効率が悪くならないように自動再配置を設定してください。 
 
【詳細】 

 表 DSO の場合 
 SEQUENTIAL 構造を利用する場合、格納オプションは”ORDER(1)”を指定してく

ださい。 
 本指定により、データの更新時に表の DSI 領域の自動再配置を行い、削除領域を再使

用します。 
 

 インデックス DSO の場合 
 格納オプション“DEGENERATE”または, “REALIGNMENT”を指定してくださ

い。 
 DEGENERATE を指定することで、行の削除によりインデックスのページ内に有効

なデータがなくなった場合に、そのページを未使用として管理し、行の追加時に新た

なページが必要になった時点で再使用を行います。 
 これにより、インデックスの領域利用効率が向上し、インデックスの再創成の契機を

減らすことが可能となります。 
 REALIGNMENT を指定することで、データの再配置を行いインデックスのアクセス

を常に最適な状態に保ち、インデックスの再編成を不要にします。 
 本機能は、24 時間連続運転などの業務を中断して、インデックスの再編成が実施でき

ない場合に指定してください。 
 
1.4.2. 未対処時の影響 

 表 DSO の場合：格納オプション”ORDER(1)” 
(1) 現象分類 

 性能劣化 
(2) 現象/原因 

 ORDER(1)を指定せず、データの削除が頻発した場合にデータ格納の効率が悪くなっ

たためです。 
 なお、サイズが大きいDSI（BLOB型を含む表等でサイズの目安：DSIサイズが100GB

を超える場合）で ORDER(1)を指定した場合、レコード更新時に、ページ検索コスト

が高くなり性能劣化となる可能性があるので、格納効率とのトレードオフを検討する

必要があります。 
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 インデックス DSO の場合：格納オプション“DEGENERATE”, “REALIGNMENT” 
(1) 現象分類 

 性能劣化 
(2) 現象/原因 

 “DEGENERATE”, “REALIGNMENT”を指定せず、データの追加、更新および

削除が頻発してデータ格納の効率が悪くなったためです。 

 
 なお、当オプションを指定した場合でも、再使用などが有効となる閾値に満たない少

量更新が頻発するケースなどでは、格納効率が悪化することがあるため、定期的な手

動による再配置(rdbgcdsi)の実施を推奨します。 
 
1.4.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド(データベース定義編)   
 2.7.1 表の DSO 定義 
 Symfoware Server SQL リファレンス  

 3.13 CRESTE DSO 文（インデックスの DSO 定義文） 
 3.14 CREATE DSO 文（表の DSO 定義文） 
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1.5. カーネルパラメタの設定に関する留意点（Linux/Solarisのみ） 

 
1.5.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware を動作させるには、Symfoware の動作環境の定義に応じたカーネル資源（OS
資源）を確保しておく必要があります。 
Symfoware を動作させるために設定が必要なカーネル資源には以下のものがあります。 
 共用メモリ資源 
 セマフォ資源 
 メッセージキュー資源 

カーネル資源は他製品でも同時に使用する可能性があるため、正しく使用量を見積もって他

製品と干渉なく動作できるようにしなければなりません。 
 
<Linux の場合> 
カーネル資源をチューニングするパラメタは、OS の“/etc/sysctl.conf”ファイルで設定し

ます。 
なお、カーネルパラメタを変更した際は、“sysctl -p /etc/sysctl.conf”を実行するか、シス

テムを再起動する必要があります。設定後、sysctl コマンドで設定値を確認してください。 
 

<Solaris の場合> 
カーネル資源をチューニングするパラメタは、OS の“/etc/system”ファイルで設定しま

す。 
なお、カーネルパラメタを変更した際はシステムの再起動が必要となる。再起動後、sysdef
コマンドで設定値を確認してください。 

 
【詳細】 

以下に Linux での設定方法について、共用メモリの獲得方式を一括獲得方式にする場合に

ついて示します。（※詳細はマニュアルを参照してください） 
Solaris の場合についてはマニュアルを参照してください。 
 共用メモリ資源 

 kernel.shmmax ： RDBEXTMEM の値*1024 の値と、現在設定されている値を比較

し、大きな方を設定します。(注 1) 
 kernel.shmall ： (RDBEXTMEM * 1024) /メモリのページ長の値を、現在設定され

ている値に加算します。(注 2) 
 kernel.shmmni ： (ファンクションルーチン多重度+10)*同時起動 RDB システム数 

の値を、現在設定されている値に加算します。(注 3) 
 注 1） RDBEXTMEM の値はRDB 構成パラメタファイルに指定する共用メモリの大

きさです。 
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 注 2) メモリのページ長は 4 キロバイトです。 
 注 3） ファンクションルーチン多重度は、ファンクションルーチンを同時に実行する

アプリケーションのコネクション数です。 
 

 セマフォ資源 
kernel.sem ： para1 para2 para3 para4 
para1、para2、para3、para4 は、それぞれ以下の値です。 

 para1 ： (RDBCNTNUM + 3) / 15 の値と、現在設定されている値を比較し、大きな

方を設定します。(注 1) 
  para2 ：同時起動 RDB システム数 * (400 + RDBCNTNUM)の値を、現在設定され

ている値に加算します。(注 2) 
  para3 ： すでに設定されている値を使用します。値が設定されていない場合は、OS

のデフォルト値を設定します。 
  para4 ： 同時起動 RDB システム数*300 の値を、現在設定されている値に加算しま

す。 
注1) 割り切れない場合は、小数点以下を切り上げて設定してください。ただし、

この値が 25 より小さい場合には、25 以上の値を設定してください。 
注2) RDBCNTNUM の値はRDB 構成パラメタファイルに指定する多重度です。 

   
 メッセージキュー資源 

 kernel.msgmax ： 128 と現在設定されている値を比較し、大きな方を設定します。 
 kernel.msgmnb ： 4096 と現在設定されている値を比較し、大きな方を設定します。 
 kernel.msgmni ： 2 * 同時起動 RDB システム数の値を、現在設定されている値に加

算します。 
 
1.5.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 オンライン異常 

(2) 現象/原因 
 カーネルパラメタ値に見積り値に満たない項目が存在し、カーネル資源の枯渇により

システムが不安定となる可能性があるためです。 
 
1.5.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 1.3.2 カーネル編集 
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1.6. メモリ見積りの誤りによるレスポンス低下やメモリ不足 

 
1.6.1. 留意点 

【概要】 
メモリ見積りを誤ると、レスポンスの低下や、メモリ不足による業務停止が発生するため、

正しく見積りする必要があります。 
 
【詳細】 

実装メモリ量以上のメモリを使用すると、swap 処理によるレスポンスの低下や、メモリ不

足が発生することがあります。 
最悪の場合、OS が不安定になり、システムが正常に動作しなくなることもあります。 
また、32 ビット版の Symfoware や 32 ビット OS の場合、１プロセスあたりの獲得できる

メモリ上限を超えるとメモリ不足が発生することがあります。 
（アプリケーション実行環境上で Symfoware が使用するメモリ量については、“アプリケ

ーション実行時のメモリ使用量の見積り”を参照してください） 
 
メモリ不足により出力されるメッセージの例： 

JYP5007E RDBII サーバ空間内のメモリ不足が発生しました 
qdg12171u ローカルメモリ不足が発生しました 
qdg12102u RDBII 空間内ローカルメモリ不足が発生しました 

 
【対処】 

Symfoware で使用するメモリ量の見積りを行い、OS 上で動作する Symfoware を含めたア

プリケーションなどの総メモリ使用量が実装メモリ量を超えないように設計を行う必要が

あります。 
 

 
 
注1) 32 ビット版の Symfoware の場合、獲得できるメモリの上限は 4 ギガバイトです

が、32 ビット OS の場合、１プロセスあたり実質獲得できるメモリの上限は 4 ギ

ガバイトより小さいです。 
過去事例から、獲得できるメモリの上限は以下のとおりです。メモリのフラグメ

ンテーションなどにより、さらに小さい場合があります。 
 Windows の 32 ビット OS の場合： 2 ギガバイト程度 
 Linux や Solaris の 32 ビット OS の場合： 3 ギガバイト程度 

 

Symfowareのメモリ使用量(注1)＋OS上で動作するSymfoware以外のメモリ使用量 ＜ 実装

メモリ量(注 2) 
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注2) OS で認識しているメモリ量になります。OS で認識する最大メモリ量は、各 OS
により異なるため、各 OS ベンダーのドキュメントを参照し確認してください。 

 
以下に、Symfoware で使用するメモリ使用量を示します。マルチ RDB システムで運用し

ている場合は、サーバ上で動作するRDB システムのメモリ使用量を合計してください。 
なお、計算式は、Symfoware の VL で異なるため、必ずマニュアル“セットアップガイド”

を参照して見積りしてください。 

 
 
【補足】 

 swap ファイルのサイズについて 
 Symfoware 以外の操作(大規模ファイルのコピーなど）でも、OS などにより大量のメ

モリ獲得が行われ、メモリの使用量が実装メモリを超える場合があります。この時、

swap ファイルに swap-out されるため、swap 域のサイズは実装メモリ以上を確保す

ることを推奨します。 
 

 作業用ソート領域の割当先について 
 /var/tmp は swap 域に作成されるため、作業用ソート領域の割当先として/var/tmp 以

外の領域に指定することを推奨します。 
 

1RDBシステムでのメモリ使用量 (例：V11.0.0の場合) 

= 初期量(RDBシステムのメモリ初期量） 

+ RDB構成パラメタファイルの指定で変動するメモリ量 

+ RDBシステムの構成で変動するメモリ量 

+ 共用メモリサイズ 

+ 共用バッファサイズ 

+ デフォルトバッファサイズ 

+ rdbresidentコマンドによる DSIのメモリ常駐サイズ 

+ アプリケーションの使用メモリ量 

+ データベースアクセスの使用メモリ量 

+ ファンクションルーチンのプロセスの使用メモリ量 

+ データベースの容量に比例するメモリ量 

+ パフォーマンスモニタの使用メモリ量 

+ 監査ログ運用の使用メモリ量 

+ XMLアダプタの使用メモリ量 

+ Textアダプタの使用メモリ量 

+ 暗号化機能の使用メモリ量 

+ ロードシェア運用の使用メモリ量 
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陥りやすい現象 (Windows での実例)  

コネクション数や共用バッファの割り付けサイズなど、メモリ見積りに不備があると、業務

が停止するため、注意してください。 
 
 
1.6.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 オンライン異常 

(2) 現象/原因 
 サーバの総メモリ使用量が実装メモリ量を超えると、swap 処理によりレスポンスが

低下し、その後、仮想メモリも不足するとメモリ不足が発生します。 
 出力例) 
 JYP5007E RDBII サーバ空間内のメモリ不足が発生しました 
 qdg12171u ローカルメモリ不足が発生しました 
 qdg12102u RDBII 空間内ローカルメモリ不足が発生しました 
 
1.6.3. 備考 

 Symfoware Server 解説書  
 2.4.3 メモリ構成 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 付録 D メモリの見積り式 
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1.7. データベーススペース設計時の留意点(容量不足発生防止) 

 
1.7.1. 留意点 

【概要】 
データベース容量は見積り式に従い少し余裕を持って見積ってください。 
データベーススペースおよび DSI の容量は、データのレコード長とレコード件数からおお

よその見積りは可能です。しかし、実際に格納されるレコードには Symfoware が管理する

ための制御コードが付加され、バウンダリ調整等の考慮があるため、実際に使用される容量

と異なる場合があります。 
また、余裕のない容量で見積りをしてデータベーススペースを作ってしまうと、データ量が

増大した時に自動容量拡張できないという問題も発生します。 
したがって、データベース容量は見積り式に従い少し余裕を持って見積もってください。 
なお、レコードロックを使用する場合、DELETE 文や UPDATE 文の実行で発生した空き

領域は同一トランザクション内では使用できないので、注意が必要です。 
 
【詳細】 

DSIに rdbalmdsiコマンドで自動容量拡張を設定している場合、以下の留意点があります。 
 拡張先データベーススペース 

 設定された拡張先が同一データベーススペースになっているか？ 異なる場合、IO 負

荷分散は考慮されているか？ 
 

 拡張頻度 
 自動容量拡張が頻繁に発生していないか？発生回数は妥当か？ （rdbprt で

"Allocation information"情報（"Status"="EXP"）により確認） 
 

 データベーススペース容量不足の配慮 
 自動容量拡張の発生により、データベーススペースの容量不足になる可能性がありま

す。別のデータベーススペースへの拡張が必要になった場合、I/O 負荷分散の設計が

崩れる可能性があるので注意が必要です。 
 

なお、以下の機能によっても容量拡張の設定を行うことができます。 
 RDB 構成パラメタファイルのRDBEXPDSI パラメタ 

DSI定義時にシステムがアラームポイントおよび容量拡張定義を設定するか否かを指

定します。 
省略した場合は、YES が指定されたとみなされます。 
これにより、rdbalmdsi で定義しなくても、デフォルトで自動容量拡張の設定がされ

ます。 
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 CREATE DSI 定義文のEXPAND 指定 
 DSI 定義を行う際、容量拡張の設定が可能です。 
 

 ALTER DSI 定義文の容量拡張指定 
 ALTER DSI 定義文で、静的な容量拡張の変更・設定が可能です。 
 
1.7.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 データ量が当初の見積りより多く、DSI の自動容量拡張が頻発し、データベーススペ

ースの容量不足となったためです。 
 
1.7.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド(データベース定義編)  
第 6 章 データベーススペースの所要量の見積り 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 4.1 RDB 構成パラメタファイルによる定義 

 Symfoware Server SQL リファレンス  
 3.1 ALTER DSI 文(DSI 変更文) 
 3.12 CREATE DSI 文(表の DSI 定義文) 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  
 1.1.9 行単位の排他を使用する場合の注意事項 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド  
 7.5 容量監視 
 7.9.2 データベースの容量拡張 
 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

23 

1.8. Symfowareシステムファイル見積り時の留意点(性能劣化防止) 

 
1.8.1. 留意点 

【概要】 
データ量に応じてデータベーススペースの容量を見積もるだけでなく、テンポラリログやア

ーカイブログといったSymfowareが使用するシステムファイルの見積りも必ず実施してく

ださい。システムファイルの見積りに誤りがあると、アプリケーションの実行がエラーにな

ったり、システムの動作が不安定になったりする可能性があります。 
 
【詳細】 

以下に Symfoware のシステムファイルの留意点を示します｡ 
 文字コード 

 Symfoware では文字コードは、データベース､Symfoware､アプリケーションのそれ

ぞれで扱う文字コードを指定できます。 
 文字コードの設定が適切でない場合､文字化け等が発生したり、無駄なコード変換など

を発生させたりする可能性があります｡ 
※ コード変換による性能コストを考慮し、できる限りコード変換の必要がないシス

テム設計が必要です。 
 

 RDB ディクショナリ 
 RDB ディクショナリの配置先ローデバイスのサイズは十分な余裕を持たせたサイズ

にしてください。 
 容量の拡張が必要となった場合に同じローデバイスに配置できず、ディスク配置を含

めた見直し（スライスの切り直し、システム再構築）が必要となる可能性があります。 
 また、割付け量は適切な容量で作成してください。空き容量不足となったときに RDB

ディクショナリの再作成(rdbcrdic コマンドの再実行)となり、データベースの再作成

（定義、初期化または創成）が必要になります。 
 逆に、割付け量を大きくすると、RDB ディクショナリのバックアップ時の退避時間が

長くなります。ただし、バックアップ先への書き込み量は実際の使用量になります。 
 

 テンポラリログファイル 
 テンポラリログファイルのログインデックス域、BI ログ域、AI ログ域を配置するロ

ーデバイスのサイズは十分な余裕を持たせたサイズにしてください。 
 容量の拡張が必要となった場合に同じローデバイスに配置できず、ディスク配置を含

めた見直し（スライスの切り直し、システム再構築）が必要となる可能性があります。 
 また、あまり小さい値のリカバリログ量を設定すると、データベース・バッファの書

き込み頻度が増えるため、定常性能に悪い影響を与える可能性があります。 
 逆に、リカバリログ量が大きすぎると、ダウンリカバリ時間が長くなります。 
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 ダウンリカバリ時間とは、データベース運用中にシステムダウンが発生したときに、

Symfoware の再起動の延長で行うデータベースの復旧処理の時間です。 
 (ホットスタンバイ運用では、クラスタサービスの切替えの延長で行うデータベースの

復旧処理の時間です。) 
 (リカバリログ量 10MB ごとに 5 秒から 15 秒程度のダウンリカバリ時間になります。) 
 テンポラリログファイルのトランザクションエントリ数は、システム用の動作環境フ

ァ イ ル で 指 定 す る コ ネ ク シ ョ ン の 最 大 数 (MAX_CONNECT_SYS と

MAX_CONNECT_TCP の合計値)を最大の多重度として見積もります（コミットトラ

ンザクションの割合：1、安全率：2)。 
 テンポラリログファイルのトランザクションエントリ数が少ない場合、トランザクシ

ョンエントリ不足になり、アプリケーション実行時にエラーとなる可能性があります。 
 必要以上の値を指定すると、更新トランザクションの COMMIT の延長で行われるロ

グインデックスのサーチコストが大きくなり、性能に悪影響を与えることがあります。 
 テンポラリログファイルの BI ログ域、AI ログ域のサイズは適切な値で作成してくだ

さい。 
 テンポラリログファイルのログインデックス域、BI ログ域、AI ログ域のサイズが小

さい場合、ログ不足となり、アプリケーション実行時にエラーとなる可能性がありま

す。 
 

 アーカイブログファイル 
 アーカイブファイルを配置するローデバイスのサイズは十分な余裕を持たせたサイズ

にしてください。 
 アーカイブログファイルの世代数(ファイル数)は最低でも３以上とすることを推奨し

ます。 
 また、アーカイブロフファイルのサイズが小さい場合、次回のバックアップまでにア

ーカイブログの全世代が一杯になる可能性があり、ログの記録不可によるアプリケー

ションエラーとなります。サイズが大きい場合、アーカイブログのバックアップを取

るときの退避時間が大きくなります。 
 
1.8.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 オンライン異常 

(2) 現象/原因 
 業務追加等により、新たなデータベース構成要素の定義追加を行い、当初の見積り量

を超えた構成要素を定義し、RDB ディクショナリの容量不足となったためです。 
 長トランザクションとなる業務によるテンポラリログファイル不足が発生すると、他

の業務（アプリケーション）も無応答となるなど、影響が拡大します。 
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1.8.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 付録C 資源の見積り式 
 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

26 

1.9. 利用者制御（USER_CONTROL）を使用する際の留意点 

 
1.9.1. 留意点 

【概要】 
利用者制御を使用する場合、利用者制御のチューニングパラメタの見積りを実施してくださ

い。 
利用者制御を使用する場合、利用者制御を使用しない場合と比較し、使用可能な資源（メモ

リ使用量など）が制限されます。 
これらのパラメタは利用者が資源を使い尽くさないように、資源へのアクセスをチューニン

グするセキュリティパラメタです。 
このため、特別な要件がない場合は、利用者制御を使用しない場合と同等の動作となるよう

チューニングパラメタには無制限となる値を設定することを推奨します。 
なお、利用者制御は、SET SYSTEM PARAMETER 文で USER_CONTROL=YES 指定時

に有効になります 
 
【詳細】 

特に注意が必要なチューニングパラメタを以下に示します。なお、これらのパラメタはいず

れも Symfoware Server Enterprise Extended Edition でのみ指定可能です。 
 MAX_CONNECTION   デフォルト値 1 

 1 人の利用者が Symfoware/RDB システムに対して、同時に接続可能なコネクション

数を指定します。指定できる範囲は、0～32767 です。 
 0 を指定すると無制限になります。 
 

 MAX_MEMORY_USE   デフォルト値 16 
 1つのコネクションで使用可能なメモリ量を指定します。指定できる範囲は、0～32767

です。単位はメガバイトです。 
 0 を指定すると無制限になります。 
 

 MAX_TRAN_MEM   デフォルト値 1024 
 1 つのトランザクションで使用可能なトランザクション用メモリ量を指定します。指

定できる範囲は、0～32767 です。単位はキロバイトです。 
 0 を指定すると無制限になります。 
 

 MAX_TRAN_TIME   デフォルト値 300 
 1つのトランザクションで使用可能な時間を指定します。指定できる範囲は、0～32767

です。単位は秒です。 
 0 を指定すると無制限になります。 
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 MAX_WORKFILE_NUM   デフォルト値 16 
 1 つのコネクションで使用可能な作業用ファイルの数を指定します。指定できる範囲

は、0～32767 および -1 です。 
 0 を指定すると無制限になります。-1 を指定すると作業用ファイルを作成することは

できません。 
 
1.9.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 アプリケーションの起動（CONNECT 文実行）時、または SQL 文実行時に以下のエ

ラーとなります。 
 <エラーメッセージ> 

 JYP2608E 利用者制御機能における実行資源の制限を超えました．code = “@1@” 
 または 
 JYP2616E 利用者制御機能における実行資源の制限を超えました．code = “@1@” 

  ※ @1@： 対象となるセキュリティパラメタ名 
  
 原因は利用者制御が有効になった状態で、使用可能な資源量の設定値が少ない、また

は、デフォルト値のままで制限値に達した場合など。 
 
1.9.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド   
 3.15.2 ユーザ属性の設定 

 Symfoware Server SQL リファレンス 
 3.3 ALTER USER 文(利用者変更文)  
 3.24 CREATE USER 文(利用者定義文)  
 3.61 SET SYSTEM PARAMETER 文 
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1.10. アプリケーション実行時のメモリ使用量の見積り 

 
1.10.1. 留意点 

【概要】 
業務システム運用前に、アプリケーションの処理内容、Symfoware の設定内容に合わせて、

アプリケーションの実行に必要なメモリを確保する必要があります。 
（データベースサーバ上で Symfoware が使用するメモリ量については、“メモリ見積りの

誤りによるレスポンス低下やメモリ不足”を参照してください） 
 
【詳細】 

アプリケーション実行環境で使用するメモリ量の見積り式は以下のとおり。 

 
※ CLI_BUFFER_SIZE、CLI_RESULT_BUFFER、CLI_MAX_SQL は、クライア

ント用動作環境ファイル、またはデータベース接続時のオプション（JDBC の

ctuneparam、ODBC データソース） で指定できます。なお、rdbps コマンドで、

実際にアプリケーションで使用したメモリ量を確認することができます。 
 
 
 

セション単位の使用メモリ量 ＝ 30KB 

                           ＋ 通信に利用するバッファサイズ 

                           ＋ 一括 FETCHを行う場合のバッファサイズ 

                           ＋ SQL文を実行する際の情報の保持域サイズ 

                           ＋ ΣSQL記述子域サイズ 

 

通信に利用するバッファサイズ 

 ＝CLI_BUFFER_SIZE(※) に指定したバッファサイズ 

  (参照する列の定義長が、CLI_BUFFER_SIZEの指定値を超える場合、列の定義長のサイズ

に自動拡張されます) 

  

一括 FETCHを行う場合のバッファサイズ 

 ＝CLI_RESULT_BUFFER(※) に指定したバッファサイズ × CLI_RESULT_BUFFER(※) に指

定したバッファの個数 

SQL文を実行する際の情報の保持域サイズ 

 ＝CLI_MAX_SQL(※) に指定した数 × 0.5K 

  ＋SQL文中に指定した"?"の数および SELECT文に指定した選択リストの数×0.1K 

SQL記述子域サイズ 

 ＝(10K ＋ ΣSQL文実行時に設定されたデータの合計サイズ)×4 
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[実行例] rdbps -s 

 
※ java アプリケーション実行時の注意事項 

java アプリケーションの場合、前述の見積り式で獲得されるメモリは、Java 言語

が使用するヒープ(java ヒープ)とC 言語部が使用するヒープ（C ヒープ）の 2 つに

分けて獲得されます。 
java アプリケーション実行時に java ヒープのサイズを指定できますが、上記見積

り式で得られた値に対して、指定した java ヒープのサイズが大きいと、相対的に C
ヒープで使用可能なサイズが小さくなり、C ヒープ部分でのメモリ不足の要因にな

ります。 
java アプリケーションを実行する場合は、メモリ見積りと合わせて、java ヒープ

の大きさについても考慮してください。 
java ヒープの大きさは、java のオプション -Xms で指定します。 

[指定例] 

 
 
1.10.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

アプリケーションがエラー復帰します。 
 

java -Xms30000000 Sample01 

RDBII rdbps DATE:2014/01/25 TIME:10/00/56 

 

Uid     Pid   Status  Elapse  Type    Name 

USER01  4484  INACT   0:27    TCP/IP  10.124.82.167/DEFAULT 

 

SQL-Information 

Time(Bind/Exec/Com)  AccTbl  Com(Req/Real)  Fet(Req/Real)  Opl(Cur/Max) 

0:00/ 0:00/ 0:00          1         16/ 16           2/ 2        1/ 256 

 

Exec(Ins/Upd/Del/Sel/Opn/Cal)  Bind(Ins/Upd/Del/Sel/Opn/Cal) 

1( 0/ 0/ 0/ 0/ 1/ 0)           1( 0/ 0/ 0/ 0/ 1/ 0) 

 

Sort(File/Total/Max)  Work(File/Total/Max)  Mem(k) 

0/ 0/ 0                            0/ 0/ 0    1558 
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[返却されるエラー] 
JYP1070E メモリ不足が発生しました． 
JYP1100U メモリが足りません． 
JYP2037E 動的 SQL の実行でメモリが不足しました． 
JYP5006E メモリプール不足が発生しました．メモリプール名=“@1@”． 
JYP5035E 共用メモリが不足しました． 
JYP5066U メモリマッピングファイルに対するシステムコールの発行でエラ

ーが発生しました．function =“@1@”errno =“@2@” 
JYP5067E 共用メモリの獲得に失敗しました．function =“@1@” errno =
“@2@” 
JYP5073E Connection Manager 空間内のメモリ不足が発生しました． 
JYP5080E 共用メモリが不足しました． 
JYP5106E メモリプール不足が発生しました．メモリプール名=“@1@” 
JYP5116E 共用メモリが不足しました． 

 【原因】 
アプリケーション実行環境で、メモリ不足が発生したためです。 

 
1.10.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（共通編） 
 C.2.1 アプリケーション実行時のメモリ見積り  

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（埋込み SQL 編） 
 H.2.1 アプリケーション実行時のメモリ見積り  

 Symfoware Server  RDB ユーザーズガイド 応用プログラム開発編 
 J.1 応用プログラム実行時のメモリ見積り 
 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

31 

1.11. 作業用テーブルおよび作業用ソート領域 

 
1.11.1. 留意点 

大量のレコードを操作する SQL 文を実行する場合、データ操作の中間結果を保存するための

作業用テーブルや、ソート処理のための作業域である作業用ソート領域を使用することがあ

ります。作業用テーブルや作業用ソート領域がメモリ上だけでは足りない場合、ファイルを

利用して処理を実行します。このファイルをソート作業域と呼びます。 
基本的に、ソート作業域は大量のデータを取り扱う場合に使用されるので、見積りをしっか

り実施して、領域不足が発生しないように注意してください。 
 

1.11.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 作業用テーブルや作業用ソート領域のメモリが不足すると、ソート作業域が作成され

ます。それによってディスク I/O が発生し、システムの性能を低下させる可能性があ

るためです。 
 

1.11.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（共通編） 
C.1 ソート作業域の見積り 
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1.12. ソート作業域についての留意点（見積り方法） 

 
1.12.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware/RDB でデータ操作を行う前に、ソート作業域の見積りを行ってください。 
アプリケーション実行時にソート作業域が不足した場合は、JYP5026Eのエラーが発生し、

アプリケーションがエラー復帰します。 
JYP5026E 作業用ディレクトリの容量が不足しました． 

 
【詳細】 

Symfoware/RDB は、データ操作中に中間結果の保存が必要になると、作業用テーブルにデ

ータを保存します。また、データのソート処理が必要な場合は、作業用ソート領域を使用し

ます。 
作業用テーブルや作業用ソート領域には、一定量までは仮想記憶を使用します。それを超え

ると、ハードディスク上の領域を使用します。この領域をソート作業域と呼びます。 
Symfoware/RDB のシステム構築をする際、アプリケーションの処理内容に合わせて、ソー

ト作業域の見積りを行う必要があります。 
なお、ソート作業域は、動作環境ファイルの WORK_PATH で指定された作業ディレクトリ

を使用します。 
 
 ソート作業域の見積り 

 ソート作業域の 2 つの作業域について見積りを行い、動作環境ファイルのパラメタ：

WORK_PATH を指定してください。 
 共用ソート作業域の見積り 

共用ソート作業域は、Symfoware/RDB 内のアプリケーションで共用するソート

作業域です。システム用の動作環境ファイルで指定します。 

 
 固有ソート作業域の見積り 

 固有ソート作業域は、特定のアプリケーションが使用するソート作業域です。ク

ライアント用の動作環境ファイルで指定します。 
 固有ソート作業域を指定しない場合は、共用ソート作業域が使用されます。 
 固有ソート作業域を指定した場合は、固有ソート作業域が使用され、共用ソート

作業域は使用されません。 

 

ファイル容量＝1 アプリケーション中の SQL 文で使用する検索結果データ量

の大きさの 2倍以上 

ΣPi Pi＝1アプリケーション中の SQL文で使用する検索結果データ量の大き

さの 2倍以上 
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[注意] 
検索結果データ量は、検索結果に含まれる列の定義長で見積りを行ってください。 
ただし、検索結果にBLOB 型列や可変長文字列が含まれる場合、以下の値で見積りを

行います。 
 32 キロバイト未満で定義されたBLOB 型列、および可変長文字列の場合：定義長 
 32 キロバイト以上のBLOB 型列かつ、32 ビット製品をご使用の場合：4 バイト 
 32 キロバイト以上のBLOB 型列かつ、64 ビット製品をご使用の場合：8 バイト 
 

 WORK_PATH の指定方法と Symfoware/RDB での使用方法 
 動作環境ファイルのパラメタ：WORK_PATH に、ソート作業域として使用する作業

ディレクトリのパス名を指定します。 

 
 Symfoware/RDB は、ここで指定した作業ディレクトリに、"SYMFORDBS"で始まる

名前で、ソート作業域用ファイルを作成します。 
 作業用ファイルはデータベースに接続後、最初のトランザクション開始時に作成され、

データベースとの通信が切断された契機で削除されます。 
 （WORK_ALLOC_SPACESIZE の保持指定を使用することで、削除契機を、通信切

断と SQL 文実行終了とで選択可能です。詳細はマニュアル“アプリケーション開発ガ

イド(共通編)”を参照してください。） 
 
1.12.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

ソート作業域が不足した場合は、WORK_PATH に指定したディスクの使用率が

100%になって、アプリケーションがエラー復帰します。 
[返却されるエラー] 

JYP5026E 作業用ディレクトリの容量が不足しました． 
 【原因】 

SQL 文の実行に必要な作業領域が不足したためです。 
 
1.12.3. 備考 

◆ソート作業域について 
 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)) 

 付録B 動作環境ファイルのパラメタ一覧 
 付録C.1 ソート作業域の見積り 

WORK_PATH ＝（パス名［，パス名］・・・） 
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◆WORK_ALLOC_SPACESIZE の保持指定について 
 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編) 

 2.1.3.2 使用する資源に関する実行パラメタ 
 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(JDBC ドライバ編) 

 5.2.3.4 ctuneparam オプションについて 
 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(ODBC ドライバ編) 

 4.5 アプリケーションのチューニング 
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1.13. テンポラリログファイルの領域不足を起こさせない設計ポイント 

 
1.13.1. 留意点 

【概要】 
アプリケーションやRDBコマンドにて、データの更新やデータベース資源の更新を行うと、

Symfoware はテンポラリログファイルにデータベースの更新履歴を収集します。 
テンポラリログファイルの領域不足による業務停止を招くことがないように、実現する業務

（同時に実行するトランザクション数や、トランザクションでの更新データ量など）に則り、

正しくテンポラリログファイルを見積もる必要があります。 
 
【詳細】 

テンポラリログファイルは、以下のとおり見積もってください。 
 最初に同時実行アプリケーション数や更新 BI ログ量などにあわせて以下の項目を見

積もります 
- トランザクションエントリ数 
- トランザクションの更新データ量と多重度 
- BI ログ域サイズ 

 
 次に、BI ログ域サイズやデータベースリカバリ処理時間（ダウンリカバリ時間）の目

標値にあわせて以下の項目を見積もります 
- ダウンリカバリ時間 
- AI ログ域サイズ 
- リカバリログ量 

 
上記の各項目の見積り方法は、マニュアル“セットアップガイド”の“テンポラリログファ

イルの見積り式” を参照してください。 
なお、テンポラリログファイル領域を不足させないための設計上のポイントは、以下のとお

りです。 
 アプリケーションで大量のデータを更新する場合は、頻繁に COMMIT 文を発行して

ください 
 

 バッチ処理を行う場合は、ログなし運用に切替えてから実行してください 
 ※ただし、以下の注意が必要です。 

- ログなし運用に切替え後は、媒体障害時に最新状態までリカバリができません。

ログなし運用への切替え前に rdbunl コマンドなどで、対象のデータをバックア

ップしておいてください。 
- 該当 DSI にアクセスするすべてが、ログなし運用になります。 
- アーカイブログ運用を行っている場合は、ログ情報が連続した情報でなくなるた
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め、処理終了後にバックアップデータを再取得してください。 
 

 大量のデータを更新する場合は、SQL 文で更新する方法ではなく、テンポラリログを

使用しない rdbunl コマンド/rdbsloader コマンドなどで代替してください。 
※ ただし、以下の注意が必要です。 

- アプリケーションと同時に実行することができない。 
- アーカイブログ運用を行っている場合は、ログ情報が連続した情報でなくな

るため、処理終了後にバックアップデータを再取得すること。 
 

 rdbddlex コマンドのファイル名指定で、大量(※)の CREATE DSI 文を指定したファ

イルを指定しないでください。 
※ 定義したテンポラリログ領域の大きさやデータベース資源の定義状態に依存する

ため明確な値の提示はできませんが、過去事例から、最大でも 50 個以内に収め

る必要があります。 
 
詳細は、マニュアル“トラブルシューティング集”の“アプリケーション実行時のエラーメ

ッセージ - JYP5004E テンポラリログ域の領域が不足しました”を参照してください。 
 
1.13.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

アプリケーションや RDB コマンドの実行が、テンポラリログファイルの領域不足 
でエラー復帰します。 
出力されるエラーメッセージ例） 

JYP5004E テンポラリログ域の領域が不足しました 
qdg03123u テンポラリログファイルの領域不足が発生しました 
qdg03131u テンポラリログファイルが満杯です 
qdg12826u テンポラリログファイルの領域が不足しました 
qdg12339u テンポラリログファイルの領域不足が発生したため 退避データ

の取得に失敗しました 
 【原因】 

アプリケーションや RDB コマンドにて、大量に、データやデータベース資源を更

新したためです。 
 
1.13.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
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 C.6 テンポラリログファイルの見積り式 
 Symfoware Server トラブルシューティング集 

 A.2.3 アプリケーション実行時のエラーメッセージ ■「JYP5004E テンポラリログ

域の領域が不足しました」 
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1.14. テンポラリログ不足事象の原因調査方法 

 
1.14.1. 留意点 

【概要】 
テンポラリログ不足が発生した場合、使用状況のレポート機能を使用することで、テンポラ

リログ不足の原因を調査することができます。 
テンポラリログ不足時は、本機能を使用し、原因を調査することを推奨します。 

 
【詳細】 

テンポラリログ不足によりアプリケーションが異常終了した場合は、テンポラリログの使用

状況のレポート機能(※1)を使用することでテンポラリログ不足の原因を調査することがで

きます。本機能は、以下の契機でテンポラリログの使用状況をレポートファイルに出力しま

す。本機能は Symfoware V10 以降で利用可能です。 
 テンポラリログの AI ログ、または、BI ログがしきい値を超えた場合 
 テンポラリログの AI ログ、または、BI ログが満杯になった場合 

現象発生時には、出力されたレポートファイルを参照し、原因となったトランザクションを

調査し対処します。 
 
なお、本機能の詳細は、マニュアル（“セットアップガイド”、“トラブルシューティング集”）

を参照してください。 
 
また、テンポラリログ不足の原因と判断したトランザクションを Symfoware/RDB が自動

的に回収する機能(※2）を併用することで、想定外のテンポラリログ不足による業務停止を

防ぐことが可能になります。 
 
※1) RDB 構成パラメタファイルに以下を指定することで、テンポラリログの使用情報のレ

ポート機能 を使用することができます。 
 

 [記述形式] 

 
 
しきい値 

テンポラリログファイルの使用済み領域の割合が何パーセントに達したときに、レポ

ートファイルと警告メッセージを出力するかを指定します。 
指定可能な範囲は 0～99。省略した場合は 85。0 を指定した場合はレポートファイ

ルや警告メッセージは出力されません。 
テンポラリログファイルの使用状況は、RDBCORE で指定したディレクトリに以下

RDBTEMPLOGTHRESHOLD = しきい値 
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のレポートファイル名で出力されます。 
Symfo_RDB システム名_[ロググループ名_]templogshort_ファイル通番.txt 

RDB システム名をつけない運用の場合、“RDB システム名”はRDBII となります。 
スケーラブルログ運用をしている場合には、“[ロググループ名_]”の部分にロググル

ープ名が付加されます。 
ファイルはロググループごとに最大 200 個まで作成されます。200 個まで作成する

と、次は最も古い通番 1 のファイルを上書きします。 
例） レポートファイルの出力例 

[Transactions] に出力された内容を、「終了し忘れたトランザクションがない

か」、「同時間帯に実行されるはずのないトランザクションが実行されているこ

とはないか」 どの観点で確認することで、テンポラリログ不足の原因となった

トランザクションを調査することができます。 
テンポラリログ不足の原因となったトランザクションの確認方法の代表例は、

以下のとおりです。詳細はマニュアル（“セットアップガイド”、“トラブルシュ

ーティング集”）を参照してください。 
 終了し忘れたトランザクションは、[Idle Time(sec)]（Symfoware サーバ

プロセスでのアプリケーションからの SQL 文実行の依頼待ち時間) が大

きい場合に可能性がある。 
 同時間帯に実行されるはずのないトランザクションは、 [Module 

Name](アプリケーションのモジュール名、コネクション名、IP アドレス

等)、[Client Info](Web サーバ情報(*))、 [Module Info](IJServer 名(*)) で
業務を特定し、同時間帯で実行すべき業務なのかシステムの運用を確認す

る。 
(*) Interstage Application Server と連携している場合に表示します。 

 テンポラリログの循環使用を止めているトランザクションは、[BI First 
LSN] (トランザクションが最初に出力した BI ログの通番)の値で確認す

る。 
この値を昇順で並び替えることで、更新処理を始めた順（BI ログ域を使

用し始めた順）にトランザクションの詳細情報を並び替えることができま

す。先頭に現れるトランザクションが、テンポラリログファイルの循環使

用を直接止めているトランザクションとなります。トランザクションの終

了し忘れがないか、テンポラリログファイルの見積りに誤りがないかを確

認します。 
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※2) RDB 構成パラメタファイルに以下を指定します。本機能の指定形式は以下のとおり。 
 

 [記述形式] 

 
テンポラリログが枯渇した場合に、Symfoware/RDB が原因と判断したコネクションを

強制回収するか否かを指定します。省略した場合は、[NO]（強制回収しない）。 
[YES] を指定すると、未完了なトランザクションの中で最も古い更新を行ったトランザ

クションを実行しているコネクションを特定し、強制回収します。 
同基準で、Symfoware/RDB が、コネクションを自動的に強制回収しても問題がないシ

ステムでは、[YES] を設定することを推奨します。 
 
1.14.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

テンポラリログの満杯または、しきい値を超えた場合、以下のエラーメッセージを

出力してアプリケーションがエラー復帰する場合があります。 
出力例） 

・ しきい値を超えた場合 

 
 
 
 
 
 

qdg14220w:テンポラリログファイルの’BI’ログ域の使用量が 85%に達しました 使用

状況をファイル’/var/core/Symfo_RDBSYS1_templogshort_001.txt’に出力しました 

RDBTMPFULLTERM = YES|NO 
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・ 満杯の場合 

 

 【原因】 
長トランザクションの実行によってテンポラリログファイルが不足しています。 
テンポラリログファイルの見積り誤りです。 

 
1.14.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド 
 4.1 RDB 構成パラメタファイルによる定義 

 Symfoware Server トラブルシューティング集 
3.6 アプリケーション実行時の異常 …「テンポラリログファイルの空き領域が不足

した」 
 
 

JYP5004E テンポラリログ域の領域が不足しました. 

qdg12826u: テンポラリログファイルの領域が不足しました 

qdg14221w: テンポラリログファイルの’BI’ログ域が満杯となりました 使用状況を

ファイル’/var/core/ Symfo_RDBSYS1_templogshort_002.txt’に出力しました 
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1.15. RDBコマンド実行時の作業用領域についての留意点 

 
1.15.1. 留意点 

【概要】 
以下の RDB コマンドを実行する際は、【詳細】に示す見積り式に従って、作業用領域に必

要な空き容量を確保しておいてください。 
 rdbsaloader コマンド 
 rdbsloader コマンド 
 rdbsuloader コマンド 
 rdbups コマンド 

 
【詳細】 

rdbsaloader コマンドなどでは、作業用領域を使用します。この作業用領域は、ソート時に

利用するソート作業域で、各 RDB コマンドのオプションで指定したパスに獲得されます。 
各 RDB コマンドで使用する作業用領域は、以下のオプションで指定できます。 
 rdbsloader、rdbsaloader または rdbups コマンドの場合 ： -s オプション 
 rdbsuloader コマンドの場合 ： -s オプションと-w オプション 

 
[ rdbsuloader コマンドでの作業用領域の指定例 ] 

 rdbsuloader -mar -i 在庫管理ＤＢ.在庫表ＤＳＩ -f 20,在庫表インデックスＤＳＩ  
 -f 10 -s /home/rdb1/work -w f,/home/rdb2 -w d,/home/rdb4  
 /home/rdb2/suloader.dat 

オプションを省略した場合は、/tmp（Solaris/Linux の場合。Windows は環境変数：TEMP
の指定先） を作業用領域のパスとして使用します。 
大容量のデータを取り扱う際は、作業用領域の見積りを行い、空き容量のあるディレクトリ

を指定してください。 
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 作業用領域の見積り 
 rdbsaloader の-s オプションに指定する作業用領域の見積り 

 
 

作業用領域 = Size1 

Size1 : rdbsaloaderの対象の表 DSIに属するインデックス DSIのソート作業域の最

大サイズ 

 

上記の Size1の算出に使用する、インデックス DSIのソート作業域のサイズ見積りは、

以下のとおりです。 

インデックス DSI のソート作業域サイズ = (インデックスを構成する列の合計長 × 

2 ＋ 26) × (入力ファイル中のレコード件数 ＋ 表の DSI に格納済みのレコード件

数) 

 

[注意] 

- インデックスを構成する列のデータ型が CHARACTER(VARYING 含む)または

NATIONAL CHARACTER(VARYING含む)の場合、その列の長さを 1.5倍にして合計長

を計算します 

- 本見積り式は、インデックスが BTREE 構造の場合です。XML 構造の場合は、

"Symfoware Server セットアップガイド"の"作業域の見積り"を参照してくださ

い 
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 rdbsloader の-s オプションに指定する作業用領域の見積り 

 

・-iオプションを指定し、かつ-hオプションを指定しない場合 

   作業用領域 = max(Size1 , Size2) 

   Size1 : rdbsloaderの対象の表 DSIのソート作業域のサイズ 

   Size2 : 上記の表 DSIに属するインデックス DSIのソート作業域の最大サイズ 

・-iオプションを指定し、かつ-hオプションを指定した場合 

   作業用領域 = Size3 ＋ Size4 

   Size3 : rdbsloaderの対象の表 DSIのソート作業域のサイズ 

   Size4 : 上記の表 DSIに属するインデックス DSIのソート作業域の合計サイズ 

・-vオプションを指定し、かつ-hオプションを指定しない場合 

   作業用領域 = max(Size5 , Size6) 

   Size5 : rdbsloaderの対象のすべての表 DSIのソート作業域の合計サイズ 

   Size6 : 上記のすべての表 DSI に属するインデックス DSI のソート作業域の最大サイズを合

計したサイズ 

・-vオプションを指定し、かつ-hオプションを指定した場合 

   作業用領域 = Size7 ＋ Size8 

   Size7 : rdbsloaderの対象の表 DSIのソート作業域の合計サイズ 

   Size8 : 上記のすべての表 DSIに属するインデックス DSIのソート作業域の合計サイズ 

 

上記の Size1、Size3、Size5または Size7の算出に使用する、表 DSIのソート作業域サイズの見

積りは、以下のとおりです。 

・SEQUENTIALかつ-kオプション指定なしの場合 

  ソート作業域サイズ = 0 

・SEQUENTIALかつ-kオプション指定ありの場合 

  ソート作業域サイズ = (Size9 ＋ 28 ＋ Size10 × 2) × 入力ファイル中のレコード件数 ＋ 

Size11 ÷ 32 ÷ 1024 × 16 

  Size9 : 表を構成する列の長さの合計長 

  Size10 : PRIMARY KEYに対応するインデックスを構成する列の合計長 

  Size11 : 入力ファイルのサイズ 

・ RANDOMの場合 

  ソート作業域サイズ = (Size12 ＋ 36 ＋ Size13 × 2) × 入力ファイル中のレコード件数 

＋ Size14 ÷ 32 ÷ 1024 × 16 

  Size12 : 表を構成する列の合計長 

  Size13 : クラスタキーを構成する列の合計長 

  Size14 : 入力ファイルのサイズ 

・OBJECTの場合 

  ソート作業域サイズ = 0 
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 rdbsuloader の-s オプションに指定する作業用領域の見積り 

 

・-hオプションを指定しない場合 

  作業用領域サイズ = Size1 

  Size1 : rdbsuloaderの対象の表 DSIに属するインデックス DSIのソート作業域の最大サイズ 

・-hオプションを指定する場合 

  作業用領域サイズ = Size2 

  Size2 : rdbsuloaderの対象の表 DSIに属するインデックス DSIのソート作業域の合計サイズ 

 

上記の Size1および Size2の算出に使用する、インデックス DSIのソート作業域サイズの見積り

は、以下のとおりです。 

  インデックスDSIのソート作業域サイズ ＝ (Size3 × 2 ＋ 26) × 入力ファイル内のレコー

ド件数 

  Size3 : インデックスを構成する列の合計長 

[注意] 

  上記のうち Size3において、インデックスを構成する列のデータ型が CHARACTER(VARYING含む)

または NATIONAL CHARACTER(VARYING含む)の場合、その列の長さを 1.5倍にします。 

上記の Size2、Size4、Size6または Size8の算出に使用する、インデックス DSIのソート作業域

サイズの見積りは、以下のとおりです。 

・表の DSIが SEQUENTIALまたは OBJECTの場合 

  ソート作業域サイズ = (Size15 × 2 ＋ 14) × 入力ファイル中のレコード件数 

  Size15 : インデックスを構成する列の合計長 

・表の DSIが RANDOMであり、かつインデックスの構成列が一意性制約に対応する場合 

  ソート作業域サイズ = (Size16 × 2 ＋ Size17) ×入力ファイル中の レコード件数 

  Size16 : インデックスを構成する列の合計長 

  Size17 : クラスタキーを構成する列の合計長 

・表の DSIが RANDOMであり、かつインデックスの構成列が一意性制約に対応しない場合 

  ソート作業域サイズ = (Size18 × 2 ＋ Size19 × 2) × 入力ファイル中のレコード件数 

  Size18 : インデックスを構成する列の合計長 

  Size19 : クラスタキーを構成する列の合計長 

 

[注意] 

上記のうち Size15、Size16 および Size18 において、インデックスを構成する列のデータ型が

CHARACTER(VARYING含む)または NATIONAL CHARACTER(VARYING含む)の場合、その列の長さは 1.5

倍にして合計長を計算します。 
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 rdbsuloader の-w オプションに指定する作業用領域の見積り 

 
 rdbups の-s オプションに指定する作業用領域の見積り 

 
[備考] 
以下の場合、作業用領域は使用しません。 
・ -c オプションを指定した場合 
・ -i オプションに表の DSI 名を指定した場合 
・ -g オプションに表の DSO 名を指定した場合 

・-iオプションにインデックス DSI名を指定した場合 

  作業用領域サイズ = 指定したインデックス DSIのソート作業域サイズ 

・-gオプションにインデックス DSO名を指定した場合 

  作業用領域サイズ = 指定したインデックス DSO 配下のすべてのインデックス DSI のソート作

業域の最大サイズ 

・-tオプションに指定した表にインデックスが 1つ以上ある場合 

  作業用領域サイズ = 指定した表配下のすべてのインデックス DSI のソート作業域の最大サイ

ズ 

 

上記のインデックス DSIのソート作業域サイズの見積りは、以下のとおりです。 

  インデックス DSIのソート作業域サイズ = (Size1 * 2) * 入力ファイル内のレコード件数 

  Size1 : インデックスを構成する列の合計長 

 

[注意] 

  インデックスを構成する列のデータ型が CHARACTER(VARYING 含む)または NATIONAL 

CHARACTER(VARYING含む)の場合、その列の長さを 1.5倍にします。 

作業用領域 = Size1 + Size2 

  Size1 : -wfオプション指定時に使用するソート作業域サイズ 

  Size2 : -wdオプション指定時に使用するソート作業域サイズ 

 

上記の Size1の算出に使用する、ソート作業域サイズの見積りは、以下のとおりです。 

  ソート作業域サイズ = (Size3 * 2 + 16 + Size4) * 入力レコード件数 

  Size3 : -mオプションで指定した列の合計長 

  Size4 : 表を構成する列の合計長 

 

上記の Size2の算出に使用する、ソート作業域サイズの見積りは、以下のとおりです。 

  ソート作業域サイズ = (Size5 * 2 + 16 + Size6) * DSI内レコード件数 

  Size5 : -mオプションで指定した列の合計長 

  Size6 : 表を構成する列の合計長 
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・ -t オプションに指定した表にインデックスが 1 つもない場合 
 
【補足】 

RDBコマンド実行中は作業用ディレクトリ配下に"SYMFORDBCxxxxx"ファイルが作成さ

れます。（xxxxx は、Symfoware がランダムに割り当てる半角英数字） 
データ量およびキー列の内容によって作成個数は変わります。このファイルは、RDB コマ

ンド終了時に削除されるため、利用者は削除しないでください。 
 
1.15.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

以下の RDB コマンドを実行すると、「qdg03023u 作業用ディレクトリ'xxx'の容量

が不足しています。」のメッセージを出力して RDB コマンドの実行が失敗します。 
・ rdbsaloader コマンド 
・ rdbsloader コマンド 
・ rdbsuloader コマンド 
・ rdbups コマンド 

また、Solaris/Linux では、上記の RDB コマンドを実行時に作業用領域を指定して

いない場合、OS のメモリ不足により RDB コマンドの実行が失敗することがありま

す。 
 【原因】 

RDB コマンド実行中に必要な作業用領域が不足したためです。 
 
1.15.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 I.9 作業域の見積り 
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2. 物理設計を怠るべからず 

データベースを構築する際、各データベース資源（データベーススペースやログファイルなど）

をどのようにディスクに配置するかを十分に検討してください。ディスク障害時の危険分散や、

I/O の負荷分散の観点から、それぞれの資源をどのディスクに配置するかを考える必要があり

ます。 
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2.1. DISK配置設計時の留意点 

 
2.1.1. 留意点 

【概要】 
データベースアクセス性能を上げるためには、SQL 文やインデックス、テーブルの構成だ

けではなく、どのリソースをどのように DISK 配置すれば I/O 競合が少なくなるか等も考慮

する必要があります。また同時に、DISK 障害が発生した場合でも、リソースの復旧が可能

であるように、リスク分散も考慮した DISK 配置が必要です。 
 
【詳細】 

ディスク配置において、考慮すべき点を以下に示します。 
 共用ディスク 

 共用ディスクのローデバイス種別 
ホットスタンバイ運用の場合、Symfoware の資源(ローデバイス)を配置する共用

ディスクの使用種別は”同時アクセス用共用ディスク”にしてください。 
“切替えディスク”の設定ではホットスタンバイ運用ができないためです。 

 共用ディスクへのファイルシステムの設定の配置 
共用ディスクにファイルシステム（UFS）を配置することはできません。“同時

アクセス用共用ディスク”にファイルシステムを配置すると、ファイルシステム

が壊れる可能性があります。(ファイルシステムには複数ノード間での排他機構

がないためです。) 
 

 RAID1 の推奨 
 RAID 構成は以下の理由によりRAID1 を推奨します。 

 RAID1 にすることにより、１つの論理ボリュームの容量は小さくなりますが、

論理ボリュームの数が多くなり、危険分散・負荷分散を考慮した資源配置が可能

になります。 
 上記より、ディスク媒体障害が発生した場合の復旧範囲(復旧対象容量)が小さく

なり、復旧時間の短縮が可能になります。 
 上記より、Reader/Writer の数も多くすることができます（Reader/Writer の数

は RDB 構成パラメタファイル（RDBDBSNUM）にて定義が必要）。 
このため、RAID5 や RAID1+0 に比べて Reader/Writer の I/O 処理待ちが発生

しにくくなり、I/O 性能が良くなります。 
 RAID5 や RAID1+0 では大容量の論理ボリュームは作成できますが、その大容

量を１組の Reader/Writer で処理することになり、データベースのアクセス回数

が多い場合にReader/Writerの I/O処理待ちによるレスポンス劣化が発生するこ

とがあります。 
(ハードウェアの限界に達する前に、Reader/Writer の処理限界に達してしまうた



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

50 

めです。) 
※ Symfoware の非同期 I/O 機能（Symfoware Server V6 以降を使用している場

合）により、Reader/Writer の I/O ネックを少なくすることができます。 
 

 論理ボリュームの配置 
 アーカイブログファイルと他の Symfoware システムファイルとの分離 

アーカイブログファイルには、データベースや RDB ディクショナリを退避デー

タ取得時点から最新状態に復元するためのログが蓄積されています。 
したがって、ディスクの多重障害時に、DB を最新に復旧できなくなるため、以

下の資源とは別の論理ボリュームに配置してください。 
RDB ディクショナリ、RDB ディレクトリファイル、ログ管理ファイル、テンポ

ラリログファイル、データベース(復旧が必要なもの) 
 アクセス負荷の高いデータベース 

RDB ディレクトリファイル、テンポラリログファイルと同じ論理ボリュームに、

アクセス負荷の高いデータベースが配置されていると、I/O ネックになる可能性

があります。 
別の論理ボリュームに配置替えすることを推奨します。 

 表とインデックスの分離 
アクセス負荷が高くなると予想される表・インデックスの DSI は、負荷分散を

考慮して別々の論理ボリュームに分散配置することを推奨します。 
バックアップ／リカバリ運用の簡素化のためにも、表とインデックスは、別の論

理ボリュームに配置することを推奨します。 
 

 DSI の分割運用 
 アクセス量が多いことが予想される表・インデックスの DSI は、負荷分散を考慮して

分割運用を行い、I/O 負荷分散を行ってください。 
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2.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 バックアップ/リカバリ不可 

(2) 現象/原因 
 アーカイブログファイルとデータベーススペースを同じ論理ボリュ－ム上に配置し、

当該論理ボリュームでディスク障害が発生したためです。 
 
2.1.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 付録E Symfoware/RDB 資源のディスク配置 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド  
 1.2.1 表の分割運用 
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2.2. リンク名使用に起因するデータベース破壊、業務停止の防止 

 
2.2.1. 留意点 

【概要】 
あるローデバイスやファイル（ディレクトリを含む）に対してリンクを作成し、そのリンク

名を Symfoware で使用する場合には注意が必要です。 
 
【詳細】 

Symfoware はリンク先の実体とリンクを物理的に異なる領域と判断してしまいます。その

ため、例えば、テンポラリログファイル作成時にはローデバイス名を指定し、データベース

スペース作成時にリンク名を指定すると、１つの領域を異なるリソース用に重複して利用す

ることになり、Symfoware の環境を破壊してしまいます。リンクを利用する場合は、リン

ク先がどこなのかを確認し、リソースの重複割り当てが発生しないように注意してください。 

 

 
2.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 システムファイル破壊 

(2) 現象/原因 
 １つの領域をリンク名と実体名で、２つの異なるリソース用に重複して利用したため

です。 
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2.2.3. 備考 

なし 
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2.3. Symfowareにおけるファイルシステムの設定について（Windowsのみ） 

 
2.3.1. 留意点 

【概要】 
Windows では、Symfoware/RDB で使用する各資源を配置するドライブ、および、フォル

ダのプロパティを正しく設定しないと資源（ファイル）作成時や運用中にアクセスエラーが

発生し、正常な運用が継続できない場合があります。 
 

【詳細】 
 発生問題その 1(圧縮ドライブ利用時)  

 問題内容：Symfoware のデータベースをドライブ圧縮していたため、コマンド等が

異常終了する。 
 対処方法：ドライブ圧縮を解除し、DB を再構築します。 
 
 発生問題その 2(ドライブ暗号化利用時)  

 問題内容：Symfoware の資源配置先を暗号化していると、RDB が起動できない。 
 対処方法：ドライブ暗号化を解除し、資源を再構築します。 
 

2.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
オンライン異常 

(2) 現象/原因 
 ドライブ圧縮を行った場合、通常の I/O 処理と比較して性能上のオーバヘッドが発

生します。 
 これにより、I/O 量に依存して OS リソース不足によるアクセスエラーが発生しま

す。 
 圧縮属性とした場合、ドライブ圧縮と同様に通常の I/O 処理と比較して性能上のオ

ーバヘッドが発生します。 
 これにより、I/O 量に依存して OS リソース不足によるアクセスエラーが発生しま

す。 
 暗号化属性とした場合、Symfoware/RDB で使用する各資源の作成者（rdblog コマ

ンド,rdbcrdic コマンド等の実行ユーザ）と Symfoware サービス起動で動作する

Symfoware Server プロセスの実行者（ユーザ登録されない Windows システムユー

ザ）が異なるため、暗号解除ができずアクセスエラーが発生します。 
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2.3.3. 備考 

Windows 版 Symfoware Server SE のマニュアルでは下記の章にて、本件に関する注意事

項を記載しています。 
 < Symfoware 資源の説明記事 > 

 Symfoware Server セットアップガイド 
 1.1.2 ファイル構成 

 Symfoware Server クラスタ導入運用ガイド 
 3.2 セットアップ前に行うこと 

 < データベーススペース作成記事 > 
 Symfoware Server RDB 運用ガイド(データベース定義編) 

 2.5 データベーススペースの作成 
 Symfoware Server SQL リファレンス 

 3.10 CREATE DBSPACE 文(データベーススペース定義) 
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2.4. ローデバイス利用時の留意点（Solarisのみ） 

 
2.4.1. 留意点 

ローデバイス作成時に、ディスクのシリンダ０は使用しないでください。また、スライス２

はディスク全体を表すため、使用しないでください。 
 

2.4.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 データ破壊 

(2) 現象/原因 
 ディスクの構成情報が破壊され、データが消失する可能性があるためです。 

 
2.4.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド 
 1.3.4 ローデバイスの作成 
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2.5. ローデバイスの構成変更によるデータ破壊の危険性について 

 
2.5.1. 留意点 

【概要】 
データベーススペースを配置しているローデバイスの構成（シリンダ開始位置、終了位置、

サイズ）を変更しないでください。ローデバイスの構成を変更する場合は、事前にデータベ

ーススペースを削除する必要があります。データベーススペースを削除せずにローデバイス

の構成を変更した場合、データ破壊または、Symfoware 起動時に以下のエラーとなりデー

タベーススペースがアクセス禁止となります。 
  
   
 
 
 
 
 
 

やむを得ずローデバイスまたはスライス構成を変更する場合は、データを rdbunl コマンド

で退避してから構成変更し、rdbsloader コマンドでデータを再創成してください。 

 
 

【詳細】 
ローデバイスまたはスライス構成を変更する場合の手順詳細を以下に示します。 

(1) 運用を停止します。 
 

(2) rdbunl コマンドにより、対象データベーススペースに配置されている DSI のデータ

を全て退避します。 

 rdbunl -i データベース名.表の DSI名 出力ファイル名 

 

rdb: ERROR: qdg12354e データベーススペース'xx.XXX'のデバイスの容量が小さく変更され

ています デバイス名='/dev/FJSVmphd/rdsk/XXXXXXX' 

 または 

rdb: ERROR: qdg12355e:データベーススペース'xx.XXX'のデバイスの容量が大きく変更され

ています デバイス名='/dev/FJSVmphd/rdsk/XXXXXXX' 
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※変更対象のローデバイスに含まれるデータベーススペース内の全 DSI について実施

してください。 
 

(3) 対象データベーススペースに配置されている DSI を削除します。 
SQL 文： 

 
 
    コマンド： 
 
 

(4) 対象データベーススペースを削除します。 
SQL 文： 

 
 
    コマンド 
 
 

(5) スライス構成またはローデバイス構成を変更します。 
 

(6) データベーススペースを作成します。 
SQL 文：  

 
 

コマンド：  
 
 

(7) 前述(3)で削除した DSI を再定義します。 
SQL 文：  

 
 

※スライスまたはローデバイスのサイズが小さく変更された場合、配置する DSI
のサイズにも注意が必要です。 

コマンド：  
 
 

(8) rdbsloader コマンドにより、データを創成します。 

 rdbsloader -mi -i データベース名.表の DSI名 入力ファイル名 

 

DROP DSI DSI名 

rdbddlex -d データベース名 ファイル名（DROP文を記述したファイル） 

 

DROP DBSPACE データベーススペース名 

rdbddlex -d データベース名 ファイル名（DROP文を記述したファイル） 

 

CREATE DBSPACE データベーススペース名 ALLOCATE RAWDEVICE ローデバイス名 

rdbddlex -d データベース名 ファイル名（CREATE文を記述したファイル） 

CREATE DSI DSI名 ... 

rdbddlex -d データベース名 ファイル名（CREATE文を記述したファイル） 
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(9) インデックスの DSI がある場合は、インデックスの DSI の創成も行います。 

 
各RDBコマンドの指定方法およびオプションの詳細は、マニュアル“Symfoware Server コ
マンドリファレンス”を参照してください。 

 
2.5.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 ユーザファイル破壊 

(2) 現象/原因 
 事前にデータベーススペースを削除せずにローデバイスの構成を変更したためです。 
 

2.5.3. 備考 

なし 
 
 
 
 

 

rdbsloader -x -i データベース名.インデックスの DSI名 
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3. 性能チューニングを怠るべからず 

アプリケーションの性能を十分に引き出すためには、SQL 文単位でのチューニングが不可欠で

す。目的通りのインデックスを利用しているか、想定外の DSI をアクセスしていないかなど、

SQL 文単位で評価するようにしてください。 
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3.1. ポインタ変数利用時の留意点 

 
3.1.1. 留意点 

SQL 埋込み C プログラムにおいて、ポインタ変数として宣言したホスト変数を使用している

場合、同一 SQL 文を同一コネクションから複数回実行しても、最初の実行で作成した処理手

順が使用されず、性能が向上しません。ポインタ変数は利用しないよう注意ください。 
 

3.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
性能劣化 

(2) 現象/原因 
SQL の性能が低下する可能性があります。 

 
3.1.3. 備考 

 参考情報 
FNS-18730 
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3.2. IN値リスト利用時の留意点 

 
3.2.1. 留意点 

IN 値リスト内の定数値またはホスト変数値は、テーブル列の属性と一致させてください。 
 

3.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
性能劣化 

(2) 現象/原因 
一致していない場合、IN 述語の条件評価を作成します。この条件評価を行なうこと

によって、属性が一致している場合と比較し、性能が劣化する可能性があります。 
 

3.2.3. 備考 

なし 
 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

63 

3.3. トランザクション増加に伴うレスポンス悪化～無応答事象の発生 

 
3.3.1. 留意点 

【概要】 
トランザクション量が多いシステムでは、不適切なチューニングによる性能劣化を防止する

ため、パーティション（DSI）専用のバッファの割り当てやメモリ常駐を実施してください。 
 
【詳細】 

以下に示す性能情報を取得し、定期的に性能診断を実施します。 
 iostat/mpstat/vmstat 
 rdbps/rdbsar/rdblkinf 

重要な診断項目は以下。 
 ディスク I/O 状況 
 バッファプールの使用状況(ヒット率/枯渇発生/追出回数) 
 排他待ち/デッドロック 

解析ポイントは以下。 
 DB スペースのアクセス状況の確認 
 全件検索、および、I/O デーモン待ちの有無の確認 
 共用バッファの確認 

 
用語説明 ： デフォルトバッファプール、デフォルトバッファは同義語。共用バッファ、共用

バッファプールも同義語として扱ってください。 
参考 Symfoware Server 運用ガイド 12 章 モニタリング 
 
3.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
オンライン異常 

(2) 現象/原因 
業務クライアント端末すべてが一斉にストップします。 
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トランザクション量が多いシステム要件に対し、OS パラメタの設定/Symfoware の

バッファプールの設定が不適切なためです。 
 実搭載メモリ 12GB、DB 容量 85GB に対して、バッファ割当量が約 16MB。 
 インデックスとデータでバッファを共有していたためバッファ競合が多発した。 

 
3.3.3. 備考 

 DSI のメモリ常駐に関しての注意事項 
 rdbalmdsi コマンドで自動容量拡張の定義が行われている DSI をメモリに常駐

することはできません。 
rdbgcdsi コマンドの-E オプションで自動容量拡張が行われた DSI はメモリに常

駐することはできません。 
 rdbconbf コマンドにより共用バッファプールと対応づけられている DSI を常駐

することはできません。この場合、rdbdisbf コマンドにより、DSI と共用バッフ

ァプールとの対応関係を解除してから本コマンドを実行してください。 
 アプリケーションまたは RDB コマンドで使用中の DSI をメモリに常駐したり、

常駐を解除したりすることはできません。 DSI が使用されていないときに本コ

マンドを実行してください。 
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3.4. 定義情報のメモリ展開による性能向上とその注意事項 

 
3.4.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware では SQL 文の実行に先立って、データベースの定義情報をメモリ上に展開（常

駐）しておくことが可能です。 
データベースの定義情報をメモリ上に展開しておくことで、アプリケーションの処理時間を

高速化することができます。 
また、常駐化した場合、RDB ディクショナリおよび RDB ディレクトリファイルに入出力

障害が発生しても、全ての業務が続行可能になります。 
 
【詳細】 

データベースの定義情報をメモリ上に常駐させることを推奨しますが、必須ではありません。

可能と判断した場合に常駐化してください。(注 1) 
RDB ディクショナリおよび RDB ディレクトリファイルのメモリ常駐化は、定義されてい

る表、DSI およびプロシジャルーチンなどの数に応じてメモリを使用します。 
定義されている表、DSI およびプロシジャルーチンなどが非常に多い場合には、多くのメモ

リを必要とするので注意が必要です。 
RDB ディクショナリと RDB ディレクトリファイルの見積りを行い、メモリが十分にある

ことを確認してから指定してください。 
メモリに常駐化する場合に必要となるメモリの使用量は、RDB ディクショナリと RDB デ

ィレクトリファイルの容量と同じです。(注 2) 
定義情報のメモリ展開は、RDB 構成パラメタファイルの RDBDICONBUFFER で指定す

るか、rdbpldic コマンドで行います。 
 
注1) システム全体のメモリ使用量の見積りから判断します。システム全体のメモリ使用量

の見積りについては“メモリ見積りの誤りによるレスポンス低下やメモリ不足”を参

照してください。 
 
注2) メモリに常駐化する場合に必要となるメモリの使用量（RDB ディクショナリと RDB

ディレクトリファイルの容量）についてはマニュアル“Symfoware Server セットア

ップガイド”の“付録C.資源の見積り式”を参照してください。 
 

 
3.4.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 
 ※定義情報のメモリ展開は必須としません。【詳細】で記載した注意を踏まえ導入を検
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討してください。 
(2) 現象/原因 

 定義情報のメモリ常駐化を行っていないためです。 
 
3.4.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
 付録C.資源の見積り式 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド  
 4.7 定義情報のメモリ展開による高速化 
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3.5. 最適化情報未設定時のレスポンス低下 

 
3.5.1. 留意点 

【概要】 
最適化情報とは、データの状況に応じてできるだけ効率のよいデータ処理を行うための情報

です。 
Symfoware はアプリケーション実行時、最適化情報を参照して、現状のデータ状況に一番

効率的なアクセスプラン（データ処理手順）を決定します。 
 
【詳細】 

最適化情報は、実表の DSI およびインデックスの DSI に対して設定され、データ件数、イ

ンデックスの異なるキー値数などを含む情報です。 
最適化情報を設定しておかないと、意図したインデックスが使用されないなど、効率が悪い

アクセスプランが作成されてしまう場合があります。 
 
3.5.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 最適化情報が未設定で、現状のデータ状況にあった最適なアクセスプランが作成され

なかったためです。 
 なお、最適化情報の変更（更新）により、アクセスプランが変わり、性能劣化となる

可能性もあるので、変更（更新）に際しては注意が必要です。 
 また、最適化情報を変更しなくても、業務追加などにより表にインデックスを追加し

た場合、アクセスプランが変わり既存業務の性能に影響を与える可能性があります。

このような場合は、既存業務も含めたアクセスプランの再チューニングが必要になる

ことがあります。 
 
3.5.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド(データベース定義編)  
 2.11 最適化情報の設定 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド  
 4.2 最適化情報の更新 
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◇レコード件数等が不明な場合 
  データ格納後 rdbups コマンドを使用 
◇レコード件数が事前に想定できる場合 
  SET STATISTICS 文(rdbddlex/rdbexecsql)を使用 
 
インデックス定義変更時の最適化情報の設定方法 
！注意！ 
インデックスの再定義時には最適化情報も再設定すること。 
◇創成データ(本稼働で使用するデータ)がある場合 
 1) データベースを創成します 
 2) rdbups コマンドにより最適化情報を設定します 
  3) 設定した最適化情報は、rdbddlex コマンドを使用して 
     PRINT STATISTICS 文でファイルに出力します 
 4）SET STATISTICS 文で本番環境へ適用します 
◇創成データ(本稼働で使用するデータ)がない場合 
 1) マニュアルを参考に最適化情報の見積りを実施します 
 2) 最適化情報の入力ファイル(SET STATISTICS 文)を作成します 
 3) rdbddlex コマンドを使用して SET STATISTICS 文で最適化情報を設定します 
※設定した最適化情報は PRINT STATISTICS 文でバックアップすることを推奨します。 
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3.6. アクセスプランについての留意点(設定と考え方) 

 
3.6.1. 留意点 

【概要】 
SQL 文をどのような手順でデータ処理するかという処理手順をアクセスプランと呼びます。 
アクセスプランを評価することで、対象の SQL 文が使用するインデックスおよび表の結合

順などを確認することができ、データベースの設計通りに SQL 文が動作しているかを検証

することができます。 
アクセスプランはクライアント用の動作環境ファイルに実行パラメタ“ACCESS_PLAN”

を指定してアプリケーションを実行する、または rdbexecsql コマンドで ACCESS PLAN
文を指定して SQL 文を実行することで取得できます。 

 
【詳細】 

以下にアクセスプランの留意点を示します。 
 見積りレコード件数 

 SCAN エレメントで表示する見積りレコード件数"scan record number"は、アクセス

対象が表またはインデックスの場合に 1DSI 当たりの読み込むレコード件数の見積り

値です。 
 本見積り値は Symfoware が最適化情報と、指定した SQL 文を解析して見積もった値

です。 
 
また、アクセスプランの決定に大きく左右する以下の項目について留意点を示します。 
 インデックスの設計 

 インデックスを効果的に設定することによって、データベースの基本性能は向上しま

す。しかし、あらゆる探索条件で利用可能で全てのアクセスに対して最適となるよう

な万能のインデックスの設定はできません。性能の優先順位を検討し、必要最小限の

インデックスを設計することが重要です。以下の指針を参照してください。 
 探索条件の対象の列にはインデックスの設定を検討してください 
 結合条件の対象の列にはインデックスの設定を検討してください 
 2 つ以上の列を AND で結合した探索条件で頻繁に検索する場合には、マルチカ

ラムインデックスの設定を検討してください 
 

 アクセスルールの設計 
 SQL文の書き方次第で性能が数十倍も変わることがあるので、SQL文の書き方を個々

のプログラマ任せにするのではなく、データベース設計者が標準化して指示をする必

要があります。万一、非効率な記述をしていたとしても、テストデータが少ない単体

テストの段階では判明せずに、結合テスト以降の段階になって発覚するケースがある

ため注意が必要です。 
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 この対策として、論理設計の段階で規約書を作成して標準を定めておくことが必要で

す。業務仕様に従ったコーディング上の注意すべき内容や記述例、異常処理などを

「SQL コーディング規約書」として規定してください。 
 
3.6.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 SQL 文が予想以上に遅い。 
 アクセスプランを確認していない、当該 SQL 文が意図したインデックスを使用した検

索を行っておらず、表を全件検索していたためです。 
 SQL 文の見直しが必要です。 
 

最適化情報の変更（更新）により、アクセスプランが変わり、性能劣化となる可能性もある

ので、変更（更新）に際しては注意が必要です。 
また、最適化情報を変更しなくても、業務追加などにより表にインデックスを追加した場合、

アクセスプランが変わり既存業務の性能に影響を与える可能性があります。このような場合

は、既存業務も含めたアクセスプランの再チューニングが必要になることがあります。 
 
3.6.3. 備考 

 Symfoware Server SQLTOOL ユーザーズガイド  
 全般 
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3.7. SQL性能情報についての留意点(チューニング方法) 

 
3.7.1. 留意点 

【概要】 
実際に SQL 文を実行した時の資源使用情報を SQL 性能情報と言います。この SQL 性能情

報をアクセスプランと比較すれば、SQL の動作を分析し、SQL の動作環境をチューニング

することができます。 
SQL 性能情報はクライアント用の動作環境ファイルに実行パラメタ“SQL_TRACE”を指

定してアプリケーションを実行する、または rdbexecsql コマンドで SQL TRACE 文を指定

して SQL 文を実行することで取得できます。 
 
【詳細】 

以下に SQL 性能情報参照時の留意点を示します。 
 "SQL TRACE START"の見出しで出力している時間 

 当該 SQL 文が終了した時間。SQL 文の開始時間ではないので注意してください。 
 

 レコード件数 
 実行エレメント"TABLE ACCESS"で表示されるレコード件数(read)は、アクセスした

レコード件数です。 
 格納されたレコード件数の総数ではありません。また、ヒット件数でもありません。 
 

次に、SQL 性能情報とアクセスプランを使用してのチューニング方法を以下に示します。 
(1) SQL 性能情報を参照し、個々の SQL 文について予想外に大幅に時間が掛かっている

SQL 文をピックアップします。 
 

(2) 各処理単位の「Section Time」の処理時間を抽出し、特に時間が掛かっている箇所を

ピックアップします。 
 

(3) その SQL 文や処理単位について、何が原因で処理時間が掛かっているかを評価します。

以下がその原因として考えられます。 
1. インデックスを使用していない。または、期待しているインデックスを使用して

いない。 
2. DSI 分割を行っている場合、アクセスする DSI が限定されていない。または、

絞り込まれていない。 
3. インデックスを使用しているが、表へのアクセス対象レコードが十分絞込みされ

ていない。 
 

(4) アクセスプランと SQL 性能情報の以下を参照して上記の原因を究明します。（以下の
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各番号は"(3)"の各番号に対応。） 
1. アクセスプランの"scan type"で意図したインデックススキャンとなっているか

否かを確認します。  
"INDEX KEY SCAN"、"INDEX TABLE SCAN"、"INDEX ALL SCAN"の何れ

かである場合はインデックスを使用した検索が行われていますが、それ以外の場

合はインデックスを使用した検索が行われていません。この場合、SQL 文に指

定した探索条件でインデックスキーが適切に指定されているか見直します。 
2. アクセスプランの"dsi access"で、アクセスする DSI が限定されているか否かを

確認します。 
"ONE DSI"、"SELECTED DSI"の何れかである場合はアクセスする DSI が限定

されています。 
それ以外（"ALL DSI"）の場合は限定されていません。この場合、DSI の分割条

件と比べ、SQL 文に指定した探索条件が意図しているものか見直します。 
3. 上記 1、2 の通りアクセスプランの各要素を参照してインデックスを使用してい

ることを確認した場合、SQL 文に指定した探索条件を見直し、マルチカラムイ

ンデックスのキーに対する条件を追加するなど、インデックスによって十分絞込

みが行われる条件への変更を検討します。 
 

パフォーマンスモニタ機能を利用することで、各種情報も自動的に採取されているので、定

期監視も可能となります。 
詳細は、「3.7.3. 備考」に記載したマニュアルを参照してください。 

 
3.7.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 SQL 文が予想以上に遅い。 
 SQL 性能情報を確認したところ、探索条件に一致するレコード件数が想定以上に多か

ったためです。 
 SQL 文の探索条件に記述する条件の見直しが必要です。 
 
3.7.3. 備考 

 Symfoware Server SQLTOOL ユーザーズガイド  
 全般 

 Symfoware Server チューニングガイド 
 第 2 章 パフォーマンスモニタ 
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3.8. アプリケーションのレスポンス悪化 ～バッファ枯渇～ 

 
3.8.1. 留意点 

【概要】 
アプリケーションのレスポンス悪化の１つの原因として、バッファ枯渇が考えられます。 

 
【詳細】 

バッファの枯渇が発生しているかどうかは、rdbsar コマンドで表示されるAlarm、DryUp
で判断できます。 

Alarm … バッファ使用量が、バッファプールの危険率に到達した回数。 
（※バッファプールの危険率は rdbcrbf コマンドで設定可能） 

DryUp … バッファ枯渇が発生した回数 
rdbsar -b -e の出力例は以下のとおりです。 

"_#DEFAULT#"はデフォルトバッファを示す名前。POOL1 が共用バッファです（共用バ

ッファの名前は、rdbcrtbf で指定します）。 
以下の例では、ページサイズ 1K のデフォルトバッファで、危険率(Alarm)に 45 回達してお

り、バッファ枯渇(DryUp)が 4 回発生しています。 
[例] rdbsar -b -e 

 
 

RDBII rdbsar DATE:2014/07/26 TIME:16/51/16 

 

Time      BpName          PgSize  BufNum  UseNum  WbPage  TbPage  Alarm 

                              HitRate[%]  DryUp  MinFree 

16:51:16  POOL1             1024    1000       0       0       0      0 

                                       0      0     1000 

          _#DEFAULT#       32768      32       2       0       0      0 

                                      91      0       30 

          _#DEFAULT#       16384      32       1       0       1      0 

                                      50      0       31 

          _#DEFAULT#        8192      32      15       6      70      6 

                                      93      0        7 

          _#DEFAULT#        4096     256      12       0      12      0 

                                      98      0      244 

          _#DEFAULT#        2048      32       0       0       0      0 

                                       0      0       32 

          _#DEFAULT#        1024      32      20       0     446     45 

                                      89      4        7 
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 対処方法 
 バッファ枯渇は、以下の①②のどちらかの方法で対処可能です。 

① バッファの枚数を増やす 
バッファの枚数を増やす方法は、以下の２つが存在します。 
a), b)の方法のうち、a)共用バッファの枚数を増やす方法を推奨します(※)。詳細

は、マニュアル“Symfoware Server RDB 運用ガイド”の“共用バッファのチュ

ーニング”を参照してください。 
※デフォルトバッファは RDB システム全体で１つの領域を使用するため、RDB
に対して同時に実行されている別の処理要求からの影響を受ける場合がありま

す。それに対して共用バッファは、使用する DSI を限定しているため他の DSI
に対する処理の影響を受けず、DSI 単位で安定的にシステム運用が可能なためで

す。 
a) 共用バッファの枚数を増やす（rdbcrbf コマンド, rdbconbf コマンド） 
共用バッファは、rdbcrbf コマンドで共用バッファを開設し、rdbconbf コマン

ドで DSI と共用バッファプールの対応関係を登録することで、使用できます。 
rdbcrbf コマンド, rdbconbf コマンドの実行例は以下のとおり。 
[例] rdbcrbf コマンドで共用バッファ識別子 POOL1 を開設し、rdbconbf コマ

ンドで在庫表ＤＳＩと共用バッファ識別子 POOL1 の対応関係を登録する 
rdbcrbf -a 70 -s 50 POOL1 1K 1000 

rdbconbf -i 在庫管理ＤＢ.在庫表ＤＳＩ POOL1 

b) デフォルトバッファの枚数を増やす 
RDB 構成パラメタファイルのRDBSYSBUF で、指定するディレクトリ配下の

テキストファイル"rdbbuf"の定義内容を手動で修正します。 
[例]ページサイズ 1K のデフォルトバッファを 10000 枚に設定する場合 

BUFFER1K = 10000 

② DSI の情報を全てメモリ上に乗せる（rdbresident コマンド） 
対象の DSI のサイズが小さい場合、または、システムの空きメモリ量が多い場合

に推奨します。 
rdbresident コマンドの実行例は以下のとおり。 
[例] 在庫表 DSI をメモリに常駐する 

rdbresident -mon -i 在庫管理ＤＢ.在庫表ＤＳＩ 

 

[注意] 
 共用バッファやデフォルトバッファに使用すべきメモリ量は、データベースの使い方

やアプリケーションの実行多重度により大きく変動しますが、一般的なケースでは、

そのマシンに実装される実メモリ、または、Symfoware/RDB 処理に割り当てられる

メモリ量の半分以下が適切と考えられます。 
 それ以上のメモリ量を共用バッファに割り当てても性能向上にはならず、逆に、SQL
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処理で使用するソートやワークのメモリ量が少なくなることからアプリケーションの

レスポンスが悪くなる場合があります。 
 
3.8.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

オンライン業務の処理が遅い。 
 【原因】 

バッファの枯渇が発生しているためです。 
 
3.8.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド 
 13.2.1 共用バッファのチューニング  

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
 2.10 rdbconbf 
 2.12 rdbcrbf 
 2.54 rdbresident  
 2.58 rdbsar  
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3.9. 有効なインデックスの作成漏れによる大量検索でのレスポンス低下 

 
3.9.1. 留意点 

【概要】 
“インデックス”とは、表のデータの検索効率を向上させるための機能です。 
表に有効なインデックスを作成することで、レスポンスを改善することができます。 
一方、インデックスが作成されていない表に対してデータ検索を行った場合、検索効率が悪

くなり、レスポンスが低下する場合があります。 
 
【詳細】 

 全件検索によるレスポンス低下の例 
 表に含まれる全てのレコードが検索されており、レスポンスが低下している場合があ

ります。 
 全てのレコードが検索されているかどうかは、アクセスプランを参照することで確認

できます。 
 アクセスプランは、rdbpmsqllist コマンドを実行、または、クライアント用の動作環

境ファイルで ACCESS_PLAN を指定することで取得できます。 
 （クライアント用の動作環境ファイルは SQL 埋込みプログラムで使用できます。

JDBC/ODOS/.NET Data Provider の場合は、「3.9.3. 備考」 を参照してください） 
 
 [アクセスプランの取得例] 

 
 Input SQL statement に表示された内容が、対象の SQL 文です。 
 SCAN ELEMENT の scan type に TABLE ALL SCAN が出力されている場合、表

に含まれる全てのレコードが順番に全件検索されています。 
 探索条件に指定した列に対してインデックスを作成することで、レスポンスが改善し

ます。 
 （インデックスの作成については、マニュアル“SQLTOOL ユーザーズガイド”を参

照してください） 
 

Access plan: 

Input SQL statement: 

SELECT TBL1.C1 FROM USR1.TBL1 WHERE TBL1.C1=? 

  ： 

[1] SCAN ELEMENT 

table name USR1.TBL1 

scan type TABLE ALL SCAN 

  ： 
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 [インデックス作成(定義、創成)の例] 

 

 
 上記の例でインデックスを作成した場合、scan type が INDEX KEY SCAN に変わ

り、レスポンスが改善します。 

 
 

 大量検索によるレスポンス低下の例 
 業務アプリケーションで設計した内容よりも多くのレコードの検索が発生しているた

め、レスポンスが低下している場合があります。 
 検索件数は、rdbps コマンド で -i を指定し、Record(R/W) の "R" の値で確認でき

ます。 
 rdbps コマンドでは、当該コネクションの処理内容が、DSI 単位で、データベースに

接続後からの累積値で出力されます。 
 複数の DSI を使用している場合は、検索対象の全ての DSI に対する出力結果を確認

してください。 

Access plan: 

Convert SQL statement: 

SELECT TBL1.C1 FROM USR1.TBL1 WHERE TBL1.C1=? 

  ： 

[1] SCAN ELEMENT 

table name USR1.TBL1 

scan type INDEX KEY SCAN(1) 

  ： 

CREATE DSO TBL1IDXDSO INDEX ON USR1.TBL1(C1) 

TYPE BTREE (PAGESIZE1(16), PAGESIZE2(1)) 

 

CREATE DSI TBL1IDXDSI INDEX DSO TBL1IDXDSO 

BASE TBL1DSI 

ALLOCATE INDEX ON DBSP SIZE 1M, 

BASE ON DBSP SIZE 100M 

 

rdbsloader ‐i DB1.TBL1IDXDSI ‐x 
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 [rdbps -i の出力例] 

 
 業務アプリケーションで設計した内容よりも多くのレコードの検索が発生している原

因として、探索条件に指定した列の中に、インデックスが定義されていない列が含ま

れていることが考えられます。 
 
 以下の SQL 文では、表 "USR1.TBL2" のレコードを検索しています。 
 表 "USR1.TBL2"では、C1 にインデックスが定義されていますが、C0 にはインデッ

クスが定義されていません。 

 
 上記の SQL 文の探索条件には、C1 だけでなくC0 も指定しています。 
 C1 だけでは一意にならないレコードが大量に存在する場合、C0 にインデックスが付

加されていないため、検索対象のレコードを効率よく絞り込むことができません。結

果として、より多くの処理時間が必要になってしまいます。 
 この例の場合、表 "USR1.TBL2"に、(C0, C1)のキーで構成されるインデックスを作

成することで、探索条件に指定した全ての列に対してインデックスが付与されます。

C1 だけでなく、C0 に対しても、データの絞込みが可能になり、データの大量検索を

抑止できることから、レスポンスが改善します。 

SELECT COUNT(C1) AS KENSU FROM USR1.TBL2 

 WHERE C1>=? 

  AND C1<=? 

  AND C0 IN('20130101') 

 WITH OPTION LOCK_MODE(FL) 

RDBII rdbps DATE:2014/11/11 TIME:12/34/56 

Uid            Pid   Status  Elapse  Type  Name 

ADMINISTRATOR  4612  ACT     0:00    SQL   xxxxx/DB1 

 

DSI Resource‐Information 

 

Record(R/W)  Index(R/W)  Page(R/W)  LockWait  WaitTime  DeadLock  DBName.DSIName 

3460406/ 0   0/ 0        193174/ 0    0    0:00     0     TESTDB.T_TBL2DSI 
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 [インデックス作成(定義、創成)の例] 

 

 
3.9.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

アプリケーションのレスポンスが上がらない。 
また、レスポンスが上がらない以外に、以下のような現象が発生する場合もありま

す。 
・ CPU 負荷の上昇 
・ メモリの不足 
・ バッファの枯渇 
・ ソート作業域への I/O 多発による DISK 負荷の上昇 

 【原因】 
探索条件に指定された列に対して、有効なインデックスが作成されておらず、検索

対象のレコードが多くなり、Symfowareで操作するデータ量が多くなるためです。 
 
3.9.3. 備考 

 ACCESS_PLAN の指定について 
 JDBC を使用している場合は、ctuneparam オプションにCLI_ACCESS_PLAN を指

定してください。 
 ODOS を使用している場合は、ODBC データソースのオプション設定で、

CLI_ACCESS_PLAN を指定してください。 
 .NET Data Provider を使用している場合は、 tuneparam キーワードに

ACCESS_PLAN を指定してください。 
 

CREATE DSO TBL2IDXDSO INDEX ON USR1.TBL2(C0,C1) 

TYPE BTREE (PAGESIZE1(16), PAGESIZE2(1)) 

 

CREATE DSI TBL2IDXDSI INDEX DSO TBL2IDXDSO 

BASE TBL2DSI 

ALLOCATE INDEX ON DBSP SIZE 1M, 

BASE ON DBSP SIZE 100M 

 

rdbsloader ‐i DB1.TBL2IDXDSI ‐x 
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 参考マニュアル 
 【アクセスプラン】 

・ Symfoware Server チューニングガイド 
2.2.2 SQL 文のアクセスプランと実行状態の内訳を表示する 
第 4 章 チューニング 

 【インデックス作成】 
・ Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（共通編） 

3.3.1 インデックスを定義する 
 【コマンドリファレンス】 

・ Symfoware Server  コマンドリファレンス 
2.50 rdbps  
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4. ロックの影響を忘れるべからず 

システムの性能を向上させるためには、いかにロック待ちを減らすかが重要になります。

Symfoware のロック制御を十分に理解してアプリケーションを作成するようにしてください。 
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4.1. DBアクセスの排他制御の設定漏れによる業務遅延の発生 

 
4.1.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware はデフォルトでは SELECT 文の実行でも排他を獲得します(※)。そのため、参

照系の SQL 文と更新系の SQL 文が競合した場合は排他待ちが発生します。 
したがって、アプリケーションを作成する時には、排他待ちを少なくするような処理手順を

検討する必要があります。 
また、Symfoware に対して、業務上問題ない範囲で「排他なし」等の排他強度を弱くする

設定を検討してください。 
Symfoware の具体的な設定方法としては、トランザクションモードと排他の単位、および

占有モード指定を検討することによってこれらを実現します。 
※ ODBC アプリケーションでの操作については、SELECT 文の実行において、デフ

ォルトで排他を獲得しないよう変更されています。 
 
【詳細】 

DB アクセスの排他制御において、以下のように同時実行処理を優先した設定を行います。 
 SET TRANSACTION 文によるモード指定 
 占有モード指定を利用した SQL 文単位の指定 
 クライアントの動作環境ファイルの実行パラメタでトランザクションモードを指定 
[参考] 
DEFAULT_ACCESS_MODE = READ_ONLY 
DEFAULT_ISOLATION = READ_UNCOMMITTED 
 

以下に例を示します｡ 
例 1) ダーティリードを許す検索 
他のアプリケーションによって更新途中の、コミット未のレコードの参照を許すことが可

能な場合は、SET TRANSACTION 文でトランザクションモードの独立性水準で READ 
UNCOMMITTED を指定するか、占有モード指定で NO LOCK を指定します。 
なお、コミット未のレコードの参照を許す場合の例として以下のような場合があります。 
 更新されないカラムを参照する場合。 
 必ずしも最新性を要求しない参照の場合 

 
例 2) 常に最新のデータを検索したい 
参照したレコードを占有せず、検索したレコードの排他を保持しないことで他の利用者が

当該レコードを更新可能な状態にします。この場合は SET TRANSACTION 文でトラン

ザクションモードの独立性水準で READ COMMITTED または、READ ONLY を指定す

るか、占有モード指定で FREE LOCK を指定します。 
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また、アプリケーション作成時の留意点として、以下を参照してください。 
 時間監視の設定 

以下の実行パラメタを指定することによって、アプリケーションが排他待ちによって

処理を待たされた場合に、無限に待ち続けることを抑止することができます。 
 TRAN_TIME_LIMIT 

1 つのトランザクションで使用可能な時間を指定することができます。なお、デ

フォルト値は「0(無制限)」です。 
注意事項 ： USER_CONTROL=YES の場合は、本指定は無効となります。 

 WAIT_TIME 
Symfoware（サーバ側）からのデータ受信の待ち時間をクライアント側に指定し

ます。デフォルト値は「0(応答があるまで待ち続ける)」です。 
※実行パラメタ ISOLATION_WAIT=REJECT を設定した場合、WAIT_TIME
パラメタに関係なく排他が発生した時点でエラーとなりクライアント側に処理を

戻すことが可能です。 
 

なお、アプリケーションの排他待ち状態は、rdblkinf コマンドの l オプションで確認するこ

とができます。 

Status に出力された内容で、排他待ち状態を確認することができます。 
USER2 の SQL が「実行中」で、USER1 の SQL が「排他待ち」 の状態になっています。 

 
4.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
性能劣化 

(2) 現象/原因 
オンライン業務の処理遅延が発生。 
例：受注サーバが使用不可。 

rdblkinf ‐l 

 

RDBII rdblkinf DATE:2012/09/28 TIME:16/01/09 

 

DSI‐name : TESTDB.TESTDSI_1 

 

Status  Uid    Pid    Type  Name            Unit  Purpose 

WAIT    USER1  16417  SQL   APL01/CONNECT1  DSI   UPDATE 

ACTIVE  USER2  16309  SQL   APL05/CONNECT5  DSI   UPDATE 
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15 分もの間、各営業でオーダ発行できず。 
不適切な排他設定での同時実行処理のためです。 
 参照処理と更新処理の競合による排他待ちが発生 
 排他の単位がページのため、先行の処理がページを占有 

 
 
4.1.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  
1.1.8 資源の競合が起きた場合の制御 

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
2.33 rdblkinf 
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4.2. デッドロックについて(アプリケーション開発時の留意点) 

 
4.2.1. 留意点 

【概要】 
２つ以上のトランザクションが同時に実行され、かつ、そのうちの１つでもデータベースの

内容を変更する SQL 文（INSERT／DELETE／UPDATE）を実行する場合は、デッドロ

ックが発生する可能性があるものと考えてください。したがって、アプリケーションではデ

ッドロック発生時にリトライを行うなどの考慮を忘れないようにしてください。 
また、コミット処理もデッドロックの構成要素になるので、デッドロック発生時の対処を忘

れないようにしてください。 
※コミット処理は、デッドロック以外に、テンポラリログ域不足でエラーとなる可能性があ

ります。 
 
【詳細】 

以下にデッドロックの発生頻度を少なくする方法を示します。 
 ロックの単位を変える 

 オンライン処理で、トランザクション内で少数レコードをアクセスするなら行単位の

排他を検討します。排他の単位を小さくすることで、トランザクションの同時実行性

能が向上すると同時に、排他の競合頻度が少なくなるため、デッドロックの発生頻度

が少なくなる可能性があります。 
 動作環境ファイルに“R_LOCK”を指定し、行排他とする方法があります。 

※ R_LOCKを指定し、行排他とした場合でも、COMMIT文と他のSQL文との間で、

デッドロックが発生する可能性があります。COMMIT 文の実行において、トラン

ザクション中に行った更新内容をデータベースに反映するとき、インデックスの

更新のために排他を獲得するためです。行排他とした場合も、デッドロックが発

生した場合のリトライについて考慮する必要があります。 
 

 参照のみの業務は排他なしを検討する 
 大量のデータを参照する業務や、参照のみの業務において、更新中のデータを参照し

て支障がない場合は、排他なしの検索を検討します。 
 排他なしの検索にするには、トランザクションの独立性水準に READ 

UNCOMMITTED を指定して、そのトランザクションで排他を獲得しないようにす

る方法と、イルシデーションロックを使用して、占有モードに“NO LOCK”を指定

し、SQL 文単位に排他を獲得しないようにする方法があります。 
 

 SQL 文で更新する表の処理順を同じにする 
 複数の表を更新する場合には、更新する表の順番をアプリケーションで同じにして、

データベースの更新がクロスしないようにします。 
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 アクセスする行を局所化する 

 Symfoware は、アプリケーションに返した行だけでなく、アクセスした行全てに排

他を獲得します。適切なインデックスを定義してアクセスする行を局所化することで、

トランザクションの多重実行性能が向上すると同時にデッドロックの発生頻度を減ら

すことができます。 
 適切なインデックスが使用されているかどうかの確認とチューニング方法はマニュア

ル“SQLTOOL ユーザーズガイド”を参照してください。 
 

 一度読み込んだ行を更新する時は、読込み時から非共用モードで目的の行を占有しま

す。以下の何れかの方法で可能です。 
 カーソルで更新する場合は、カーソルの更新可能句に FOR UPDATE を指定し

ます。 
 UPATE 文探索、DELETE 文探索は、内部的に参照する行を共用モードで参照

し、更新する時に非共用モードで再度占有しているため、動作環境パラメタの

USQL_LOCK に“EX”を指定することで、検索時から非共用モードで行を占

有します。 
 単一行 SELECT 文で検索した行を更新する場合は、単一行 SELECT 文の占有

モードに“EXCLUSIVELOCK”を指定します。 
イルシデーションロックをサポートしていないバージョンの Symfoware では

単一行 SELECT 文を FOR UPDATE を指定したカーソルに変更します。 
 

 検索処理の排他を SQL 文毎に開放する 
 一度参照したデータを他のトランザクションで更新されても良い場合は、イルシデー

ションロックを使用して、占有モードに“FREE LOCK”を指定し、SQL 文の実行

後に排他を開放することで、デッドロックの発生が減ることがあります。 
 イルシデーションロックをサポートしていないバージョンの Symfoware ではトラン

ザクションの独立性水準にREAD COMMITTED を指定するか、単一行の場合には、

READ ONLY を指定します。 
 

 COMMIT の回数を増やす 
 COMMIT の回数を増やすことによって、占有資源を少なくしてデッドロックを減ら

します。トランザクションの整合性を保てる範囲で COMMIT の実行回数を増やすこ

とを検討します。 
 

 更新トランザクションでも参照排他を外す。(同じ行の更新が同時に発生しない場合に

検討する) 
 同じ行の更新が同時に発生しないことが明らかである場合で、業務ロジックでデータ
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の整合性が保証できるなら、更新を行う業務の検索部分にも排他なしを検討します。

排他なしにするには、トランザクションの独立性水準とアクセスモードに READ 
UNCOMMITTED、READ WRITE を指定する方法と、イルシデーションロックを

使用して、UPDATE 文やDELETE 文、SELECT 文の占有モードに“NO LOCK”

を指定する方法があります。 
 なお、UPDATE 文や DELETE 文に NO LOCK を指定しても更新した行には排他を

獲得するので、トランザクションが終了するまで、他のトランザクションから更新さ

れることはありません。 
 
4.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 デッドロックが発生し、SQLSTATE に“トランザクションの直列化に失敗”を表す

例外コードが設定されます。 
 
4.2.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  
 1.1.9 行単位の排他を使用する場合の注意事項 
 1.1.10 デッドロックの対処方法 
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4.3. ロック(資源占有)単位とその選択の考え方 

 
4.3.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware では、資源を占有する単位として、行（デフォルト）、ページ、DSI の 3 種類

をサポートしています。 
行ロックの場合は、アプリケーションがアクセスするデータを含む行が占有の対象になりま

す。このとき、データの参照または更新のための走査対象行も占有の範囲に含まれます。ぺ

ージ単位のロックの場合は、アプリケーションがアクセスするデータを含むぺージが占有の

対象になります。DSI 単位のロックの場合には、アプリケーションがアクセスするデータを

含む DSI が占有の対象になります。占有単位を指定するには、以下の方法があります。 
 動作環境ファイルの実行パラメタ DSO_LOCK および R_LOCK での指定 
 Symfoware/RDB による選択 

 
【詳細】 

以下に占有単位とその設定方式を示します。 
 行 

 クライアント用の動作環境ファイルまたはシステム用動作環境ファイルに、以下

の指定をすると、行単位の占有となります。 
 R_LOCK=(YES) 
以下の指定をすると、行単位の占有が行われません。この場合、DSO_LOCK が

指定されていれば、その設定にしたがいます。DSO_LOCK が指定されていなけ

れば、Symfoware/RDB が占有の単位としてページまたは DSI を自動的に選択

します。 
 R_LOCK=(NO) 
R_LOCK の指定を行わない場合は、R_LOCK=(YES)が指定されたとみなされま

す。行単位の占有を行わない場合は、R_LOCK=(NO)を指定してください。 
 環境変数に次の指定をすることにより、行単位の占有となります。 

 RDBRLOCK=YES 
［注意］ 
 DSO_LOCK と R_LOCK=YES は、両方を同時に指定することはできません。 
 環境変数と動作環境ファイルの両方に設定した場合は、環境変数への設定が優先

されます。 
 
 ページ 

 クライアント用の動作環境ファイルに次の指定をすることにより、ページ単位の

占有となります。DSO_LOCK=(DSO 名/P{占有モード}{,DSO 名/P{占有モード}
…}) 
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 環境変数に次の指定をすることにより、ページ単位の占有となります。

RDBDSO=(DSO 名/P{占有モード}{,DSO 名/{占有モード}…}) 
 行ロックを行わない指定がされ、かつ、明示的に占有単位を指定しない場合、

Symfoware は、SQL 文ごとにアクセスするデータの範囲の大きさに応じて、占

有単位を自動判定します。このとき、表に対し、アクセスするページ数が少ない

場合は、ページ単位の占有となります。 
 

 DSI 
 クライアント用の動作環境ファイルに次の指定をすることにより、DSI 単位の占

有となります。 
 DSO_LOCK=(DSO 名{占有モード}{,DSO 名{占有モード}…}) 

 環境変数に次の指定をすることにより、DSI 単位の占有となります。 
 RDBDSO=(DSO 名{占有モード}{,DSO 名{占有モード}…}) 

 行ロックを行わない指定がされ、かつ、明示的に占有単位を指定しない場合、

Symfoware は、SQL 文ごとにアクセスするデータの範囲の大きさに応じて、占

有単位を自動判定します。このとき、表に対し、アクセスするページ数が多い場

合は、DSI 単位の占有となります。 
 
4.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 行ロックを行わない指定になっていたため、ロックの単位がページになり、排他待ち

が発生して同時実行性能が上がらなかったためです。 
 

※ なお、行単位の排他は、OLTP 等の少量データアクセス向けの占有方式です。し

たがって、大量データのアクセスを行う業務で行単位の排他を選択した場合、ア

クセスしたデータに相乗して、行毎の排他情報を大量に保持することとなり、処

理効率が悪くなります。したがって、このような業務に際しては、行単位の排他

は選択しないようにしてください。 
 
4.3.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編) 
1.1.7.1 排他の属性と選択方法 
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4.4. アプリケーションと RDBコマンド間の排他について 

 
4.4.1. 留意点 

【概要】 
アプリケーションと RDB コマンド間でも、データベースの同一資源に対してアクセスする

場合は、整合性を保つために排他処理が行われます。 
したがって、業務中にRDB コマンドを実行すると、思わぬ排他待ちを引き起こしてしまう

可能性があるので、注意が必要です。 
 
【詳細】 

注意が必要なコマンドを以下に列挙します。詳細は 3. 備考に記載しているマニュアルを参

照してください。 

コマンド 意味 排他有無 備考 

rdbunl データのファイルへの抽出 参照排他  

rdbups 最適化情報の設定 参照排他 9.0.0以降は排他無 

rdbudsi DSIの使用状況表示 参照排他 8.0.0以降は排他無 

 
4.4.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 排他制御に関する配慮なしに、コマンドとアプリケーションを同時実行したため、排

他待ちが発生し、オンライン業務の処理遅延が発生します。 
 コマンドとアプリケーションがデータベースの同一資源に対し、同時にアクセ

スした 
 アプリケーション側でコマンド実行による排他待ちが発生した 

 
例 ： 夜間バッチで実行した rdbunl コマンドが処理遅延し、翌朝の業務開始に間に合わ

ず、当コマンドがオンライン業務と競合。 
結果、日中業務の電子カルテシステムが使用不可になった。 
 

4.4.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  
 付録 D アプリケーションおよび RDB コマンド間の排他 
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4.5. ユーティリティコマンドとアプリケーション同時実行トラブル回避 

 
4.5.1. 留意点 

【概要】 
ユーティリティコマンドによる処理を行う場合、その処理対象 DSI へアプリケーションか

らの参照・更新処理が実行中でないことを事前に確認することを、ユーティリティコマンド

実行手順として組み込んでください。 
また、アプリケーションによる処理を行う場合、その処理対象表に関連する DSI へユーテ

ィリティコマンドが実行中でないことを事前に確認することを、アプリケーション実行手順

として組み込んでください。 
 
【詳細】 

rdbsloader、rdbsaloader、rdbsuloader、rdbunl コマンド(以下、ユーティリティコマンド

と略します) 実行時に、ユーティリティコマンドが以下のメッセージを出力してエラー終了

する場合があります。 
qdg03200u DSI 'DSI 名' は他の利用者が更新中です 
qdg03204u DSI 'DSI 名' は他の利用者が参照または更新中です 

 
本エラーは、ユーティリティコマンドの処理対象 DSI に対し、アプリケーションからの参

照・更新処理が実行中の場合に発生します。 
また、アプリケーション実行中に、アプリケーションが以下のメッセージを出力してエラー

終了する場合があります。 
JYP5013E スキーマ“スキーマ名”の表“表名”内に定義されている DSI“DSI 名”は

利用規定されています． 
 
本エラーは、アプリケーションの処理対象表に関連する DSI に対し、rdbfmt、rdbsloader、
rdbsaloader、rdbsuloader コマンド(以下、ユーティリティコマンドと略す)が処理を実行中

の場合に発生します。 
 

【対処方法】 
< ユーティリティコマンドを実行する場合 > 
 実行中のアプリケーションのコネクション切断または終了を待ってから、ユーティリ

ティコマンドを実行してください。 
 コネクションプーリングを使用している場合は、実行中のアプリケーションの終了を

待ってから、ユーティリティコマンドを実行してください。 
 
< アプリケーションを実行する場合 > 
 実行中のユーティリティコマンドの終了を待ってから、アプリケーションを実行して
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ください。 
 

アプリケーションまたはユーティリティコマンドが実行中であることは、rdbps コマンドで

確認してください。 
 
4.5.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 実行したユーティリティコマンドまたはアプリケーションがエラー終了します。 
 ユーティリティコマンドの処理対象 DSI に対してアプリケーションが参照、更新処理

を実行しているためです。 
 または、アプリケーションの処理対象表に関連する DSI に対してユーティリティコマ

ンドが処理を実行中のためです。 
 
4.5.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  
 付録 D アプリケーションおよび RDB コマンド間の排他 
 

rdbps コマンドの詳細については、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”

を参照してください。 
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4.6. DDL実行(定義変更/追加)と占有エラーの回避 

 
4.6.1. 留意点 

【概要】 
データベースの定義変更を実施する前に、必ず利用者からのコネクションがないことの確認、

およびアプリケーションの停止を実行手順として組み込んでください。 
 
【詳細】 

RDB システム管理者がデータベースに対して表定義の変更や追加、または DSI の追加を実

行する際、その対象資源に対して過去に 1 度でもアクセスしたコネクションが存在すると、

実行した DDL が以下のメッセージを出力してエラー終了する場合があります。 
JYP3913E 表 '表名' を他の利用者が占有しています． 

 
表の定義変更・追加(ALTER TABLE 文)、DSI の追加(CREATE DSI 文)処理を実行する際、

処理対象の表に対して過去に 1 度でもアクセスしたことのあるコネクションが接続された

ままの状態であった場合エラーとなります。 
 
【対処方法】 

表の定義変更・追加、DSI の追加を実行する対象の表に 1 度でもアクセスしたことがある

コネクションがその後も接続状態にあることが原因のため、該当コネクションを切断する、

またはアプリケーションを停止したのち、DDL を再実行してください。 
該当コネクションを確認するためには、rdbps コマンドを使用します。 
表定義の変更や追加、DSI の追加などのデータベース管理業務の実行時は、実行対象に接続

されたままのコネクションが存在しないことを確認のうえ実施してください。 
 
4.6.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 実行した DDL がエラー終了します。 
 実行対象の表や資源に過去にアクセスしたコネクションが接続状態のまま残っている

ためです。 
 
4.6.3. 備考 

rdbps コマンドの詳細については、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”

を参照してください。 
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4.7. データベース資源を占有しているコネクションの強制切断方法 

 
4.7.1. 留意点 

【概要】 
データベースの資源を占有しているコネクションを強制切断したい場合は、rdbterm コマン

ドを使用して該当のコネクションを切断することができます 
 
【詳細】 

以下に、rdbterm コマンドを使用したコネクションの切断方法を示します 
 ローカルアクセスのコネクションを切断する場合 

 rdbterm コマンドに -p を指定し、プロセス ID/セション ID を指定します。 
 [指定形式] 

rdbterm -p プロセス ID [ /セション ID ][{ ,プロセス ID [/ セション ID]}...]} 
 [指定例] 

アプリケーションプロセス ID が 1732、セション ID が 2 のコネクションを切断す

る場合 

 
※ -p でプロセス ID だけを指定した場合、指定されたプロセス ID に含まれる全

てのセション ID のコネクションを切断します。 
 

 リモートアクセスのコネクションを切断する場合 
 rdbterm コマンドに -i を指定し、IP アドレス/プロセス ID/セション ID、または接続

端末のホスト名/プロセス ID/セション ID を指定します。 
 [指定形式] 

rdbterm -i { -i { IP アドレス | 接続端末のホスト名 } [ /プロセス ID [ /セション

ID ]] 
[{ , { IP アドレス | 接続端末のホスト名 } [ /プロセス ID [/ セション ID ]]}...] 

 [指定例] 
xxx.xxx.xxx.xxx の IP アドレスの環境で、アプリケーションプロセス ID が 1732、
セション ID が 2 のコネクションを切断する場合 

 
※ -i で IP アドレスまたは接続端末のホスト名だけを指定した場合、指定された

IP アドレス、または接続端末のホスト名の、全てのコネクションを切断しま

す。 
※ -i でセション ID を指定しなかった場合、指定されたプロセス ID に含まれる

全てのセション ID のコネクションを切断します。 

rdbterm -i xxx.xxx.xxx.xxx/1732/2 

rdbterm -p 1732/2 
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 プロセス ID とセション ID は、rdbps コマンド、または rdbcninf コマンドで確認でき

る 
 [実行例 rdbps -e] 

 赤枠で示す"Pid"の値がプロセス ID、"Sid"の値がセション ID です。 
 Type に [TCP/IP] と出力されているものが、リモートアクセスのコネクションです。 

[SQL] と出力されているものが、ローカルアクセスのコネクションです。 

 
 

 [実行例 rdbcninf -s] 
赤枠で示す値がプロセス ID、青枠で示す値がセション ID です。 

 
※ rdbterm コマンドで、複数の IP アドレスから Symfoware Server に接続されたコ

ネクションの全てを一括して切断する方法はありません。rdbps コマンド、

rdbcninf コマンドで確認できた IP アドレス、またはプロセス ID ごとに rdbterm
コマンドを実行する必要があります。 

 

RDBII rdbcninf DATE:2014/01/01 TIME:12/34/56 

 

Local Connection Status(exec/term/free/total) : 1/ 0/ 19/ 20 

 

Status  Idle   Tran   Type  Connection-Info 

EXEC    00:23  ACT    SQL   5052/2 

 

Remote Connection Status(exec/term/free/total) : 4/ 0/ 16/ 20 

 

Status  Idle   Tran   Type    Connection-Info 

EXEC    00:12  ACT    TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/1732/2 

EXEC    00:12  INACT  TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/1732/4 

EXEC    00:44  ACT    TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/3552/2 

EXEC    00:44  INACT  TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/3552/4 

Uid     Pid   Sid    Status  Elapse  Type    Name 

USER01  5420  -----  ACT     0:00    RDBCMD  rdbps 

USER02  1732  4      INACT   0:12    TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/TESTDB 

USER02  1732  2      INACT   0:12    TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/TESTDB 

USER03  5052  2      INACT   0:23    SQL     java/TESTDB 

USER02  3552  2      INACT   0:44    TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/TESTDB 

USER02  3552  4      INACT   0:44    TCP/IP  xxx.xxx.xxx.xxx/TESTDB 

ローカルアクセ

スのコネクショ

ンの情報 

リモートアクセ

スのコネクショ

ンの情報 
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4.7.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 オンライン業務の停止が継続します。 
 データベースの資源を占有しているコネクションが残存しているためです。 
 
4.7.3. 備考 

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
 2.9 rdbcninf 
 2.50 rdbps 
 2.69 rdbterm 
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4.8. DDLと RDBコマンドやアプリケーション同時実行トラブル回避 

 
4.8.1. 留意点 

【概要】 
データベース定義系 SQL(DDL)を実行する場合、その処理対象のデータベース資源に対し

て RDB コマンドやアプリケーションが実行中でないことを事前に確認することを、データ

ベース定義系 SQL 実行手順として組み込んでください。 
また、RDB コマンドやアプリケーションによる処理を行う場合、そのデータベース資源へ

データベース定義系 SQL が実行中でないことを事前に確認することを、RDB コマンドやア

プリケーション実行手順として組み込んでください。 
 
【詳細】 

データベース定義系 SQL 実行中に、データベース定義系 SQL が以下のメッセージを出力

してエラー終了する場合があります。 
JYP3911E データベース“データベース名”を他の利用者が占有しています． 
JYP3912E スキーマ“スキーマ名”を他の利用者が占有しています． 
JYP3913E 表“表名”を他の利用者が占有しています． 
JYP3914E トリガ“トリガ名”を他の利用者が占有しています． 
JYP3631E 順序“順序名”を他の利用者が占有しています． 
JYP2100E スキーマ“スキーマ名”のルーチン“ルーチン名”を他の利用者が占有して

います． 
JYP4271E データベーススペース“データベーススペース名”を他の利用者が占有して

います． 
JYP4730E DSO“DSO 名”を他の利用者が占有しています． 
JYP4731E DSI“DSI 名”を他の利用者が占有しています． 

本エラーは、データベース定義系 SQL の処理対象のデータベース資源に対して、RDB コマ

ンドまたはアプリケーションが処理を実行中の場合に発生します。 
 
また、RDB コマンドまたはアプリケーション実行中に、RDB コマンドまたはアプリケーシ

ョンが以下のメッセージを出力してエラー終了する場合があります。 
< RDB コマンドの場合 > 
qdg12032u データベース'データベース名'は他の利用者が使用中です 
qdg12585u データベース'データベース名'を他の利用者が占有しています 
qdg12034u スキーマ'スキーマ名'は他の利用者が使用中です 
qdg12586u スキーマ'データベース名.スキーマ名'を他の利用者が占有しています 
qdg12035u 表'スキーマ名.表名'は他の利用者が使用中です 
qdg12587u 表'データベース名.スキーマ名.表名'を他の利用者が占有しています 
qdg13646u トリガ'データベース名.スキーマ名.トリガ名'を他の利用者が占有していま
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す 
qdg13800u 順序'データベース名.スキーマ名.順序名'を他の利用者が占有しています 
qdg13538u ルーチン'データベース名.スキーマ名.ルーチン名'を他の利用者が占有して

います 
qdg12037u DSO'DSO 名'は他の利用者が使用中です 
qdg03200u DSI 'DSI 名' は他の利用者が更新中です 
qdg03204u DSI 'DSI 名' は他の利用者が参照または更新中です 
qdg12038u DSI'DSI 名'は他の利用者が使用中です 
< アプリケーションの場合 > 
JYP2089E データベース“データベース名”を他の利用者が占有しています． 
JYP2090E スキーマ“スキーマ名”を他の利用者が占有しています． 
JYP2091E スキーマ“スキーマ名”の表“表名”を他の利用者が占有しています． 
JYP2119E スキーマ“スキーマ名”のトリガ“トリガ名”を他の利用者が占有していま

す． 
JYP2301E スキーマ“スキーマ名”の順序“順序名”を他の利用者が占有しています． 
JYP2100E スキーマ“スキーマ名”のルーチン“ルーチン名”を他の利用者が占有して

います． 
JYP2092E スキーマ“スキーマ名”の表“表名”に含まれる DSO“DSO 名”を他の利

用者が占有しています． 
JYP2093E スキーマ“スキーマ名”の表“表名”に含まれる DSI“DSI 名”を他の利

用者が占有しています． 
本エラーは、RDB コマンドまたはアプリケーションの処理対象のデータベース資源に対し

て、データベース定義系 SQL が処理を実行中の場合に発生します。 
 
【対処方法】 

< データベース定義系 SQL を実行する場合 > 
 実行中の RDB コマンドの終了、またはアプリケーションのコネクション切断または

終了を待ってから、データベース定義系 SQL を実行してください。 
 コネクションプーリングを使用している場合は、アプリケーションの終了を待ってか

ら、データベース定義系 SQL を実行してください。 
 
< RDB コマンドやアプリケーションを実行する場合 > 
 実行中のデータベース定義系 SQL の終了を待ってから、RDB コマンドやアプリケー

ションを実行してください。 
データベース定義系 SQL、RDB コマンドまたはアプリケーションが実行中であるこ

とは、rdbps コマンドで確認します。 
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4.8.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 実行したデータベース定義系 SQL、RDB コマンドやアプリケーションがエラー終了

します。 
 データベース定義系 SQL の処理対象のデータベース資源に対して、RDB コマンドま

たはアプリケーションが処理を実行中のためです。 
 または、RDB コマンドやアプリケーションの処理対象のデータベース資源に対して、

データベース定義系 SQL が処理を実行中のためです。 
 
4.8.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  
 付録 D アプリケーションおよび RDB コマンド間の排他 

 
rdbps コマンドの詳細については、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”

を参照してください。 
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4.9. RDBコマンド実行時のディクショナリ資源排他の考慮について 

 
4.9.1. 留意点 

【概要】 
RDB コマンドを複数同時に実行する場合、または RDB コマンドとアプリケーションを同

時に実行する場合、または RDB コマンドと同時に自動容量拡張が発生する場合、排他エラ

ーになることがあります。そのため、RDB コマンドの実行結果を判定し再実行するように

設計してください。 
 
【詳細】 

以下の RDB コマンドを複数同時に実行する場合、または以下の RDB コマンドとアプリケ

ーションを同時に実行する場合、または RDB コマンドと同時に自動容量拡張が発生する場

合、データベースの定義情報（ディクショナリ資源）の整合性を確保するため、排他エラー

になることがあります。 
rdbalidx rdbalmdsi rdbbcmap rdbbcref rdbconbf 
rdbddlex rdbdisbf rdbdmp rdbexdsi rdbexecsql 

rdbexspc rdbfmt rdbgcdsi rdbinf rdbinh 

rdbpldic rdbpmt rdbprt rdbrcv rdbresident 

rdbrls rdbrtr rdbsaloader rdbsetrp rdbsloader 

rdbspcinf rdbsuloader rdbudsi rdbunl rdbunlsql 

rdbups rdbupt    

 
排他エラーになると、以下のいずれかのメッセージを出力して異常終了します。 
＜rdbddlex, rdbexecsql コマンドが排他エラーになった場合＞ 

 
 
＜上記以外の RDB コマンドが排他エラーになった場合＞ 

 
 
 
【対処方法】 

 
＜rdbfmt, rdbsaloader, rdbsuloader, rdbgcdsi コマンドが排他エラーになった場合＞ 
同時に実行した RDB コマンドまたはアプリケーションまたは自動容量拡張が終了するの

qdg12212u:RDBIIディクショナリでデッドロックが発生しました  

qdg12939u:RDBIIディクショナリでデッドロックが発生しました  

qdg20279u:RDBIIディクショナリでデッドロックが発生しました 

JYP2099E:デッドロックが発生しました 
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を待ってから、以下の対処を実施してください。詳細は、マニュアル“Symfoware Server 
RDB 運用ガイド”を参照してください。 
 
排他エラーになっ

た RDB コマンド 
対処 

rdbfmt 排他エラーになった rdbfmtコマンドのmオプションに idを指定し

て実行することにより、対象 DSI を再初期化してください。 
rdbsaloader rdbinfコマンドの iオプションにDSI名を指定してDSIの状態を表

示します。この状態ごとに以下の対処を実施してください。 
・Cause が ALD(追記処理の異常) 
排他エラーになった RDB コマンドを再実行してください。 

・Cause が TIH(ロールバックの異常) 
以下を実施してください。 
1.リカバリ操作(※1） 
2.排他エラーになった RDB コマンドを再実行 

rdbsuloader 以下を実施してください。 
1.リカバリ操作(※1） 
2.排他エラーになった RDB コマンドを再実行 

rdbgcdsi 以下を実施してください。 
1. rdbrls コマンドに rrw オプションを指定して実行することによ

り、対象 DSI の参照更新抑止の利用規定を解除 
2.リカバリ操作(※1） 
3. 排他エラーになった rdbgcdsi コマンドのオプション指定に応じ

て以下を実施 
 (a) E オプション（DSI の拡張と再編成）を指定した rdbgcdsi コ

マンドで排他エラーになった場合、E オプション指定で

rdbgcdsi コマンドを再実行 
 (b) G オプション（DSI の再編成）を指定した rdbgcdsi コマンド

で排他エラーになった場合、rdbgcdsi コマンドの再実行は不要 
 (c) R オプション（rdbgcdsi コマンド失敗時の再実行）を指定した

rdbgcdsi コマンドで排他エラーになった場合、以下を実施 
－再実行前に実行した rdbgcdsi コマンドが E オプション指定

だった場合、E オプション指定で rdbgcdsi コマンドを再実

行 
－再実行前に実行した rdbgcdsi コマンドが G オプション指定

だった場合、rdbgcdsi コマンドの再実行は不要 
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※1)リカバリ操作 
rdbsaloader, rdbsuloader, rdbgcdsi コマンド実行前に採取したアンロードデータを

rdbsloader コマンドでロードしてください。 
アンロードデータは、rdbsaloader, rdbsuloader, rdbgcdsi コマンド実行前に RDB コ

マンドの異常終了時のリカバリに備えて対象の DSI のアンロードデータを rdbunl コ
マンドで採取しておきます。この操作は排他エラーに限らずrdbsaloader, rdbsuloader, 
rdbgcdsi コマンド異常終了時の一般的な操作です。 

 
＜上記以外の RDB コマンドが排他エラーになった場合＞ 
同時に実行したRDBコマンドまたはアプリケーションまたは自動容量拡張が終了するの

を待ってから、排他エラーになった RDB コマンドを再実行してください。 
［注意事項］ 

rdbddlex, rdbexecsql コマンドの場合には以下の注意事項があります。 
－入力ファイルを用いて rdbddlex, rdbexecsql コマンドを実行した場合は、排他エラ

ーになるまでに正常に実行された SQL 文を除いて再実行してください。 
－メッセージ JYP2099E は、ディクショナリ資源の排他エラー以外の場合にも出力

されます。そのため、メッセージ JYP2099E の利用者の処置を参照して原因を取

り除いてから再実行してください。 

 
なお、シェルスクリプト等からRDB コマンドを実行している場合は、標準エラー出力から

メッセージを取得し、上記の対処を実施するように設計してください。 
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[例]bash の場合 

 
   
4.9.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
実行したRDB コマンドが異常終了し、目的の処理が実施できません。 
実行したRDB コマンドが排他エラーになった場合に必要な RDB コマンドの再実行を

行っていなかったことが原因です。 
 
4.9.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド 
第 11 章 異常時の運用  

11.7 データベースのリカバリ 
11.7.2 コマンドがエラーになった場合のロールバック不可からのリカバリ 

#!/bin/bash 

while : 

do 

  RDBコマンド 1> /var/tmp/outfile01.txt 2>&1 

 

 ##  ＜rdbddlex, rdbexecsqlコマンド以外でのメッセージ＞ 

    grep qdg12212u /var/tmp/outfile01.txt >  /var/tmp/outfile02.txt 

    grep qdg12939u /var/tmp/outfile01.txt >> /var/tmp/outfile02.txt 

    grep qdg20279u /var/tmp/outfile01.txt >> /var/tmp/outfile02.txt 

 ##  ＜rdbddlex, rdbexecsqlコマンドでのメッセージ＞ 

  # grep JYP2099E /var/tmp/outfile01.txt >  /var/tmp/outfile02.txt 

 

  if [ ! -s /var/tmp/outfile02.txt ] ; then 

    cat /var/tmp/outfile01.txt 

    break 

  fi 

  ## 同時実行するコマンドの処理時間を考慮して、再実行の間隔を 

  ## 指定してください（数秒～数分等） 

  sleep 3 

done 
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5. システムの監視を怠るべからず 

Symfoware の機能を使用して、２４時間３６５日連続運転のシステムを実現する場合でも、シ

ステムの監視を怠ることはできません。これは、突発的にデータが増加し見積りとズレが生じ 
たり、予期せぬトラブル等に見舞われる可能性があるためです。また、Symfoware の機能につ

いても１００％万能ではありませんので、ある程度のシステム監視を行う必要があります。 
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5.1. データベースの容量監視の必要性と容量拡張方法 

 
5.1.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware では表の DSO 定義で ORDER(1)、インデックスの DSO 定義で再配置指定

（REALIGNMENT）を指定することにより、データ格納時に自動再配置を行います。 
しかし、データの追加、更新、および削除が頻発した際に Symfoware の自己調整の範囲内

ではデータ格納の効率を維持できず、データベースの容量不足になる可能性があります。

DSO 定義で ORDER(0)、縮退指定（DEGENERATE）を指定の場合、または再配置指定

（REALIGNMENT）も縮退指定（DEGENERATE）も未指定の場合、ORDER(1)、再配

置指定（REALIGNMENT）を指定の場合と比べて、さらに危険度が増します。 
また、本番運用を開始してから当初の見積りよりも多いデータ量が処理されてデータベース

の容量不足になる可能性もあります。 
このようなことから、データベースの空き容量の監視は必要です。 
データベースの容量監視は rdbspcinf コマンド、rdbinf コマンドまたは rdbudsi コマンドで

行います。 
アラーム通知(メッセージ出力による通知)による容量監視も可能である。アラーム通知の設

定は rdbalmdsi コマンドで行います。 
データベースの容量を拡張するには rdbalmdsi コマンドによる動的（自動）容量拡張と

rdbgcdsi コマンドによる静的容量拡張があります。 
 

【詳細】 
 データベースの容量監視方法 

 データベースの容量監視をする目安は各システムのデータ更新頻度によって異なりま

すが、１週間に１回、最低でも１ヶ月に１回程度は実施する必要があります。 
 容量監視には、rdbspcinf コマンド、rdbinf コマンド、rdbudsi コマンドまたは

rdbalmdsi コマンドを使用します。 
 データベーススペース使用状況を監視する場合 

          
※DSI の自動容量拡張を設定している場合は、DSI および DSI の拡張先となって

いるデータベーススペースに対して rdbspcinf コマンドを実行します。 
 DSI の使用状況を監視する場合 

DSI の使用状況の監視には、rdbinf コマンドまたは rdbudsi コマンドを使用しま

す。 
rdbudsi コマンドは DSI の全ページにアクセスするため、業務運用中に使用する

場合は、排他制御（※）やディスク負荷の増加に対する注意（業務の負荷が低い

時間帯に実行する等）が必要です。そのため、以下の DSI を対象とした使用状況

rdbspcinf -p データベース名.データベーススペース名 -f 
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の監視は、rdbinf コマンドの使用を推奨します。 
- DSO 定義で ORDER(0)を設定している DSI の場合 
- 主な利用方法がデータの追加である表の DSI の場合 

            
※DSI の自動容量拡張を設定していない場合は、各 DSI に対して rdbinf コマンド

を実行します。 
 

            
※DSI の自動容量拡張を設定していない場合は、各 DSI に対して rdbudsi コマン

ドを実行します。 
 

なお、rdbinf コマンドと rdbudsi コマンドで表示される使用率には以下の違いが

あるので、誤認しないよう注意が必要です。 

コマンド 使用率の意味 

rdbinf 割付けページに対して、現在までに使用されたことがあるページの割合 

rdbudsi 割付けページに対して、現在使用されているページの割合 

 
 DSI のアラーム通知を設定する場合 

           
DSI の使用ページ容量をアラームポイントとして定義しておくことで、使用ペー

ジがアラームポイントを含むページに達した場合、アラーム通知のメッセージ

(qdg02864i)が、RDB 構成パラメタファイル：RDBREPORT に指定したメッセ

ージログファイルに出力されます。ただし、rdbupt コマンドを除く RDB コマン

ドの場合は、アラームポイントを超えた契機でメッセージが出力されます。 
詳細は、「5.1.3. 備考」で示したマニュアルの 「データベースのアラーム通知」

を参照してください。 
※アラーム通知を使用する場合の主な注意事項 
 アラームポイントは、該当の DSI のページ長の倍数で指定してください。 
 アラーム通知は、1 つの DSI に対して一度だけ通知されます。その後に以下

の操作を行った場合には、アラームの通知が行われていない状態になります。 
 Symfoware/RDB の停止 
 rdbalmdsi コマンドによるアラームポイントの変更 
 rdbfmt コマンドの実行 
 rdbsloader コマンドの実行 

rdbalmdsi -i データベース名.DSI名 -a アラームポイント 

rdbudsi -i データベース名.DSI名 -f -d インターバル値 

rdbinf -i データベース名.DSI名 
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 rdbgcdsi コマンドの実行 
 設定したアラームポイントは rdbprt コマンド(定義情報の出力)で確認できま

す。 
 

 DSI の容量不足の原因の確認と対処 
 容量不足の原因として、純粋な容量不足と、フラグメンテーション(※1)による容量不

足があります。 
 このため、rdbudsi コマンドにより出力される情報を元に原因を確認し、対処方法を

決定してください。 
 詳細は、「5.1.3. 備考」で示したマニュアルの「DSI の容量監視」 を参照してくださ

い。 
 「使用中のページに対してデータが格納されている領域の割合」 が小さい場合 

フラグメンテーションによる影響が大きいため、DSI の再編成を行います。 
 「使用中のページに対してデータが格納されている領域の割合」 が大きい場合 

フラグメンテーションによる影響はなく、純粋に DSI の容量不足。DSI の容量

拡張を行います。 
 ※1) フラグメンテーションは以下の場合に発生することがあります。 

- データの更新や削除を繰り返し実施した場合 
- DSI 再編成後のデータ格納操作においてページスプリットが多発した場合 

 なお、インデックスのフラグメンテーションは、縮退指定や再配置指定を使用す

れば、発生を軽減することができます。 
 このため、縮退指定、再配置指定の使用を推奨します。 

- 縮退指定の場合：空き状態になったページを解放し、利用可能なページを確

保する 
- 再配置指定の場合：縮退指定の動作に加えて、隣接する空き領域のページを

１つに結合し、利用可能なページを確保する 
 
【DSI の再編成の方法】 

rdbsloader コマンドまたは rdbgcdsi コマンドを実行して DSI を再編成します。 
詳細は、「5.1.3. 備考」 で示したマニュアルの 「再編成」 を参照してください。 
※インデックス DSI の INDEX 部は、rdbalmdsi コマンドでアラームポイントを設定す

ることができないため、アラームメッセージは出力されません（自動容量拡張は対象）。 
このため、更新が大量に発生するインデックスの DSI は、自動容量拡張を設定しておく

ことを推奨します。 
 

【DSI の容量拡張の方法】 
DSI の容量拡張には静的容量拡張と動的容量拡張の 2 つの方法があります。 
詳細は、「5.1.3. 備考」 で示したマニュアルの 「再編成」 を参照してください。 
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 静的容量拡張 
rdbgcdsi コマンドを使用して拡張を行います。 
rdbgcdsi を使用してデータベースの再配置や拡張を行う前後では、“参照更新抑止”

の設定と解除を行う必要があります。 
 動的容量拡張 

rdbalmdsi コマンドを使用して、DSI に対する拡張契機の通知と自動拡張を定義し

ます。 
 
【DSI の容量拡張の注意事項】 

以下の点に注意して、拡張量と拡張契機を調整する必要があります。 
 DSI の容量拡張時に拡張域を初期化するため、拡張量に応じて容量拡張に時間がか

かります。 
逆に拡張量を小さくして、DSI の容量拡張が頻繁に行われ、容量拡張回数が 1000
回を超えた場合も、容量拡張に時間がかかるようになります。 

 動的容量拡張は非同期で動作しますが、1 回の容量拡張に時間がかかると、SQL 文

や RDB コマンドの動作と容量拡張が同時に動作する場合があり、SQL 文や RDB
コマンドの性能に影響します。 
DSI の動的容量拡張の開始後、拡張契機で指定した空きページ容量を使い切るまで

に容量拡張が完了するように、拡張量と拡張契機を調整してください。 
動的容量拡張の開始および完了は、RDB 構成パラメタファイル：RDBREPORT に

指定したメッセージログファイルに出力されるメッセージ(qdg02868i および

qdg02865i) により確認できます。 
 インデックス DSI の INDEX 部は、下位の BASE 部に空きが作成されないと、再

配置を行いません。このため、インデックスデータの更新が多発すると、容量不足

になる可能性があります。容量不足の発生確率を減らすには、INDEX 部のページ

サイズを小さくすることが有効ですが、バッチ処理等で大量のページを更新する場

合には、性能が劣化することがあるので注意が必要です。 
 
【補足】 

 DSI の容量拡張方法として以下に示す機能もあります。 
詳細は、「5.1.3. 備考」 で示したマニュアルの 「表の DSI 定義」、「格納構造定義

の変更」 を参照してください。 
 静的容量拡張 

DSI 定義文（CREATE DSI 文）からアラームポイント・容量拡張定義を指定

できる。 
 動的容量拡張 

ALTER DSI 文に DSI の容量拡張指定(EXPAND 指定)が行え、ユーザ指示に

よる計画的な DSI の容量拡張ができる。 
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 自動容量拡張の自動設定 

RDB 構成パラメタ「RDBEXPDSI」により自動容量拡張の自動設定が行われます。

省略時は、自動容量拡張設定を Symfoware が自動設定します。 
本設定によって、DSI 定義時の拡張指定忘れ、または DSI 定義後に rdbalmdsi コ
マンドの実行を忘れ、アラームポイント・容量拡張定義が未指定の状態で運用した

ことで、DSI の容量不足エラーを引き起こすといった事例の発生を未然に防止する

ことができます。 
詳細は、「5.1.3. 備考」で示したマニュアルの「RDB 構成パラメタファイルによる

定義」を参照してください。 
 

5.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 DSI の領域不足により、データの更新／登録ができなくなり、以下のメッセージを出

力して業務が停止してしまう場合があります。 
 [メッセージ] 

 qdg12824u および JYP5039E : データベース“＊”に定義されている DSI“＊”

の容量が不足しました 
 qdg12825u および JYP5001E : スキーマ“＊”の表“＊”内に定義されている DSI

“＊”の容量が不足しました 
 

 
 

5.1.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド 
 4.3 データベースのアラーム通知 
 4.9.4 インデックスの自動再配置 
 7.5.1 DSI の容量監視 
 7.9 再編成 
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 Symfoware Server RDB 運用ガイド（データベース定義編） 
 2.7.4 表の DSI 定義 
 3.1.2 格納構造定義の変更 
 4.2.1 BTREE 構造 
 Symfoware Server セットアップガイド 

 4.1 RDB 構成パラメタファイルによる定義 
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5.2. 性能問題が発生した場合に原因を調査/特定するためには 

 
5.2.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware のパフォーマンスモニタを活用することで、処理が遅い SQL 文を特定すること

ができ、処理が遅くなっている原因の調査と、対策の検討を行うことができます。 
 
【詳細】 

パフォーマンスモニタを使用するためには、RDB 構成パラメタファイルにRDBPM パラメ

タ（パフォーマンスデータ格納ファイルの配置先となるディレクトリ） を指定した後、

rdbpmsetup コマンドでパフォーマンスモニタの環境設定を行う必要があります。 
[実行例] 
基準時間：10000 ミリ秒、状態サンプリング間隔：1000 ミリ秒、保存期間：168 時間(7
日間)、システム情報採取間隔：30 秒で、パフォーマンスモニタの環境を設定。 

rdbpmsetup -t 10000 -s 1000 -r 168 -i 30 

※ RDB 構成パラメタファイルは、Symfoware/RDB を停止したうえで編集してくだ

さい。また、編集した内容は、Symfoware/RDB を再起動することで有効になり

ます。 
 

パフォーマンスモニタは、SQL 文の処理時間の監視を行います。処理に時間がかかってい

る SQL 文（rdbpmsetup コマンドの基準時間で指定した時間を超えた SQL 文）を検出する

と、その SQL 文に関する情報を収集し、パフォーマンスデータ格納ファイルに蓄積します。

処理に時間がかかっている SQL 文に関する情報以外にも、アプリケーションの動作状況、

システム資源の使用情報、アプリケーションによって獲得される資源の占有情報も蓄積しま

す。蓄積されているデータは、rdbpmsqllist コマンドおよび rdbpmreport コマンドで取り

出します。 
 rdbpmsqllist 

 処理に時間がかかっている SQL 文の一覧を表示します。さらに、その SQL 文を依頼

したクライアントの情報、アクセスプランの情報を表示できます。 
 [実行例] 

2007/04/15 の 8:00 から 12:00 に、実行された SQL 文のうち、処理に時間がかかっ

ている SQL 文を表示。 
rdbpmsqllist -p 2007/04/15-8:00,12:00 

 

 rdbpmreport 
 アプリケーションの動作状況、システム資源の使用情報、アプリケーションによって

獲得される資源の占有情報に関して、情報が保存されている期間の任意の時間の情報

を取り出して表示可能です。 
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 [実行例] 
2007/03/14 の 15:00 から 16:00 の、アプリケーションの性能情報を表示。 

rdbpmreport -t 2007/03/14-15:00,16:00 -c application 

 
 
5.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

オンライン業務の処理が遅い。 
 【原因】 

アクセスデータが大量である、システムを最適にチューニングできていない等の理

由から、SQL 文の処理に時間がかかっているためです。 
 
5.2.3. 備考 

 Symfoware Server チューニングガイド  
 第 2 章 パフォーマンスモニタの概要  
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6. バックアップ運用設計を怠るべからず 

ディスク障害などによるデータ破壊に備えて、データベースのバックアップ運用を行う必要が

あります。どのようなバックアップを行えばどのようなリカバリが可能なのかといったことを

検討し、バックアップ運用を設計してください。 
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6.1. バックアップ/リカバリ運用設計の重要性 

 
6.1.1. 留意点 

【概要】 
何らかの原因でシステムが破壊されても復旧が可能なように、バックアップが必要なことは

言うまでもありません。 
さらに、どのリソースが破壊されてもデータベースを復旧できるようにバックアップ・リカ

バリの運用と手順をしっかりと決めておく必要があります。 
また、手順を明確にせずに実施し、復旧手番を間違えたため、リカバリ不可能な状態にして

しまうと、業務停止時間も長期にわたります。 
運用前のテストとして、十分なリハーサルを行うことを考えてください。 

 
【詳細】 

以下にバックアップ・リカバリの運用について、留意点を示します。 
 Symfoware の資源を配置するボリューム(ディスク)の構成情報のバックアップ

（prtvtoc コマンド）が考慮されているか？ 
 手順書が作成され、バックアップの運用手順は正しく実施されているか？(毎日全 DB

バックアップまたは分割バックアップなど) 
 全データベース(DSI)が漏れなく、バックアップされているか？ 
 バックアップ退避域の領域は十分足りているか？また、TAPE などへの２次退避も考

慮した運用となっているか？ 
 データベース（表 DSI）を配置しているディスクに障害が発生した場合の復旧手順は

確立しているか？ 
 RDB ディクショナリ、RDB ディレクトリファイルが配置されているディスクに障害

が発生した場合の復旧手順は確立しているか？ 
 アーカイブログファイルを配置しているディスクに障害が発生した場合の復旧手順は

確立しているか？ 
 インデックスを配置しているディスクに障害が発生した場合のインデックスの復旧手

順は確立しているか？ 
 操作の簡易化(自動化)は実施されているか？ 
 事前テストは実施されているか？ 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

115 

6.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 バックアップ/リカバリ不可 

(2) 現象/原因 
 バックアップ/リカバリの運用形態が未確立で、バックアップ/リカバリの操作ミスが発

生してデータベースを破壊したためです。 
 
6.1.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド  
 第 2 章 データベース完全性の保証の体系 
 4.4 異常時に備えたデータのバックアップ 
 第 5 章 媒体障害からのリカバリ 
 第 11 章 異常時の運用 
 第 15 章 Advanced Backup Controller 使用時の運用 
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6.2. ログなし運用時のアクセス禁止状態からのリカバリ方法 

 
6.2.1. 留意点 

【概要】 
ログなし運用状態でエラーが発生し、データベースがアクセス禁止状態（ロールバック不可

能のため）となった場合、アクセス禁止状態からリカバリ後に以下の方法でログ運用に戻し

ます。 
 rdbrcv コマンドを LOAD モードで実行します（対象資源のリカバリ） 
 rdbrls -n コマンドでログ運用に戻します 
 rdbdmp コマンドでバックアップを取得します 

 
または、以下の方法で退避時点までリカバリします。 
 rdbsloader コマンドに rdbunl コマンドの出力ファイルを指定して DSI を創成します 

 
6.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
機能の異常/処理結果異常 
例：夜間バッチでエラーとなり、翌日の業務開始が遅れた。 

(2) 現象/原因 
以下のメッセージが出力され、SQL エラーが発生します。 
「qdg03400u:ロールバックが不可能なため データベースをアクセス禁止状態にしま

した DB 名=‘DB’ DSI 名=‘DSI’」 
 
ログなし運用状態でエラーが発生 （rdbrtr –n オプション)したためです。 

 
6.2.3. 備考 

なし 
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6.3. アーカイブログ満杯による業務停止(アプリケーション無応答) 

 
6.3.1. 留意点 

【概要】 
アーカイブログファイル満杯時にアプリケーションが無応答になることを防止するには、シ

ステム用の動作環境ファイルに“ARC_FULL=RETURN”を指定します。 
本指定により、アプリケーションは無応答にならずにエラーが返却されて処理が復帰します。 
また、アーカイブログファイルが満杯になると業務が中断することから、アーカイブログフ

ァイルの状態を定期的に監視して、アーカイブログのバックアップまたは破棄を実施する必

要があります。 
なお、スケーラブルログ運用との組み合わせの場合、各ロググループに対してアーカイブロ

グのバックアップまたは破棄を実施する必要があります。 
なお、アーカイブログを破棄する場合、破棄直前に必ず全てのデータベースのバックアップ

をする必要があります。 
 
【詳細】 

アーカイブログ運用時、Symfoware はデータベースのリカバリ時に必要な更新ログをアー

カイブログファイルに採取しています。 
全てのアーカイブログファイルが満杯になった場合、更新ログが採取できなくなるため、満

杯状態が解消されるまでアプリケーションを待ち状態にしています。 
しかし、利用者にはこの状態がアプリケーション無応答のトラブルが発生したように見えま

す。 
また、アーカイブログファイル満杯状態が解消されるまで、業務が中断することになります。 
 
対処方法： 

(1) アプリケーション無応答を防止します 
システム用（またはクライアント用）の動作環境ファイルに ARC_FULL=RETURN を

指定することで、アプリケーションは無応答にはならず、以下のエラーが出力されて処

理が復帰します。 
（V10.0 以降では、ARC_FULL の省略値が WAIT から RETURN に変更されたため、

明にRETURN を指定する必要はありません） 
“JYP5071E アーカイブログファイルの不足が発生しました ” 
“qdg03132u アーカイブログファイルが満杯です” 
 

(2) アーカイブログファイルの状態を監視し、満杯状態のアーカイブログファイルを解消

します 
1) rdblog -V -a コマンドを定期的に実行して、アーカイブログファイルの状態

“status”が“full”（満杯）になっていないか確認します 
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<アーカイブログファイルの状態表示例>                 [補足] status の種類 

  
 

2) アーカイブログファイルの満杯状態を解消します 
- アーカイブログをバックアップする運用の場合 ： アーカイブログファイル

をバックアップします 

 
- アーカイブログをバックアップしない運用の場合 ： アーカイブログファイ

ルを破棄します 

 
※ 各ロググループに対して実施する場合は、g オプションでロググループ名を

指定します。 
※ rdblog コマンドおよび rdbdmp コマンドの詳細は、マニュアル“Symfoware 

Server コマンドリファレンス”を参照してください。 
※ アーカイブログをバックアップする運用およびバックアップしない運用の詳

細については、マニュアル“Symfoware Server RDB 運用ガイド”を参照

してください。 
 
 

1) アーカイブログファイルの強制切替え (rdblog -S -aコマンド) 

2) 対象 DSIの退避データの取得 (rdbdmpコマンド) 

3) アーカイブログの破棄 (rdblog -R -aコマンド) 

  ※満杯状態のログファイル数分だけ破棄を繰り返してください。 

[バックアップ実行例] 

  rdblog –B arc_back01@/work1 

  rdblog –B arc_back02@/work1 

： 

  満杯状態のログファイル数分だけバックアップします。 

empty 未使用 

using 使用中 

full  満杯 

inh 異常 

switch 強制切替 

icoff 破棄 

% rdblog -V -a 

serial#  status  total  used  avail  capacity ... 

    1  full    8G     8000M 8G     100% 

    2  full    8G     8000M 8G     100% 

    3  using   8G     7000M 1G     85% 

    0  empty   8G     0     8G     0% 

    0  empty   8G     0     8G     0% 
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6.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
アーカイブログファイルが満杯になった時にアーカイブログのバックアップや破棄

を実施しない場合。かつシステム用（またはクライアント用）の動作環境ファイルに

“ARC_FULL=RETURN”を指定しない場合、アーカイブログ満杯時にアプリケー

ションが無応答状態になります。 
また、アーカイブログファイルが満杯になると、アーカイブログのバックアップまた

は破棄をするまで、業務は中断した状態となります。 
これらは、アーカイブログファイルが満杯になったため、リカバリ時に必要な更新ロ

グが採取できなくなったことが原因です。 
 
6.3.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド  
4.2 システム用の動作環境ファイルによる定義 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド  
4.4 異常時に備えたデータのバックアップ 
5.3 アーカイブログ適用によるリカバリ 

 Symfoware Server コマンドリファレンス  
2.34 rdblog 
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6.4. DSI初期化・創成時のバックアップ/リカバリに関する留意点 

 
6.4.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware V7 以前では、DSI を初期化(またはロード系コマンド(後述の【詳細】を参照)）
した場合、初期化処理をロールバックして直前に戻す機能はありません。 
このため、誤って DSI を初期化した場合に備え、DSI を初期化する際は直前にリカバリポ

イントを設定する、またはバックアップデータを取得してリカバリ可能な状態にする必要が

あります。 
 
[補足]  
V8 からは DSI 初期化時に自動的にリカバリポイントを設定するよう改善しているため、初

期化直前の状態にリカバリすることが可能です。 
(ただし、アーカイブログ運用を行っている事が前提) 

 
【詳細】 

V7 以前では、誤って rdbsloader / rdbsaloader / rdbsuloader / rdbfmt コマンドを実行した

場合に備え、直前の状態までリカバリすることができるように以下の作業を行っておく必要

があります。 
(1) コマンド実行前にリカバリポイントを設定します 

 
(2) コマンド実行前にバックアップデータを取得します 

 
各 RDB コマンドの指定方法およびオプションの詳細はマニュアル“Symfoware Server 
コマンドリファレンス”を参照してください。 

 
6.4.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
バックアップ/リカバリ不可 

(2) 現象/原因 
操作ミス等により DSI を初期化した場合、運用直前の状態までリカバリすることがで

きません。 
バックアップ時点のデータまでしか復元できないためです。 
例 ： 現場 SE がバックアップと rdbsloader コマンドによる創成処理を間違えて実行

し、最新のデータが消えてしまった。 
 

rdbdmp -i データベース名.DSI名 -f 退避先情報 

rdbsetrp -i データベース名.DSI名 リカバリポイント名 
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6.4.3. 備考 

V8 以降では、リカバリポイント名に関する以下のメッセージを、コンソールおよび RDB
構成パラメタファイルの RDBREPORT で指定したメッセージログファイルに出力します。 

qdg14119i: リカバリポイントを設定しました 操作='s*' 対象資源='t*' リカバリポイン

ト名='u*' v*． 
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6.5. バックアップ作業時の留意事項について 

 
6.5.1. 留意点 

【概要】 
データベースのバックアップ処理を行う際は、その対象資源に対して利用者にアクセスさせ

ない運用を設計・計画してください。 
 
【詳細】 

データベースのバックアップなどメンテナンス中に利用者がデータベースにアクセスした

際、そのアクセス対象資源とメンテナンス対象資源が重なると利用者からのアクセスが以下

のメッセージを出力してエラーとなる場合があります。 
JYP5013E スキーマ 'スキーマ名' の表 '表名' 内に定義されている DSI 'DSI 名' は利

用規定されています． 
メンテナンス対象資源に対して設定した「更新抑止」の利用規定により、利用規定された資

源に対する利用者からのアクセスやアプリケーションによる SQL 実行は処理できません。

このため、バックアップ処理完了後に利用規定が解除されるまで利用者からのアクセスは不

可の状態となります。 
 
【対処方法】 

データベースのバックアップ処理を行う際は、その対象資源に対して利用者からアクセスさ

せないようにしてください。 
 
【システム構築時の留意事項】 

データベースのバックアップ処理と利用者からのアクセスを可能にする運用が必要な場合

は、下記製品の導入を検討してください。 
製品名 ： Symfoware Server Advanced Backup Controller 

 
6.5.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 利用者が利用規定された資源へのアクセスを実行できません。 
 アクセス対象の資源に対して、更新抑止の利用規定が設定されているためです。 
 
6.5.3. 備考 

Symfoware Server Advanced Backup Controller の詳細については、マニュアル

“Symfoware Server RDB 運用ガイド”を参照してください。 
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6.6. Symfoware/RDB資源を他製品でバックアップする際のトラブル回避 

 
6.6.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware/RDB 資源を、他製品 (ARCServe 等 ) でバックアップする場合は、

Symfoware/RDB が運用中でないことを事前に確認することを、バックアップ実行手順とし

て組み込んでください。 
 
【詳細】 

Symfoware/RDB に対する各操作が以下のようなシステムコールエラーのメッセージを出

力してエラー終了する場合があります。 
qdg03815u:アーカイブログファイル xxx(通番:xxx)の読み込み時に open システムコー

ルでエラーが発生しました errno=13 
qdg12275w:アーカイブログファイル xxx(通番:xxx)への書込み時に open システムコー

ルでエラーが発生しました errno=13 
本エラーは、Symfoware/RDB 運用中に Symfoware/RDB の資源を他製品(ARCServe 等)
でバックアップした場合に発生します。 

 
【対処方法】 

Symfoware/RDB が運用中でないことを確認してから、他製品のバックアップを実行してく

ださい。 
Symfoware/RDB が運用中でないことは、rdbchksanity コマンドで確認します。 
運用中の場合、rdbchksanity コマンドは正常終了します。 
運用中でない場合、rdbchksanity コマンドは次のメッセージを出力します。 

 qdg02250u:Symfoware/RDB が未起動または環境変数 RDBNAME が未設定のため

'rdbchksanity'コマンドは実行できません 
 
6.6.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 Symfoware/RDB に対する各操作がエラー終了します。 
 Symfoware/RDB 資源のファイルに対して、他製品のバックアップが処理を実行中の

ためです。 
 
6.6.3. 備考 

rdbchksanity コマンドの詳細については、マニュアル“Symfoware Server コマンドリフ

ァレンス”を参照してください。 
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Symfoware/RDB の資源の一覧については、下記マニュアルを参照してください。 
 Symfoware Server セットアップガイド  

第１章 セットアップ前の準備  
1.1 Symfoware/RDB の動作環境 

1.1.2 ファイル構成 
 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

125 

6.7. アーカイブログファイルの強制切替え時の留意事項 

 
6.7.1. 留意点 

【概要】 
アーカイブログファイルの強制切替えを行う場合は、未使用状態、または破棄状態のアーカ

イブログファイルが１つ以上存在している必要があります。 
存在しない状態でアーカイブログファイルの強制切替え（rdblog -S -a コマンド）を行うと、

強制切替えが異常終了します。 
 
【詳細】 

未使用状態、または破棄状態のアーカイブログファイルが存在しない状態で、アーカイブロ

グファイルの強制切替え（rdblog -S -a コマンド）を行うと、強制切替えが、以下のエラー

を出力して異常終了します。 

 
 
【対処方法】 

アーカイブログファイルの状態（rdblog -V -a コマンド）を確認し、未使用状態（status が
"empty")、または破棄状態(status が"icoff")のアーカイブログファイルが１つ以上存在する

ことを確認します。 

 
未使用状態、または破棄状態のアーカイブログファイルが存在しない場合は、バックアップ

(rdblog -B -a コマンド)、または破棄(rdblog -R -a コマンド）を行い、未使用状態、または

破棄状態のアーカイブログファイルを用意してください。 
バックアップ、または破棄の対象となるアーカイブログファイルは、バックアップ待ち状態

（status が"full"）、または強制切替え（status が"switch"） のものです。 

% rdblog ‐V ‐a 

serial# status total used avail capacity backup‐date   path 

   1    full   10G   10G      0     100% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog1 

   2    using  10G   1G      9G      10% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog2 

   3    empty  10G   0      10G       0% ‐‐‐‐‐‐‐ /symfodata/arc/arclog3 

 

qdg02437u アーカイブログファイルの強制切換え処理は空きのアーカイブログファイ

ルがないため処理できません 
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例）アーカイブログをバックアップする場合 

 
例）アーカイブログを破棄する場合 
対象の退避データを rdbdmp で取得後、アーカイブログを破棄します。 

 
 
6.7.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 アーカイブログによるバックアップ、リカバリ運用を行っている場合、アーカイブロ

グファイルの強制切替えが異常終了するため、その後の業務が正しく動作しない場合

があります（アーカイブログの満杯によるアプリケーションのエラーなどが発生）。 
 
6.7.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド 
 4.4.6 アーカイブログファイルの強制切替え 

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
 2.34 rdblog  
 

% rdblog ‐R ‐a 

% rdblog ‐B ‐a arc_back01@/backup 

% rdblog ‐V ‐a 

serial# status total used avail capacity backup‐date   path 

   1    full   10G   10G      0     100% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog1 

   2    switch 10G   9G      1G      90% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog2 

   3    using  10G   1G      9G      10% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog3 
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6.8. アーカイブログ運用の中止方法 

 
6.8.1. 留意点 

【概要】 
バックアップ・リカバリ運用の変更に伴い、アーカイブログ運用を中止したい場合は、作成

されている全てのアーカイブログファイルを削除することで中止できます。 
なお、再度、アーカイブログファイルを作成することで、アーカイブログ運用を再開するこ

とができます。 
 
【詳細】 

アーカイブログ運用を中止する場合は、作成されている全てのアーカイブログファイルを削

除します。 
ただし、アーカイブログ運用を中止する場合、リカバリ運用に影響があるため注意してくだ

さい。 
アーカイブログ運用を行わない場合、メディアリカバリによるデータベースのリカバリは、

退避データの取得時点までのリカバリになります。 
また、最新状態まで復旧する場合は、リカバリ後にアプリケーションを再実行する必要があ

ります。 
データベースのリカバリに関する詳細は、マニュアル ”Symfoware Server RDB 運用ガイ

ド” を参照してください。 
 
【対処方法】 

アーカイブログ運用の中止手順を以下に示します。（スケーラブルログ運用の場合は、rdblog
コマンドに g オプションを付加して実施してください） 
また、以下の作業を行う前に、Symfoware/RDB を事前に正常停止しておく必要があります。 

1) アーカイブログファイルの状態を確認し(rdblog -V -a)、状態が"full"、"switch"、"using"
のアーカイブログファイルをバックアップ(rdblog -B)します。 
本作業は、3)までにデータベースの媒体障害が発生した場合に備えてのバックアップで

あり、最新状態まで復旧する必要がない場合は不要です。 
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2) 作成されている全てのアーカイブログファイルを削除(rdblog -D -a)します。 

 
 
3) 業務の再開時には、データベースの媒体障害に備えて、バックアップの取得(rdbdmp)

を推奨します。 

 
 
 
6.8.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 特になし 

(2) 現象/原因 
 特になし 
 
 

% rdblog ‐D ‐a /symfodata/arc/arclog1 

% rdblog ‐D ‐a /symfodata/arc/arclog2 

% rdblog ‐D ‐a /symfodata/arc/arclog3 

% rdbrtr ‐r ‐i 在庫管理ＤＢ.在庫表ＤＳＩ１ 

% rdbdmp ‐i 在庫管理ＤＢ.在庫表ＤＳＩ１ ‐f stock1@/backup/rdb ‐e ‐y ‐N 

% rdbrls ‐r ‐i 在庫管理ＤＢ.在庫表ＤＳＩ１ 

% rdblog ‐V ‐a 

serial# status total used avail capacity backup‐date   path 

   1    full   10G   10G      0     100% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog1 

   2    using  10G   1G      9G      10% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog2 

   3    empty  10G   0      10G       0% ‐‐‐‐‐‐‐ /symfodata/arc/arclog3 

 

% rdblog ‐B ‐a arc_back01@/backup 

% rdblog ‐B ‐a arc_back02@/backup 

 

% rdblog ‐V ‐a 

serial# status total used avail capacity backup‐date   path 

   1    empty  10G   0      10G       0% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog1 

   2    empty  10G   0      10G       0% ‐‐‐‐‐‐   /symfodata/arc/arclog2 

   3    empty  10G   0      10G       0% ‐‐‐‐‐‐‐ /symfodata/arc/arclog3 
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6.8.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド  
第 5 章 媒体障害からのリカバリ 
第 9 章 運用環境の変更 
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6.9. 誤った操作で Symfoware/RDB資源を破壊した場合の対処方法 

 
6.9.1. 留意点 

【概要】 
誤った操作で Symfoware/RDB 資源を破壊してしまった場合、【詳細】に示す手順で対処し

てください。 
 
【詳細】 

以下のような誤った操作をした場合、Symfoware/RDB 資源のファイル破壊が発生します。 
 Symfoware/RDB 資源が格納されている領域の RAID 構成を再作成した。 
 Symfoware/RDB 資源が格納されている領域のパーティションを誤って重複して割り

当てたまま、使用していた。 
 Symfoware/RDB 資源が格納されている領域に、誤って他の資源の退避データをリス

トアした。 
ファイル破壊の原因により対処方法が異なります。以下に、その手順について説明します。 
 

< RAID 構成を再作成した場合 > 
rdbunl コマンドまたは rdbunlsql コマンドで出力したデータが存在する場合は、同デー

タを使用してリカバリ可能です。リカバリ手順は、「6.9.3. 備考」で示したマニュアル

を参照してください。 
rdbunl コマンドまたは rdbunlsql コマンドで出力したデータが存在しない場合は、リカ

バリする手段はありません。RDB システムを再作成してください。 
① Windows の場合、WebAdmin で RDB システムを削除します。 

Windows 以外の場合、Symfoware/RDB 資源のファイルが残っていれば削除しま

す。 
② RDB システムを再構築します。 

 
< パーティションを誤って重複して割り当てたまま、使用した場合 > 
 重複したパーティションがデータベーススペースの場合 

 rdbunl コマンドで表の DSI のデータをファイルに出力させ、rdbunl コマンドが正常

終了することを確認します。 
 rdbunl コマンドが正常終了した場合、出力されたデータの内容も正しいことを確認し

ます。 
 データの内容が正しい場合は、同出力ファイルを使用してリカバリ可能です。リカバ

リ手順は、「6.9.3. 備考」で示したマニュアルを参照してください。 
 rdbunl コマンドが異常終了した場合、およびデータの内容が正しくない場合は、表の

DSI のデータが格納された領域がパーティションの重複により破壊されているため、

同出力ファイルは使用できません。以下の手順で対処してください。 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

131 

① DROP DSI文を実行して、データベーススペースに関連するDSIを削除します。 
② DROP DBSPACE 文を実行して、データベーススペースを削除します。 
③ CREATE DBSPACE 文を実行して、正しいパーティションにデータベーススペ

ースを定義します。 
④ CREATE DSI 文を実行して、(3)で作成したデータベーススペースに DSI を定義

します。 
⑤ rdbfmt コマンドで DSI を初期化し、データを再投入します。 

 
 重複したパーティションがデータベーススペース以外の場合 

 リカバリする手段はありません。RDB システムを再作成してください。 
① Windows の場合、WebAdmin で RDB システムを削除します。 

Windows 以外の場合、Symfoware/RDB 資源のファイルが残っていれば削除し

ます。 
② RDB システムを再構築します。 

 
 < 誤って他の資源の退避データをリストアした場合 > 

rdbunl コマンドまたは rdbunlsql コマンドで出力したデータ、または rdbdmp コマンド

または rdbmrdmp コマンドで出力した退避データがある場合、出力したデータ、また

は退避データを使用してリカバリ可能です。リカバリ手順は、「6.9.3. 備考」で示した

マニュアルを参照してください。 
rdbunl コマンドまたは rdbunlsql コマンドで出力したデータ、または rdbdmp コマンド

または rdbmrdmp コマンドで出力した退避データがない場合、以下の手順で対処して

ください。 
 

 リストアしたパーティションがデータベーススペースの場合 
① DROP DSI文を実行して、データベーススペースに関連するDSIを削除します。 
② DROP DBSPACE 文を実行して、データベーススペースを削除します。 
③ CREATE DBSPACE 文を実行して、データベーススペースを定義します。 
④ CREATE DSI 文を実行して、(3)で作成したデータベーススペースに DSI を定義

します。 
⑤ rdbfmt コマンドで DSI を初期化し、データを再投入します。 

 
 リストアしたパーティションがデータベーススペース以外の場合 

 リカバリする手段はありません。RDB システムを再作成してください。 
① Windows の場合、WebAdmin で RDB システムを削除します。 

 Windows 以外の場合、Symfoware/RDB 資源のファイルが残っていれば削除し

ます。 
② RDB システムを再構築します。 
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6.9.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 誤った操作により破壊されたファイルに依存して、異常事象が異なります。以下のよ

うな事象が起き得る可能性があります。 
- Symfoware/RDB の起動不可 
- Symfoware/RDB への各操作中において、Symfoware/RDB がダウン、エラー終

了 
- 検索結果の異常 

 
6.9.3. 備考 

Symfoware/RDB 資源の一覧については、下記マニュアルを参照してください。 
 Symfoware Server セットアップガイド 

1.1.2 ファイル構成 
 

退避データを使用してリカバリする方法については、下記マニュアルを参照してください。 
 Symfoware Server RDB 運用ガイド 

 第 11 章 異常時の運用 
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6.10. バックアップ/リカバリ系 RDBコマンドとの同時実行トラブル回避 

 
6.10.1. 留意点 

【概要】 
バックアップ/リカバリ系 RDB コマンド(※)を実行する場合、処理対象の RDB ディクショ

ナリ、DSI またはデータベーススペースを参照/更新するRDB コマンドやアプリケーション

が動作中でないことを事前に確認し手順として組み込んでください。 
また、RDB コマンドやアプリケーションを実行する場合、処理対象の RDB ディクショナ

リ、DSI またはデータベーススペースを参照/更新するバックアップ/リカバリ系 RDB コマ

ンドが動作中でないことを事前に確認し手順として組み込んでください。 
※ rdbdmp、swstbackup(rdbmrdmp)、rdbdmpdic、rdbrcv、swstrestore(rdbmrrcv) 

 
【詳細】 

 rdbdmp または swstbackup(rdbmrdmp)コマンドの実行時に、処理対象の DSI または

データベーススペースを更新する RDB コマンドまたはアプリケーションが動作中の

場合、以下の事象が発生します。 
 RDB コマンドが動作中の場合 

qdg03226u：指定した資源'資源名'は他の利用者が使用中のため処理を続行できま

せん 
 アプリケーションが動作中の場合 

アプリケーションのトランザクションが終了するまで、rdbdmp または

swstbackup(rdbmrdmp)コマンドが排他待ちになります。 
 

 rdbrcv または swstrestore(rdbmrrcv)コマンドの実行時に、処理対象の DSI またはデ

ータベーススペースを参照/更新するRDBコマンドまたはアプリケーションが動作中

の場合、以下の事象が発生します。 
qdg03226u：指定した資源'資源名'は他の利用者が使用中のため処理を続行できま

せん 
 

 rdbdmpdic コマンドの実行時に、RDB ディクショナリを更新するRDB コマンドまた

はアプリケーションが動作中の場合、以下の事象が発生します。 
qdg12114u:RDBII ディクショナリは他の利用者が使用中です 
 

 RDB コマンドまたはアプリケーションの実行時に、処理対象の DSI またはデータベ

ーススペースを参照/更新する、バックアップ/リカバリ系RDB コマンドが動作中の場

合、以下の事象が発生します。 
 RDB コマンドの実行時 

qdg03204u DSI'DSI 名'は他の利用者が参照または更新中です 
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qdg12038u DSI'DSI 名'は他の利用者が使用中です 
qdg12033u データベーススペース'データベーススペース名'は他の利用者が使用

中です 
qdg12555u データベースの退避処理中のためアーカイブログファイルの退避ま

たは破棄ができません 
 アプリケーションの実行時 

JYP4731E DSI“DSI 名”を他の利用者が占有しています 
JYP4271E データベーススペース“データベーススペース名”を他の利用者が占

有しています 
 
【対処方法】 

< バックアップ/リカバリ系 RDB コマンドを実行する場合 > 
動作中のRDB コマンドおよび、アプリケーションの終了を待ってから、バックアップ/
リカバリ系 RDB コマンドを実行します。 

 
< RDB コマンドやアプリケーションを実行する場合 > 

動作中のバックアップ/リカバリ系 RDB コマンドの終了を待ってから、RDB コマンド

やアプリケーションを実行します。 
 
動作中のバックアップ/リカバリ系 RDB コマンド、RDB コマンドまたはアプリケーション

は、rdbps コマンドで確認します。 
rdbps コマンドの詳細は、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”を参照

してください。 
 
6.10.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
バックアップ/リカバリ系 RDB コマンド、RDB コマンドまたはアプリケーションの

実行が、エラー終了もしくは排他待ちにより処理が遅延します。 
バックアップ/リカバリ系 RDB コマンドの処理対象の RDB ディクショナリ、DSI ま
たはデータベーススペースを参照/更新するRDBコマンドまたはアプリケーションが

動作中のためです。 
または、RDB コマンドまたはアプリケーションの処理対象の RDB ディクショナリ、

DSI またはデータベーススペースを参照/更新するバックアップ/リカバリ系 RDB コ

マンドが動作中のためです。 
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6.10.3. 備考 

【排他に関する記事】 
 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  

 付録 D アプリケーションおよび RDB コマンド間の排他 
 
【RDB コマンドに関する記事】 

 Symfoware Server コマンドリファレンス  
 第 2 章 RDB コマンド 
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6.11. アクセス禁止状態となる契機と対処方法 

 
6.11.1. 留意点 

【概要】 
ディスク障害などの異常が発生すると、そのディスクを使用している Symfoware/RDB の

DSI またはデータベーススペースの運用情報にアクセス禁止状態が設定されます。 
アクセス禁止状態になると、DSI およびデータベーススペースを使用している SQL 文や

RDB コマンドは異常終了し、顧客業務の中断を引き起こす可能性があるため、運用設計に

おいては、アクセス禁止状態となる契機ごとに、即時に同状態を解消できるよう設計してお

く必要があります。 
 
【詳細】 

 アクセス禁止状態になる契機 
 アクセス禁止状態は、DSI およびデータベーススペースの運用情報に設定されます。

それぞれのアクセス禁止状態になる契機を以下に示します。 
 DSI の運用情報にアクセス禁止状態が設定される契機 

 RDB コマンドで明示的にアクセス禁止状態を設定 
rdbinh コマンド の -i オプション で DSI 名を指定した場合、指定した DSI
の運用情報にアクセス禁止状態が設定されます。 
 更新ログの取得を行わないデータベースの更新を行う RDB コマンドが異常

終了 
以下に示す更新ログの取得を行わないデータベースの更新を行う RDB コマン

ドが異常終了した場合、該当 DSI の運用情報にアクセス禁止状態が設定されま

す。 
・ rdbfmt コマンド 
・ rdbsloader コマンド 
・ rdbsuloader コマンド 
・ rdbsaloader コマンド 
・ rdbgcdsi コマンド 

 リカバリを適用しない運用の DSI に対するデータベースの更新が異常終了 
リカバリを適用しない運用の DSI（※） に対して、SQL 文や、rdbupt コマン

ドなどの RDB コマンドによるデータベースの更新が異常終了した場合、該当

DSI の運用情報にアクセス禁止状態が設定されます。 
※ rdbrtr コマンドの-n オプション指定でリカバリを適用しない運用に変更

した DSI 
 データベースの媒体へのアクセス時に入出力障害を検出 
データベースの媒体へのアクセス時に入出力障害を検出した場合、アクセス中

の DSI の運用情報にアクセス禁止状態が設定されます。 
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 データベーススペースの運用情報にアクセス禁止状態が設定される契機 

 RDB コマンドで明示的にアクセス禁止状態を設定 
rdbinh コマンドの-p オプションでデータベーススペース名を指定した場合、

指定したデータベーススペースの運用情報にアクセス禁止状態が設定されます。 
 ディスク装置の電源が未投入の状態で Symfoware/RDB を起動 
ディスク装置の電源が未投入の状態で Symfoware/RDB を起動した場合、該当

ディスク装置に割り当てられたデータベーススペースの運用状態に､アクセス

禁止状態が設定されます。 
 データベーススペースが割り付けられているローデバイスの容量や属性を変

更 
Symfoware/RDB が停止している状態で、データベーススペースの割り付けら

れているローデバイスの容量や属性を変更した後、Symfoware/RDB を起動し

た場合、該当ローデバイスに割り当てられたデータベーススペースの運用情報

にアクセス禁止状態が設定されます。 
 

 対処方法 
 上記で説明したアクセス禁止状態になる契機ごとの対処方法を以下に示します。 

 DSI の運用情報にアクセス禁止状態が設定された場合の対処方法 
 利用者がRDB コマンドで明示的に設定したアクセス禁止状態の場合 
対象の DSI の特定方法： 
rdbinf コマンドでアクセス禁止状態の DSI の一覧を表示し、閉塞種別が CMD
である DSI を特定します。 

 
 
 

対処方法： 
特定した DSI に対し、rdbpmt コマンドでアクセス禁止状態を解除します。 

 更新ログの取得を行わないデータベースの更新を行う RDB コマンドが異常

終了した場合 

rdbinf -l inh -a 

 

コマンド出力例： 

  # rdbinf -l inh -a 

         DB0000.DSIT0,CMD 

         DB0000.DSIT1,CMD 

           ～    ～   ～ 

         DB0000.DSIT9,CMD 

閉塞種別が「CMD｣なので RDBコマンドに

よるアクセス禁止状態であることが確

認できます 

アクセス禁止状態の DSI名 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

138 

対象の DSI の特定方法： 
イベントログまたは、メッセージログファイルに出力される以下のメッセージ

から、アクセス禁止状態の DSI を特定します。 
qdg03400u:ロールバックが不可能なため データベースをアクセス禁止状態に

しました DB 名='s*' DSI 名='t*' u* 
qdg13217u:行の追加処理に失敗したため データベースをアクセス禁止状態に

しました DB 名='s*' DSI 名='t*' u* 
(s*: データベース名,t*: DSI 名,u*: RDB システム名) 
qdg03400u は該当のコマンドすべてで発生する可能性があります。qdg13217u
は rdbsaloader コマンドだけで発生する可能性があります。 
対処方法： 
特定した DSI に対し、「6.11.3. 備考」 で示すマニュアルの 「コマンドがエラ

ーになった場合のロールバック不可からのリカバリ」 に従い対処します。 
上記マニュアル記事の 「◆コマンドごとのリカバリ操作」 に記述の “DSI
の状態” は以下の方法で判定します。 
コマンド異常終了時に出力されたエラーメッセージ qdg03400u 内に出力され

た DSI：ロールバック異常 
コマンド異常終了時に出力されたエラーメッセージ qdg13217u 内に出力され

た DSI：追記処理の異常 
 リカバリを適用しない運用のDSIに対するデータベースの更新が異常終了し

た場合 
対象の DSI の特定方法： 
イベントログまたは、メッセージログファイルに出力される以下のメッセージ

から、アクセス禁止状態の DSI を特定します。 
qdg03400u:ロールバックが不可能なため データベースをアクセス禁止状態に

しました DB 名='s*' DSI 名='t*' u* 
(s*: データベース名,t*: DSI 名,u*: RDB システム名) 
対処方法： 
特定した DSI に対し、「6.11.3. 備考」 で示すマニュアルの 「ロールバック不

可からのリカバリ」 に従い対処します。 
ただし、DSI 名が “_TEMP” で始まる場合、その DSI は一時表の DSI 名で

あり、次回の一時表の利用時に Symfoware/RDB が初期化して使用可能状態に

するため、ユーザの対処は不要です。 
 

 データベーススペースの運用情報にアクセス禁止状態が設定された場合の対処

方法 
 利用者がRDB コマンドで明示的に設定したアクセス禁止状態の場合 
対象のデータベーススペースの特定方法： 
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rdbinf コマンドでアクセス禁止状態のデータベーススペースの情報を表示し、

閉塞種別が CMD であるデータベーススペースを特定します。 

 
 

 
 
 
 
 

対処方法： 
特定したデータベーススペースに対し、rdbpmt コマンドでアクセス禁止状態

を解除します。 
 ディスク装置の電源が未投入の状態で Symfoware/RDB を起動した場合 
対象のデータベーススペースの特定方法： 
電源が未投入のディスクに配置されているデータベーススペースの特定 
イベントログまたは、メッセージログファイルに出力される以下のメッセージ

から、アクセス禁止状態のデータベーススペースを特定します。 
qdg12079e:データベーススペース's*.t*'のデバイスが削除されています デバ

イス名='u*' v* 
(s*: データベース名 t*: データベーススペース名 u*: デバイス名 v*: RDB シ

ステム名) 
対処方法： 
特定したデータベーススペースに対し、「6.11.3. 備考」 で示すマニュアルの 
「起動時のデータベーススペースのアクセス禁止状態からのリカバリ方法」 に
従い対処します。 
 データベーススペースが割り付けられているローデバイスの容量や属性が変

更されている状態で Symfoware/RDB を起動した場合 
対象のデータベーススペースの特定方法： 
割付先ローデバイスの容量または属性に変更があったデータベーススペース

rdbinf -p データベース名.データベーススペース名 -a 

  確認対象のデータベーススペース名は、「rdbspcinf -d データベース名」で確認できます 

 

コマンド出力例： 

  # rdbinf -p DB0000.DBS0 -a 

           ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～ 

        DBspace : DBS0 

           Cond  State    Cause  Used  Free  Size 

            ACT  INH/DBS  CMD     20%   80%  104857600 

           ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～ 

StateがINHならアクセス禁止の

データベーススペース 
Cause が「CMD｣なので RDB コマンドによる

アクセス禁止状態であることが確認可能 
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の特定 
イベントログまたはメッセージログファイルに出力される以下のエラーメッ

セージから、アクセス禁止状態のデータベーススペースを特定します。 
qdg12353e:データベーススペース's*.t*'のデバイスの属性が変更されています 
デバイス名='u*' v* 
qdg12354e:データベーススペース's*.t*'のデバイスの容量が小さく変更されて

います デバイス名='u*' v* 
qdg12355e:データベーススペース's*.t*'のデバイスの容量が大きく変更されて

います デバイス名='u*' v* 
(s*: データベース名 t*: データベーススペース名 u*: デバイス名 v*: RDB シ

ステム名) 
事象に合わせて上記いずれかのメッセージが出力されます。 
対処方法： 
特定したデータベーススペースに対し、「6.11.3. 備考」 で示すマニュアルの 
「媒体障害からのリカバリ方法」 に従い対処します。 
 

 補足 
上記に記載以外のエラーメッセージが出力された場合においても、

Symfoware/RDB の資源が何らかの原因で破壊された可能性があります。 
そのため、「6.11.3. 備考」 で示すマニュアルの 「異常時のシステムメッセージ

とリカバリ方法」 を参照し、該当するエラーメッセージが出力されている場合

は、記事の内容に従い対処してください。 
 
6.11.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 対象の資源の状態がアクセス禁止状態の場合は、SQL 文または RDB コマンドが、以

下のメッセージを出力して異常終了する場合があります。 
JYP4934E:DSI“DSI 名”がアクセス禁止状態です。 
JYP5011E:スキーマ“スキーマ名”の表“表名”内に定義されている DSI“DSI 名”

がアクセス禁止状態です。 
 RDB コマンドで明示的にアクセス禁止情報を設定し、SQL 文を実行した場合、上記

エラーメッセージのいずれかに加え、以下のエラーメッセージを出力し、異常終了す

る場合があります。 
JYP4932E:データベーススペース“データベーススペース名”がアクセス禁止状態

です。 
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6.11.3. 備考 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド 
 5 媒体障害からのリカバリ 
 11.1.2 異常時のシステムメッセージとリカバリ方法 
 11.7.1 ロールバック不可からのリカバリ 
 11.7.2 コマンドがエラーになった場合のロールバック不可からのリカバリ 
 11.8 起動時のデータベーススペースのアクセス禁止状態からのリカバリ方法 
 

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
 2.31 rdbinf 
 2.32 rdbinh 
 2.44 rdbprt 
 2.51 rdbrcv 
 2.56 rdbrtr 
 2.57 rdbsaloader 
 2.61 rdbsloader 
 2.65 rdbsuloader 
 2.71 rdbunl 
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7. クラスタ環境での注意を怠るべからず 

Symfoware Server はクラスタと連携して、ホットスタンバイやロードシェアといった機能を

提供しています。これらのクラスタ運用時には、シングル運用時にはない注意事項があります。 
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7.1. ロードシェア運用利用時の OSチューニング（Solarisのみ） 

 
7.1.1. 留意点 

【概要】 
ロードシェア環境構築時には、ノード間通信に利用する TCP/IP のパッファサイズの設定を

考慮してください。 
 
【詳細】 

Symfoware Server がロードシェア運用に利用する TCP/IP 通信では、OS の標準的な

TCP/IP のバッファサイズでは不適切な場合があり、ノード間通信に遅延が発生する場合が

あります。 
 
<手順 1> 現在の設定値の確認 

以下のコマンドを実行し、出力される値を確認してください。 

 
出力される値が 49152 以上の値であれば、問題ありません。 
出力される値が 49152 より小さい値の場合には、次の手順により値を設定してくださ

い。 
※ Solaris 9 以降では、標準で tcp_recv_hiwat の値は 49152 となっているため、変

更の必要はありません。 
 
<手順 2> OS のシステム起動スクリプトへのパラメタ変更コマンドの登録 

(1) /etc/init.d ディレクトリに、S70 か S71 で始まる名前でスクリプトを作成します。 
(2) 作成したスクリプトに以下のコマンドを記述します。 

 
(3) 作成したスクリプトへのリンクを /etc/rc2.d、/etc/rc1.d、/etc/rcS.d ディレクトリにそ

れぞれ作成します。 
 
7.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 性能劣化 

(2) 現象/原因 
 ノード間通信を伴う SQL 文を多重で実行した場合に、1 多重で実行したときと比べて

極端なレスポンス遅延が発生します。 
 ノード間通信の受信処理において、TCP/IP のバッファに収まりきらなかったデータ

の追加読み込みのためのリトライ処理を行っているためです。 

/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_recv_hiwat 49152 

/usr/sbin/ndd /dev/tcp tcp_recv_hiwat 
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7.1.3. 備考 

【パラメタ変更の影響について】 
本パラメタの値は、Solaris 9 では標準で 49152 に変更になっています。そのため、49152
に変更することへの影響はありません。 
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7.2. クラスタ環境における両系からの RDBコマンド実行に伴う DB破壊 

 
7.2.1. 留意点 

【概要】 
クラスタ環境では、両系（運用サーバ、待機サーバ）から RDB コマンドを実行した場合、

Symfoware の資源が破壊される可能性があるため「運用手順で RDB コマンドを実行する

サーバを決める」「RELIANT_SHUT_MIN_WAIT パラメタの値を正しくチューニングす

る」などの注意が必要です。 
 
【詳細】 

クラスタ環境構築時に、Symfoware の各種資源については共用ディスク上に配置します。 
このため、両系（運用サーバ、待機サーバ）から同時に(※)資源を更新するような RDB コ

マンドを実行した場合、Symfoware の資源が破壊される可能性があるため、以下の点につ

いて注意してください。 
※待機サーバからアクセスした場合 
 RDB コマンド(※1）を実行する場合、運用手順で RDB コマンドを実行するサーバを

１つに決めます。 
 PRIMECLUSTER 環境の場合、RELIANT_SHUT_MIN_WAIT パラメタの値を正し

くチューニングします。（※2） 
 
※1) 以下のコマンドが該当。 
 ただし、以下のコマンドにおいても情報を表示するオプションの場合は該当しません。 
 rdbstart、rdbadjrcv、rdbaldic、rdbcrdic、rdblog、rdbrcvdic、rdbxarcv、rdbclrf

（セキュリティ運用のみ）、rdbcpraw(Linux、Windows のみ） 
 
※2) RMS 停止のタイムアウトが発生した場合、リソース停止途中の状態遷移の完了を待た

ずに、クラスタ切り替えが発生します。 
 このため、両系で rdbstart が実行された状態になり、Symfoware の資源が破壊され

る可能性があります。 
 本パラメタの値は、RMS の停止時に動作する各リソースの停止のタイムアウト時間

の合計より、大きくする必要があります。 
 詳細は、PRIMECLUSTER RMS 導入運用手引書を参照してください。 

 例） 以下のリソースが登録されている場合 
- Symfoware(1800 秒)、GDS(300 秒)、IP アドレス(300 秒) 

括弧内の数値は停止のタイムアウト時間を示します。Symfoware のタイムアウト

時間は 1800 秒になります。 
なお、Symfoware 以外のタイムアウト時間については、各製品のマニュアルなど

を参照してください。 
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7.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 システムファイル破壊 

(2) 現象/原因 
 以下の現象が発生する可能性があります。 

- Symfoware/RDB の異常終了、または、Symfoware 資源の不整合エラー 
出力例） 

qdg14117u テンポラリログファイル (XX)に不整合を検出しました  位置

=XX:XX:XX 詳細コード=XX 
qdg12695u:System error occurred. Reference code = XX.XX.XX.XX Internal 
code = (XX XX sub_code:XX module:XX line:XX) 

※上記に示したメッセージ以外も出力される場合があります。 
 
 両系からRDB コマンドが実行されたことで、両系から Symfoware の資源が更新され

るため、Symfoware 資源の破壊が発生します。 
 
7.2.3. 備考 

 PRIMECLUSTER RMS 導入運用手引書 
 

RELIANT_SHUT_MIN_WAIT＝1800＋300＋300（左記の合計値より大きくしてくだ

さい) 
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7.3. ホットスタンバイ宣言漏れによる状態遷移の失敗 

 
7.3.1. 留意点 

【概要】 
ホットスタンバイ機能を利用したクラスタ環境の場合、ホットスタンバイ宣言（rdbhsuty
コマンド）が必要です。 
ホットスタンバイ宣言が未実施の状態で、クラスタアプリケーション、または、クラスタサ

ービスの起動や切り替えを行った場合、状態遷移がエラーメッセージ（※）を出力して異常

終了します。 
※） qdg12665u:ホットスタンバイ宣言が行われていないため待機属性での起動はできませ

ん 
 qdg12663u:運用系システムでプレオープン資源が変更されているため切り替え処理は

できません 
 
【詳細】 

以下の操作を行った場合、ホットスタンバイ宣言が解除されます。 
以下の操作を行った後は、ホットスタンバイ宣言の実施漏れがないか注意してください。 
 運用系においてプレオープンの対象となる資源を変更するために、ホットスタンバイ

宣言を一旦、解除した場合 
 RDB ディレクトリファイルのリカバリ（rdbrcvdic コマンド）を行った場合 

ホットスタンバイ宣言の実施手順は、以下のマニュアルを参照してください。 
 クラスタ導入運用ガイド - RDB ディレクトリファイルのリカバリ 
 クラスタ導入運用ガイド - プレオープンする DSI の変更 

 
7.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 サブシステムの起動/停止不可 

(2) 現象/原因 
 以下の現象が発生する可能性があります。 

- クラスタアプリケーション、または、クラスタサービスの起動や切り替えが失敗

します 
出力例） 

qdg12665u:ホットスタンバイ宣言が行われていないため待機属性での起動は

できません 
qdg12663u:運用系システムでプレオープン資源が変更されているため切り替

え処理はできません 
- ホットスタンバイ宣言の実施漏れのため、状態遷移が失敗します 
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7.3.3. 備考 

なし 
 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

149 

7.4. クラスタ環境でのシステムファイル  メンテナンス時の留意事項

（Linux/Solarisのみ） 

 
7.4.1. 留意点 

【概要】 
クラスタアプリケーションを停止し、Symfoware/RDB のシステムファイルのメンテナンス

を行う場合は、Symfoware/RDB の資源を配置している、GDS ボリュームを全て活性状態

にしておく必要があります。 
 
【詳細】 

クラスタ環境では、クラスタアプリケーションを起動すると、クラスタアプリケーションに

登録されている GDS ボリュームも一緒に起動されます（活性状態になる）。 
一方、クラスタアプリケーションを停止すると、GDS ボリュームも一緒に停止してしまい

ます（非活性状態になる）。 
そのため、クラスタアプリケーションを停止し、Symfoware/RDB のシステムファイルのメ

ンテナンスを行う場合は、マニュアル“クラスタ導入運用ガイド”の“GDS リソースの活

性” を参照して、Symfoware/RDB の資源を配置している、GDS ボリュームを全て活性状

態にしておく必要があります。 
GDS ボリュームが非活性の状態で、Symfoware/RDB のシステムファイルのメンテナンス

を行うと、同操作（RDB コマンドの実行）が異常終了します。 
 
補足 1） GDS ボリュームは、GDS コマンドでも活性状態にすることができます。 
 GDS コマンドの詳細は、マニュアル”PRIMECLUSTER Global Disk Services 説

明書”を参照してください。 
 
補足 2) クラスタアプリケーションが停止状態で可能な、Symfoware/RDB に対する操作を

示します。 
 Symfoware/RDB のシステムファイルの変更操作 

該当する Symfoware/RDB のシステムファイル、変更操作は、以下のとおり。 
システムファイル 変更操作 

RDBディクショナリ 

再配置 

追加割当て 

容量拡張 

RDBディレクトリファイル 容量拡張 

ログ管理ファイル 配置先の変更 

テンポラリログファイル 設定値の変更(リカバリログ量、BIログ域サイズ、AIログ域サ
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イズ、トランザクションエントリ数) 

媒体変更(再生成) 

アーカイブログファイル 
追加 

削除 

 
 Symfoware/RDB のシステムファイルのリカバリ操作 

該当するシステムファイルは、以下のとおり。 
システムファイル 

ロググループ管理ファイル 

ログ管理ファイル 

アーカイブログファイル 

テンポラリログファイル 

インダウトログファイル 

RDBディクショナリ、および RDBディレクトリファイル 

 
7.4.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

  RDB コマンドがエラーメッセージを出力して異常終了します。 
出力例） 

qdg13021u:デバイスの情報が取得できません errno=6 
qdg12275w:アーカイブログファイル xxx(通番:xxx)への書込み時に open システ

ムコールでエラーが発生しました errno=6 
 【原因】 

GDS ボリュームが非活性状態のため、RDB コマンドが異常終了するためです。 
 
7.4.3. 備考 

なし 
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7.5. クラスタ切替え中の RDBコマンド、アプリケーション実行について 

 
7.5.1. 留意点 

【概要】 
クラスタ環境において、切替えの状態遷移中に RDB コマンドの実行、または、アプリケー

ションから SQL 文を実行した場合、エラー終了するため、切替え完了後に再実行する必要

があります。 
 
【詳細】 

切替えの状態遷移中は、RDB コマンド(※1)、または、アプリケーションからの SQL 文の

実行はエラーになります。 
このため、エラー終了した場合は、再実行する必要があります。 
出力メッセージ 

qdg12678u 待機系システムで切り替え処理が動作中のためコマンドは実行できません 
JYP5121E 待機系システムを運用系システムに切り替え中に SQL 文が実行されました 
※1) 以下の RDB コマンドは、サブプロシジャから切替えの状態遷移中においても実

行することができます。 
 rdbcrbf 
 rdbconbf 
 rdbresident 
 rdbpldic 

補足） 
 アプリケーションの実行エラーにおける SQLSTATE の詳細は、マニュアル“クラス

タ導入運用ガイド”の“アプリケーション作成時の注意” を参照してください。 
 
【対処方法】 

 RDB コマンドの場合 
 以下のいずれかの対処を行う必要があります。 

 RDB コマンドを再実行する 
 クラスタシステムのリソース(※2)を活用し、状態遷移と連動して RDB コマンド

を実行する 
 詳細は、マニュアル“Symfoware Server クラスタ導入運用ガイド”の“設計上

の考慮点” を参照してください。 
 

 アプリケーションの場合 
 以下のいずれかの対処を行う必要があります。 

 アプリケーションを再実行する 
 クラスタシステムのリソース(※2)を活用し、状態遷移と連動してアプリケーショ



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

152 

ンを実行する 
 詳細は、マニュアル“Symfoware Server クラスタ導入運用ガイド”の“設計上

の考慮点”を参照してください。 
※2) PRIMECLUSTER の場合は cmdline リソース、SafeCLUSTER の場合はアプリケー

ションリソースを使用します。詳細は、PRIMECLUSTER、または、SafeCLUSTER
のマニュアルを参照してください。 

 
7.5.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 機能の異常/処理結果異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

RDB コマンド、または、アプリケーションが以下のメッセージを出力して異常終了

します。 
出力例） 
qdg12678u 待機系システムで切り替え処理が動作中のためコマンドは実行できま

せん 
JYP5121E 待機系システムを運用系システムに切り替え中に SQL 文が実行されま

した 
 【原因】 

RDB コマンド、または、アプリケーション（SQL 文）を、切替えの状態遷移中に

実行したためです。 
 
 
7.5.3. 備考 

 Symfoware Server クラスタ導入運用ガイド  
2.1 設計上の考慮点 

 Symfoware Server クラスタ導入運用ガイド  
2.4 アプリケーション作成時の注意 
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8. 動作環境の設定に注意を怠るべからず 

Symfoware Server の動作環境は、環境変数や動作環境ファイルなどによって制御されます。

動作環境の設定に不備があると、エラーの原因となるため注意が必要です。 
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8.1. 環境変数設定漏れに伴う RDBコマンド/アプリケーションの実行失敗 

 
8.1.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware Server をインストールしている環境で、RDB コマンドや man コマンド、ロー

カルアクセスのアプリケーションを実行する場合、環境変数の設定を忘れないようにしてく

ださい。 
 
【詳細】 

Symfoware Server をインストールしている環境で、環境変数：RDBNAME や

LD_LIBRARY_PATH などを設定せずに、RDB コマンドや man コマンド、ローカルアク

セスのアプリケーションを実行すると、実行した RDB コマンドや man コマンド、アプケ

ーションが異常終了するなどの事象となります。 
マニュアル“Symfoware Server セットアップガイド”を参照し、環境変数の設定をしてく

ださい。 
 

[例]bash、B シェル、K シェルの場合 

 
 

[例]C シェルの場合 

 
 

上記は、Linux での設定例です。 
その他の OS での設定については、マニュアル“Symfoware Server セットアップガイド”

を参照してください。 
 
8.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 環境変数の設定忘れに伴う代表的な発生現象/原因は、以下のとおりです。 
 

setenv RDBNAME rdbsys1 

setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVrdb2b/lib:$LD_LIBRARY_PATH  

setenv MANPATH /opt/FJSVrdb2b/man:$MANPATH  

RDBNAME=rdbsys1;export RDBNAME 

LD_LIBRARY_PATH=/opt/FJSVrdb2b/lib:$LD_LIBRARY_PATH; export LD_LIBRARY_PATH 

MANPATH=/opt/FJSVrdb2b/man:$MANPATH ; export MANPATH 



 
 
 

Symfoware Server べからず集 

 
 

 
 

All Rights Reserved, Copyright （C） 富士通株式会社 2012-2016 

155 

 【現象 1】 
rdbexecsql コマンドを実行すると、以下のエラーメッセージが返却され、データベ

ースにアクセスできません。 
 【原因 1】 

環境変数：RDBNAME が設定されていない場合、rdbexecsql コマンドは、RDB シ

ステム名なしのRDB システムに接続します。 
しかし、RDB システム名なしの RDB システムが起動されていなかったため、上記

のエラーが発生しました。 
 

 【現象 2】 
rdbbuf ファイル(デフォルトバッファ定義ファイル)のバッファ枚数を変更後、

Symfoware/RDB を再起動し、rdbsar コマンドでバッファ枚数を確認したが、変更

が反映されていません。 
 【原因 2】 

rdbsar 実行時の環境変数：RDBNAME に、バッファ枚数を変更した RDB システ

ム名を設定していなかったため、異なる RDB システム(RDB システム名なしの

RDB システムの)情報を参照したためです。 
 

 【現象 3】 
環境変数：RDBNAME を指定しない環境で、rdbunl コマンドを実行した際に、以

下のエラーメッセージが返却され、rdbunl コマンドがエラー復帰します。 
 【原因 3】 

環境変数：RDBNAME が設定されていない場合、rdbunl コマンドは、RDB シス

テム名なしの RDB システムに接続します。 
RDB システム名を付けない運用の場合、初期インストール時に作成される RDB 構

成パラメタファイル(/opt/FJSVrdb2b/etc/rdbsysconfig)を元に動作します。 
この RDB 構成パラメタファイルに記載された RDBCORE のディレクトリが存在

しないため、上記のエラーが発生しました。 
 

 【現象 4】 
C プログラムから、"DEFAULT"を指定した CONNECT 文を実行した際に、以下

のエラーメッセージが返却され、データベースとのコネクションの接続に失敗しま

す。 
 【原因 4】 

アプリケーション実行時に環境変数：RDBNAME を設定していなかったため、

Symfoware が RDB システム名の情報を認識できなく、上記のエラーが発生しまし

た。 
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 【現象 5】 
rdbstop コマンドを実行すると、以下のエラーメッセージが返却され、

Symfoware/RDB の停止に失敗します。 
 【原因 5】 

環境変数：LD_LIBRARY_PATH に Symfoware のライブラリ格納場所を設定して

いなかったため、rdbstop コマンドの処理内で動作に必要なライブラリをロードで

きなかったためです。 
 
8.1.3. 備考 

 Symfoware Server セットアップガイド 
 1.4.2 環境変数の設定（Windows 版） 
 1.3.3 環境変数の設定（Linux 版、Solaris 版） 
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8.2. 環境変数に関する留意点（Linux、Solarisのみ） 

 
8.2.1. 留意点 

Symfoware ではメッセージ出力で使用する言語（文字コード）を宣言するのに、環境変

数’LANG’を使用します。しかし、’LANG’よりも優先度の強い環境変数に’LC_MESSAGES’, 
‘LC_ALL’があります。したがって、 ’LANG’の設定と異なる言語を ’LC_MESSAGES’, 
‘LC_ALL’に設定した場合、意図した言語のメッセージが出力されません。 
環境変数’LANG’の設定時には、環境変数’LC_MESSAGES’, ‘LC_ALL’の設定がどのようにな

っているか確認してください。 
各環境変数の強弱関係は以下の通りです。 

 
  弱                強 
 LANG ＜ LC_MESSAGES ＜ LC_ALL 

 
8.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
メッセージ異常 

(2) 現象/原因 
意図した言語でのメッセージ出力が行われなくなります。 

 
8.2.3. 備考 

 セットアップガイド 
1.3.3 環境変数の設定 
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8.3. LD_PRELOAD 環境変数廃止に伴う対応に関する留意点（V9 仕様変更に伴う注

意喚起） 

 
8.3.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware 9.0.0 以前の JDBC を利用し、環境変数に「LD_PRELOAD」を設定し業務運

用を行っている場合、バージョンアップによって既存の業務アプリケーションを利用時に文

字化け・コード変換エラーといった事象により異常終了することがあります。 
 
【詳細】 

Symfoware 9.0.0 以前の JDBC を使用し、環境変数に「LD_PRELOAD」を設定し業務運

用を行っている場合、バージョンアップによって既存の業務アプリケーションが異常終了す

ることがあります。 
本事象は、Symfoware 9.0.0 で仕様変更を行い、環境変数「LD_PRELOAD」を設定する必

要がなくなったことに起因します。 
本仕様変更(非互換)に伴い、アプリケーションサーバ側のロケールが ja_JP.UTF-8 以外の環

境から、文字コード系がシフト JIS またはEUC のデータベースにアクセスする場合におい

て以下に示すような文字データを入力する際、文字化けまたは、コード変換エラー事象が発

生します。 
 文字例 → “－”、“∥”、“～”、“￠”、“￡”、“￢” 
 
なお、Symfoware 9.0.0 以前から使用している既存の業務アプリケーションをそのまま

Symfoware 9.0.0 以降で利用するためには JDBC オプションとして、「codeselect=OS」と

指定することで従来と同等の動作となります。 
 
8.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
【現象】 
JDBC 連携で文字化けが発生します。または、以下の列からデータを取り出すと、

JYP2084E(文字データの有効文字が失われます)のエラーとなります。 
- CHAR型またはVARCHAR型で定義時に指定した文字数が21844文字以上の列 
- NCHAR 型または NCHAR VARYING 型で定義時に指定した文字数が 10922 文

字以上の列 
 【原因】 

Symfoware 9.0.0 において仕様変更に伴う非互換が発生しているためです。 
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8.3.3. 備考 

本件以外にも、Symfoware 9.0.0 以降では、Symfoware 9.0.0 以前のバージョンと比較して

仕様変更に伴う非互換があります。 
Symfoware 9.0.0 以前から Symfoware 9.0.0 以降にバージョンアップを行う際には、事前に

非互換項目の確認を行うことで業務アプリケーションを含むユーザ資産への影響ある・ない

の確認を実施してください。 
 
非互換項目および設定方法などの詳細については、以下のマニュアルを参照してください。 
 Symfoware Server アップデート情報 
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9. アプリケーション開発時の注意を怠るべからず 

本章では、アプリケーションの動作についての注意事項について説明します。 
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9.1. マルチスレッドアプリケーション開発時の留意点 

 
9.1.1. 留意点 

【概要】 
マルチスレッド環境のアプリケーションを作成する場合、アプリケーションのコンパイル・

リンク時にマルチスレッド用のライブラリを指定する必要があります。 
誤ってシングルスレッド用のライブラリを使用していると、アプリケーションがダウンする

可能性があります。 
 

【詳細】 
マルチスレッド環境のアプリケーションを作成する場合、アプリケーションのコンパイル・

リンク時にマルチスレッド用のライブラリを指定してください。 
 コンパイル・リンクを一括して実行する場合 

 sqlcc, sqlcobol コマンドを使用する場合、-T オプションを指定します。 
 コマンドオプションの詳細は下記「9.1.3. 備考」に示すマニュアルの「コンパイル・

リンクの方法」を参照してください。 
 プレコンパイルとコンパイルを分けて実行する場合 

 コンパイル・リンクのオプションにマルチスレッド用のライブラリを指定します。 
 オプションの詳細は下記「9.1.3. 備考」に示すマニュアルの「コンパイル・リンクの

方法」を参照してください。 
 
sqlcc, sqlcobol コマンド使用時に-T オプションを指定しなかった場合はコンパイル・リンク

時にシングルスレッド用のライブラリが使用されるため、マルチスレッド環境のアプリケー

ションが不整合を起こす可能性があります。 
 

9.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
【現象 1】 

アプリケーション実行時にコアファイルが出力されてアプリケーションがダウン

します。 
【現象 2】 

アプリケーション実行時に SQL エラー“JYP1079E マルチスレッドの実行環境に

誤りがあります”が出力されます。 
【原因】 

マルチスレッド環境（スレッドセーフ）でシングルスレッド用（スレッドアンセー

フ）のライブラリを使用したため、アプリケーションが不整合を起こしてダウンす
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る場合があります。 
マルチスレッド環境において、スレッドアンセーフのライブラリを使用した場合の

動作は OS レベルでサポートされていないため、誤動作を起こす可能性が高くなり

ます。 
アプリケーションのコンパイル時にマルチスレッド用のライブラリを指定する必

要があります。 
 

9.1.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(埋込み SQL 編)  
 6.1 UNIX 系を使用した場合のアプリケーションのコンパイル・リンク 

 6.1.3 コンパイル・リンクの方法 
   ■コンパイル・リンクを一括して実行する場合 

オプション 
          ■プレコンパイルとコンパイルを分けて実行する場合 

◆コンパイル・リンクする場合に必要なオプション 
 6.2 Windows(R)を使用した場合のアプリケーションのコンパイル・リンク 

 6.2.3 コンパイル・リンクの方法 
   ■コンパイル・リンクを一括して実行する場合 

オプション 
          ■プレコンパイルとコンパイルを分けて実行する場合 

◆コンパイル・リンクする場合に必要なオプション 
 Symfoware Server トラブルシューティング集 

 B.1 プロセス異常の対処について  
   ■シングルスレッドアプリケーション／マルチスレッドアプリケーションの環境が

正しく作成されているか 
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9.2. トランザクション終了漏れによるアプリケーション無応答について 

 
9.2.1. 留意点 

【概要】 
トランザクション終了の操作が漏れるとトランザクションによる排他が残り、他のトランザ

クションを実行しているアプリケーションが無応答になることがあります。 
トランザクションは適切なタイミングで終了させることで、他のアプリケーションの余分な

排他待ちを解消することができます。 
 
【詳細】 

Symfoware では、トランザクション単位にデータベースの更新を行い、複数のトランザク

ションが同時に同じデータを参照・更新した際に矛盾を起こさないよう、トランザクション

による排他制御を行っています。 
このため、アプリケーションの中でトランザクション終了の操作が漏れていた場合に、トラ

ンザクションによる排他が残ったままとなり、他のアプリケーションのトランザクションが

待たされて無応答になるトラブルが発生します。この事象を回避するには、トランザクショ

ン終了の操作を適切なタイミングで行う必要があります。 
 トランザクションの開始と終了 

 トラザクションの開始と終了契機は、アプリケーションの連携方法によって異なりま

す。詳細は、「9.2.3. 備考」で示す各アプリケーション開発ガイドを参照してください。 
 

連携方法 トランザクションの開始契機 トランザクションの終了契機 

埋込み SQL データ操作の SQL文実行時 COMMITまたはROLLBACKの発行時 

JDBC 

・Connection.createStatement()など、Statementオブジェクト、

PreparedStatementオブジェクト、CallableStatementオブジェク

トを作成するメソッドの実行時 

・Statement.executeUpdate(String s)、

PreparedStatement.executeQuery()など、SQL文を実行するメソッ

ドの実行時 

・Connection.commit()または

Connection.rollback()実行時 

・自動コミット機能によるトラン

ザクションの自動終了時 

Symfowre .NET 

Data Provider 

・トランザクションの終了契機をアプリケーション内で明示的に

操作する場合 

Connection.BeginTransaction実行時 

・トランザクションの終了契機をアプリケーション内で明示的に

操作しない場合（BeginTransactionを使用しない、または

TransactionScopeを使用する場合） 

SymfowareCommand.Prepareまたは、SymfowareCommand.executeXXX

など、SQL文を実行するメソッドの実行時 

・トランザクションの終了契機を

アプリケーション内で明示的に

操作する場合 

Transaction.Commitまたは

Transaction.Rollback実行時 

・トランザクションの終了契機を

アプリケーション内で明示的に

操作しない場合 
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SQL文の処理完了後すぐコミッ

ト 

ODBC 

・RDO/ADOの場合 

Connection.BeginTrans、Connection.CommitTrans、または

Connection.RollbackTransの実行時 

・ADO.NETの場合 

OdbcConnection.BeginTransaction、OdbcTransaction.Commit、ま

たは OdbcTransaction.Rollbackの実行時 

SQL文の処理完了後すぐにコミ

ット 

 
 注意点 

 以下の操作でトランザクションが終了するものと誤解されたトラブルが多々あります。

以下の操作ではトランザクションは終了しないこと、明示的な COMMIT や

ROLLBACK の発行が必要であることに注意してください。 
- カーソルや結果セットのクローズ 

 
 排他待ち状態の確認方法 

 トランザクションの終了漏れによる排他待ち状態は、以下の方法により検出できます。 
(1) rdblkinf -l -e コマンドにより、他のコネクションを待たせているコネクション

（Status が ACTIVE）を検出します。（待たされているコネクションの Status
は WAIT） 

 
 

(2) rdbcninf -s コマンドにて、他のコネクションを待たせているコネクションがト

ランザクション中（Tran が ACT）、かつアイドル時間（Idle）が 0 でないかどう

か、または極端に時間がかかっていないかを確認します。 

$ rdblkinf -l -e 

RDBII rdblkinf DATE:2014/04/14 TIME:11/35/50 

DSI-name : DB0001.DSI0001 

  Status  Uid   Pid    Sid  Type  Name            Unit  Purpose 

  ACTIVE  I4874 19656  1    SQL   apl001/DEFAULT  DSI   REFER|UPDATE 

  WAIT    I4874 19641  2    SQL   apl003/DEFAULT  DSI   REFER 
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上記(2)の条件に該当するコネクションは、トランザクションの終了漏れである可能性

があります。例えば、Idle が 0 でない場合、排他を残したまま 1 秒以上 SQL 文を発

行していないことになりますが、そのような動作を意図したアプリケーションでなけ

れば、トランザクション終了漏れの可能性が高いと言えます。 
また、トランザクション終了の操作が漏れていないアプリケーションで、極端に時間

がかかっているような長トランザクションは、他のアプリケーションを待たせる確率

が高くなるため、アプリケーションの業務内容を確認して、より適切なタイミングで

トランザクションを終了するように見直すことが必要です。 
 
9.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 アプリケーションから発行した SQL 文が排他待ちになります。 
 他トランザクションの終了操作漏れのため、排他が残ったままになっているためです。 
 

9.2.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編)  
 1.1 トランザクションと排他制御  

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(JDBC ドライバ編)  
 2.3 トランザクション 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(ODBC ドライバ編)  
2.3 トランザクションと排他制御 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(NET Data Provider 編)  
2.3 トランザクション 

 

$ rdbcninf -s 

RDBII rdbcninf DATE:2014/04/14 TIME:11/36/00 

Local Connection Status(exec/term/free/total) : 2/ 0/ 30/ 32 

 

Status  Idle    Tran  Type  Connection-Info 

EXEC    125:32  ACT   SQL   19656/1 

EXEC    00:00   ACT   SQL   19641/2 

 

Remote Connection Status(exec/term/free/total) : 0/ 0/ 32/ 32 
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9.3. EUCの文字データを扱う場合の留意点 

 
9.3.1. 留意点  

【概要】 
EUC の文字データを使用する場合、EUC_S90 の範囲で使用してください。 

 
【詳細】 

EUC には、EUC_S90 と EUC_U90 の 2 種類のデータが存在します。 
データベースの文字コード系がEUC_S90 の状態で、アプリケーションや RDB コマンドに

て EUC_U90 のデータをデータベースに格納しようとした場合、EUC_U90 のままデータ

が格納されます。 
EUC_U90 のデータが格納された状態で、異なる文字コード系で動作しているアプリケーシ

ョンにてデータの参照を行うと、EUC_U90 の文字列を EUC_S90 として扱い、文字コード

変換するため、文字コード変換エラーが発生します。 
データベースの文字コード系としてEUC_S90 を選択した場合は、データベースに格納する、

文字列型および各国語文字列型のデータは、EUC_S90 の範囲で使用すること。 
なお、現在使用しているデータベースの文字コード系は、rdbprt -m CODE を実行すること

で、確認することができます。 
[実行例] データベースの文字コード系がEUC_S90 の場合 

 

データベースの文字コード系は、Symfoware Server のインストール時に設定します。 
EUC の文字コード系では、EUC_S90 が設定可能です。EUC_U90 は選択できません。 
ただし、Symfoware V6 以前で、データベースの文字コード系として EUC_U90 を使用し

ている環境があり EUC_U90 を継続して使用したい場合は、Symfoware をアップグレード

インストールすることで EUC_U90 の環境を継続して使用することができます。 
 
9.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

文字コード変換に失敗し、アプリケーションがエラー復帰します。 
または、文字データが代替文字（"?"や"_"）に置き換わります。 

rdbprt ‐m CODE 

 

Code Information 

 Data Code ...... EUC S90 
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[返却されるエラー] 
JYP1308E 外部プロシジャルーチンの入力パラメタまたは入出力パラメタのデ

ータ型変換に失敗しました．パラメタ名=“@1@”：code=“@2@” 
JYP1309E 外部プロシジャルーチンの出力パラメタまたは入出力パラメタのデ

ータ型変換に失敗しました．パラメタ名=“@1@”：code=“@2@” 
JYP1310E 入力パラメタまたは入出力パラメタにコード変換できない文字が含

まれています．パラメタ名=“@1@” 
JYP1311E 各国語文字列型に文字と各国語文字が混在しています．パラメタ名=
“@1@” 
JYP2063E コード変換に失敗しました． 
JYP2201E 入力ホスト変数にコード変換できない文字が含まれています． 
JYP2202I 出力ホスト変数へのコード変換で置換した文字があります． 
JYP2205E カタログ名またはデータベース名にコード変換できない文字が含ま

れています． 
JYP2206E SQL 文にコード変換できない文字が含まれています． 
JYP2207E カーソル名にコード変換できない文字が含まれています． 
JYP2209E 出力ホスト変数へのコード変換で変換できない文字があります． 
JYP2210E コネクション名にコード変換できない文字が含まれています． 
JYP2212E データベース名のコード変換に失敗しました． 
JYP2532E プロシジャルーチンのパラメタ変数のコード変換に失敗しました． 
JYP2714E 被準備文に指定された列名のコード変換に失敗しました． 
JYP5065U コード変換ライブラリでシステムエラーを検出しました．type = 
“@1@”：code = “@2@” 
JYP5262E Text 検索式にコード変換できない文字が指定されています． 
 

 【原因】 
データベースの文字コード系がEUC_S90 であるにも関わらず、EUC_U90 のデー

タがデータベースに格納されているため、文字コード変換に失敗したためです。 
 
9.3.3. 備考 

 Symfoware Server インストールガイド（サーバ編） 
 1.3.1 データベースの文字コード系と Symfoware/RDB のロケールの関係  

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（埋込み SQL 編） 
 2.3 文字コード系の考慮  

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（JDBC ドライバ編） 
 2.2 文字コード系の考慮 

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
2.46 rdbprt  
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9.4. SQL文処理結果の確認処理の組み込み漏れによる業務異常について 

 
9.4.1. 留意点 

【概要】 
アプリケーションでは、実行した SQL 文ごとに、処理結果を確認する必要があります。 

 
【詳細】 

アプリケーションで、実行した SQL 文ごとに処理結果を確認していない場合、SQL 文の処

理結果の異常を検出せずに、そのまま業務処理を進めることになり、各種の問題を引き起こ

すことになります。 
 発生した問題事例（多いもの） 

 更新したはずのデータが正しく反映されていない（UPDATE 文の処理結果を確

認していないため、UPDATE 文の実行異常を検出できず、処理を継続した結果

の事象） 
 挿入したはずのデータが参照できない（INSERT 文の処理結果を確認していない

ため、INSERT 文の実行異常を検出できず、処理を継続した結果の事象） 
 
【対処】 

埋込み SQL を利用した場合の確認方法を以下に示します。 
JDBC ドライバ/ODBC ドライバ/.NET Data Provider を利用する場合は、「9.4.3. 備考」 に
示すマニュアルを参照してください。 
 状態変数およびメッセージ変数を使用する場合の例 

 SQL 文の実行結果は、SQL 文の実行ごとに、状態変数 SQLSTATE およびメッセー

ジ変数 SQLMSG に通知されます。 
 状態変数は、処理結果の状態をアプリケーションに伝えるための変数で、状態コード

が設定されます。 
 状態コードは、処理が正常に完了した、または処理中になんらかの例外条件が発生し

たという状態を示します。 
 メッセージ変数は、処理結果をメッセージとしてアプリケーションに伝えるための変

数です。 
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 [ホスト変数宣言の例(SQL 埋込み C プログラム)] 

 
 SQLSTATE は、長さ 5 桁の文字列型(char SQLSTATE[6]) の変数であり、埋込み

SQL 宣言節で宣言します。 
 SQLMSG は、文字列型の変数であり、長さには、2 以上 32001 以下の値が指定でき

ます。同じく、埋込み SQL 宣言節で宣言します。 
 

 埋込み例外宣言(WHENEVER 文)を使用する場合の例 
 埋込み例外宣言は、SQL 文が例外条件を生じた場合に実行する処理を指定する SQL

文です。 
 これにより、SQL 文の実行ごとに、処理結果をチェックする必要がなくなります。 
 [埋込み例外宣言の使用例] 

 データなし以外のエラーが発生した場合には、ERR001 へ進むことを指示します。 

 

 
9.4.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 アプリケーションの異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

・ 更新したはずのデータが正しく反映されていません 
・ 挿入したはずのデータが参照できません 

 【原因】 
アプリケーションにおいて、SQL 文の処理結果を確認していないためです。 

 

EXEC SQL WHENEVER SQLERROR  GOTO :ERR001; 

                     (1)        (2) 

(1)条件 

(2)例外動作 

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; 

 short PNO ; 

 long QOH ; 

 short PFLAG ; 

 short QFLAG ; 

 char SQLSTATE[6] ; 

 char SQLMSG[256] ; 

EXEC SQL END DECLARE SECTION; 

埋込み SQL宣言節 
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9.4.3. 備考 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(共通編) 
 第 1 章 アプリケーションの設計に必要な概念 
 1.1 トランザクションと排他制御 
 1.1.5 SQL 文の処理結果異常とトランザクション 
 付録E SQLSTATE 値 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(埋込み SQL 編) 
 第 3 章 アプリケーションの作成 
 3.1 SQL 埋込み C プログラムの作成方法 
 3.1.4 SQL 文の処理結果の確認 
 3.2 SQL 埋込みCOBOL プログラムの作成方法 
 3.2.4 SQL 文の処理結果の確認 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(JDBC ドライバ編) 
 第 3 章 アプリケーションの作成 
 3.17 エラー情報の取得 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(ODBC ドライバ編) 
 第 4 章 アプリケーションの作成および実行 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド(.NET Data Provide 編) 
 第 3 章 アプリケーションの作成 
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9.5. Connection Managerでの通信異常/接続失敗発生時の確認観点 

 
9.5.1. 留意点 

【概要】 
Connection Manager を使用してコネクションを接続している状態で、通信異常や接続失敗

のエラーが返却された場合は、Connection Manager の apcnet コマンドでデータベースサ

ーバ上のRDB システムとの通信状態を確認してください。 
RDB システムとの通信が、通信不可状態であれば、ネットワーク機器などの通信関連設備

の状態や、データベースサーバ、アプリケーションサーバの運用状態を確認してください。 
 
【詳細】 

Connection Manager を使用してコネクションを接続しているとき、以下のような通信異常

や接続失敗のエラーが返却される場合がある。 
apc00001e:An error has occurred on the communication line to RDB system 'xxx'. 
apc00004e:Failed to connect the communication line with RDB system 'XXX'. 
apc01017e Heartbeat connection timed out. IPaddress=s* t* 
apc00022e Heartbeat connection closed by foreign host. IPaddress=s* 
PortNumber=d* t* 

上記のようなエラーが返却された場合は、Connection Manager の apcnet コマンドで、デ

ータベースサーバ上のRDB システムとの通信状態を確認します。 

 

apcnet コマンドで出力された通信状態（Status）が online で、システムログに apc00005i
のメッセージが出力されている場合は、Connection Manager の機能によりコネクションは

再接続されているため、特別な対処方法は不要です。 
apc00005i Successfully connected the communication line with RDB system 's*'.t* 

通信状態（Status）が offline の場合は、ネットワーク環境、データベースサーバやアプリ

ケーションサーバに異常が発生していないか確認してください。 
 
【補足】 

Symfoware のクライアント用動作環境ファイルで WAIT_TIME パラメタに 0 を指定して

いる場合、または WAIT_TIME パラメタを省略している場合、アプリケーションサーバか

らデータベースサーバに処理依頼を実行した後、通信状態が回復するまで無応答になります。 
この無応答を回避する場合は、WAIT_TIME パラメタに 0 以外の値を設定してください。 

apcnet DATE:2014/05/28 TIME:13/16/17 

 System     Host             Status   Cause 

 symfo001   xxx.xxx.xxx.xxx  online   ‐ 

(symfo001)  ‐               offline  CON 
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9.5.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 オンライン異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

業務アプリケーションを実行すると、以下のエラーが出力されます。 
また、以下のエラーが出力された後、実行した業務アプリケーションは無応答状態

になります。 
[返却されるエラー] 

apc00001e:An error has occurred on the communication line to RDB system 
'xxx'. 
apc00004e:Failed to connect the communication line with RDB system 'XXX'. 
apc01017e Heartbeat connection timed out. IPaddress=s* t* 
apc00022e Heartbeat connection closed by foreign host. IPaddress=s* 
PortNumber=d* t* 

 【原因】 
ネットワーク環境、データベースサーバやアプリケーションサーバの異常により、

通信切断の状態になっているためです。 
また、Symfoware のクライアント用動作環境ファイルで WAIT_TIME パラメタに 
0 を指定しているため、通信状態が回復するまで待ち状態になっています。 

 
9.5.3. 備考 

 Symfoware Server Connection Manager ユーザーズガイド 
 4.1.2 通信異常時の対処 
 6.1 apcnet 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（埋込み SQL 編） 
 7.4.1 クライアント用の動作環境ファイルによる定義  

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（JDBC ドライバ編） 
 5.2.3.4 ctuneparam オプションについて 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（ODBC ドライバ編） 
 4.5 アプリケーションのチューニング 

 Symfoware Server アプリケーション開発ガイド（.NET 編） 
 B.2 tuneparam キーワード 
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10. 起動/停止に関する注意事項 

本章では、Symfoware の起動と停止に関する注意事項について説明します。 
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10.1. Symfoware/RDBの停止不可事象の解決について 

 
10.1.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware/RDB、またはデータベース二重化機能、または Mirroring Controller の停止を

伴うデータベースサーバのメンテナンス作業を行う際、RDB コマンドやアプリケーション

の停止、および、性能情報を取得しているミドルウェアの停止を行うことを、メンテナンス

時の停止手順に組み込んでください。 
 
【詳細】 

データベースサーバのメンテナンス作業を目的に、Symfoware/RDB の停止(rdbstop コマン

ド)や、データベース二重化機能／Mirroring Controller の DB ミラーリングサービスの停

止(dxsvstop コマンド)を行う際、以下のメッセージを出力し停止できない場合があります。 
 Symfoware/RDB の場合 

 qdg12426u RDBII を停止できません 原因：動作中 
 データベース二重化機能／Mirroring Controller の場合 

 32142:データベースの更新および定義操作を行う応用プログラムまたはコマンドが動

作中のため DB ミラーリングサービスの通常停止はできません 
 

停止不可となる理由として、以下の状態となっていることが多いです。 
 アプリケーションが接続状態(コネクト中)、または実行中 
 Symfoware/RDB のコマンドが実行中 
 Symfoware/RDB の性能情報を取得している Systemwalker Service Quality 

Coordinator が動作中 
 
【対処方法 1】 

Symfoware のバージョンが V8.0.1 までの場合 
動作中のアプリケーション、RDB コマンドが存在しないか rdbps コマンドで確認します。

存在する場合には、以下の対処を実施します。 
 RDB コマンドの終了を待つ 
 アプリケーションの終了を待つ、またはアプリケーションを停止する 
 アプリケーションからのコネクションを rdbterm コマンドで切断する 
 Systemwalker Service Quality Coordinator が動作中の場合、SSQC のポリシーを変

更(Symfoware/RDB の性能情報の収集停止)する 
 
【対処方法 2】 

Symfoware のバージョンが V9.0 以降の場合 
対処方法 1 に加えて、rdbps コマンドによる確認を行わずに Symfoware/RDB を停止する
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ことを可能とする機能が V9.0 より提供されています。 
 rdbstop コマンド実行時に新規オプション「-mc」を指定して停止処理を行う 

 -mc オプション指定時の動作は以下の通り。 
 オプションを省略した場合の停止処理に加え、実行中のアプリケーションおよび RDB

コマンドがある場合はそれらを強制終了し、Symfoware/RDB を正常停止する。 
 
[注意] 

-mc オプションを指定した場合、省略時の停止処理に加えトランザクションのロールバッ

クを行うため、省略時よりも停止処理時間が長くなる場合があります。 
 
10.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 サブシステムの起動/停止不可 

(2) 現象/原因 
 Symfoware/RDB の通常停止(正常停止)が不可となります。 
 Symfoware/RDB を利用中のプロセス(アプケーション、コマンド等)が動作中のため

です。 
 
10.1.3. 備考 

rdbstop コマンド、rdbterm コマンド、dxsvstop コマンドの詳細は、マニュアル“Symfoware 
Server コマンドリファレンス”を参照してください。 
SSQC のポリシー変更の詳細は、マニュアル“Systemwalker Service Quality Coordinator 
使用手引書”を参照してください。 
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10.2. DBミラーリングシステムの起動手順と留意点（Linux/Solarisのみ） 

 
10.2.1. 留意点 

【概要】 
DB ミラーリングシステムは、Symfoware/RDB の動作状況を確認したうえで、起動する必

要があります。 
 
【詳細】 

DB ミラーリングシステムの起動は、以下の手順で実施します。 
(1) モニタデーモンの起動 (両ノード共通の操作。どちらのノードから実行しても可) 
モニタデーモンの起動時は、Symfoware/RDB が停止している必要があるため、

Symfoware/RDB が起動されていないことを確認します。 
（終了ステータスに 3 が返却されれば、Symfoware/RDB は未起動状態です） 

 
モニタデーモンを起動します。 

 
 

(2) データベースサーバの起動 (両ノード共通の操作。どちらのノードから実行しても可) 
データベースサーバの起動では、Symfoware/RDB を起動します。Symfoware/RDB は、

DB ミラーリングサービス開始前に起動しておく必要があります。 

 
 

(3) 監視プロセスの起動 (両ノード共通の操作。どちらのノードから実行しても可) 
ノードの監視を開始するため、Connection Manager の監視プロセスを起動します。 

 
 
[注意] 
この時点でアプリケーションからのコネクション接続は可能ですが、SQL 文の実行は

DB ミラーリングサービスの開始まで待たされます。 
 

(4) Symfoware/RDB の状態を確認 (両ノード共通の操作。どちらのノードから実行して

も可) 
閉塞された DSI が存在する状態で DB ミラーリングサービスを開始すると、DB ミラー

リングサービスの開始コマンドは正常に終了しますが、DB ミラーリングサービスの状

apcspv 

rdbstart 

dxstart 

rdbchksanity -c 1 
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態は異常となるため、Symfoware/RDB の状態を確認しておく必要があります。 

 
状態の詳細は、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”の“rdbinf” を
参照してください。 
閉塞状態からの復旧方法は、マニュアル“Symfoware Server RDB 運用ガイド”の“シ

ステムファイルおよびデータベース異常のリカバリ”を参照してください。 
 

(5) DB ミラーリングサービスの開始（正系ノード、副系ノードの順に実行すること） 
[正系ノードの操作] 
正系ノードの DB ミラーリングサービスを開始します。 

 
[副系ノードの操作] 
副系ノードの DB ミラーリングサービスを開始します。 

 
 
[注意] 
 以下の場合、DB ミラーリングサービスの開始コマンドが異常終了するため対処

が必要です。 
 一部のロググループの DCU に対して DB ミラーリングサービスの緊急停止

が行われた場合 
 DB ミラーリングサービスの緊急停止が行われているかの確認は、rdbbcdcu

コマンド（V オプションおよび b オプション） で行います。 
 詳細は、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”の

“rdbbcdcu”を参照してください。 
 DB ミラーリングサービスを緊急停止した後、DB ミラーリングサービスを

再起動するためには、DCU を再構築する必要があります。 
 DCU の再構築は、マニュアル“Symfoware Server データベース二重化導

入運用ガイド”の“DCU の再構築”を参照してください。 
 閉塞状態の RLP が存在する場合 

閉塞状態の RLP が存在するかの確認は、rdbbcrlp コマンド（V オプション

および O オプション） で行います。詳細は、マニュアル“Symfoware Server 
コマンドリファレンス”の“rdbbcrlp”を参照してください。 
RLP の閉塞状態からの復旧方法は、マニュアル“Symfoware Server デー

タベース二重化導入運用ガイド”の“RLP 閉塞”を参照してください。 
 

dxsvstart -r 

dxsvstart -c 

rdbinf -l inh -a 
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 DB ミラーリング動作環境ファイルの GCM_FAILOVER 、および

GCM_ADDRESS の指定は、正系ノードと副系ノードで同じ内容を指定する必要

があります。 
異なる内容を指定すると、DB ミラーリングサービスの開始コマンドは異常終了

します。 
 

(6) DB ミラーリングサービスの開始状態の確認（どちらのノードから実行してもよい） 
[正系ノードの操作] 
DB ミラーリングサービスが正常に動作していることを確認します。 
（返却情報の "Status" に、正系ノードは"C"、副系ノードは"R" が表示されていれば正

常に動作している状態） 

 
DCU が正常な状態であることを確認します。（返却情報の "ConStat" に、"connection" 
が表示されていれば正常な状態） 

 
 
[副系ノードの操作] 
DCU が正常な状態であることを確認します。（返却情報の "ConStat" に、"connection" 
が表示されていれば正常な状態） 

 
 
10.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 サブシステムの起動/停止不可 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

以下の場合、DB ミラーリングシステムの起動ができません。 
1) Symfoware/RDB が起動中の状態で、モニタデーモンを起動（dxstart）する 

出力メッセージ：  
32012: Abnormality occurred by an internal command. Search 
information='dxmomo_lgrpnum_get 2776 rdbbcdcu 1 rdb: ERROR: 
qdg02812u:RDBII システムが運用中または起動/停止途中です' 

2) 一部のロググループの DCU に対して DB ミラーリングサービスの緊急停止

が行われた状態で、DB ミラーリングサービスの開始コマンド（dxsvstart）
を実行する。 

rdbbcdcu -V 

rdbbcdcu -V 

dxinf 
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出力メッセージ：  
32108: DBミラーリングサービスが緊急停止しているためDBミラーリ

ングサービスを開始することができません 
3) 閉塞状態の RLP が存在する状態で、DB ミラーリングサービスの開始コマン

ド（dxsvstart）を実行する。 
出力メッセージ：  

32211: dxsvstart s*コマンドが異常終了しました 
4) DB ミラーリング動作環境ファイルの GCM_FAILOVER、および

GCM_ADDRESS の指定が、正系ノードと副系ノードで異なる状態で、DB
ミラーリングサービスの開始コマンド（dxsvstart）を実行する。 
出力メッセージ：  

32301: ノード間で DB ミラーリング動作環境ファイルの s*の指定が一

致していません 
5) モニタデーモンの起動コマンド（dxstart）が未実行の状態で、DB ミラーリ

ングサービスの開始コマンド（dxsvstart）を実行する。 
出力メッセージ：  

32003: モニタデーモンが起動されていません 
 【原因】 

DB ミラーリングシステムの起動手順を誤ったためです。 
 
10.2.3. 備考 

 Symfoware Server データベース二重化導入運用ガイド 
 7.1 通常運用 
 8.1 DB ミラーリングシステムの起動 
 9.2.1.2 主系RLP および従系 RLP の情報表示 
 11.1 起動・停止時の異常 
 11.7.5.3 RLP 閉塞 
 11.9 DCU の再構築 

 Symfoware Server RDB 運用ガイド 
 11.1 システムファイルおよびデータベース異常のリカバリ 

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
 2.31 rdbinf 
 4.3 dxinf 
 4.17 rdbbcdcu 
 4.25 rdbbcrlp 
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10.3. DBミラーリングシステムの停止手順と留意点（Linux/Solarisのみ） 

 
10.3.1. 留意点 

【概要】 
DB ミラーリングシステムは、Symfoware/RDB の動作状況を確認したうえで、停止する必

要があります。 
 
【詳細】 

DB ミラーリングシステムの停止は、以下の手順で実施します。 
DB ミラーリングサービスの停止には、通常停止、保守停止、リカバリ停止、および緊急停

止の 4 つのモードがあります。 
DB ミラーリングサービスを停止後に、正本と副本のデータベースの等価を保証する場合は、

通常停止で DB ミラーリングサービスを停止します。 
ここでは、通常停止について説明します。保守停止、リカバリ停止、および緊急停止の目的、

および手順は、マニュアル“Symfoware Server データベース二重化導入運用ガイド”の“DB
ミラーリングサービスの停止”を参照してください。 
 

(1) 利用者業務の停止 (両ノード共通の操作。どちらのノードから実行してもよい) 
DB ミラーリングサービスの通常停止時は、アプリケーションのコネクションが全て切

断されている必要があるため、アプリケーションのコネクションが存在しないことを確

認します。 
（返却情報に実行時間（例："RDBII rdbcninf DATE:2013/12/24 TIME:13/25/10"）の

みが表示されていれば、接続されているコネクションは存在しません） 

 
接続されているコネクションが存在する場合は、コネクションを切断してから、 "(2) デ
ータベースを更新する RDB コマンドの停止(正系ノードの操作)" を実施します。 
 

(2) データベースを更新する RDB コマンドの停止 (正系ノードの操作) 
DB ミラーリングサービスの通常停止時は、実行中のデータベースを更新する RDB コ

マンドが存在してはいけないため、データベースを更新する RDB コマンドが存在しな

いことを確認します。 
（返却情報の "Name" に実行中の全てのRDB コマンドが表示されます） 

 
以下のデータベースを更新するRDB コマンドが存在したら、同 RDB コマンドが終了し

てから、"(3) DB ミラーリングサービスの通常停止(正系ノードの操作)" を実施します。 
 rdbexecsql コマンド(*) 

rdbps 

rdbcninf -s 
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 rdbfmt コマンド 
 rdbgcdsi コマンド 
 rdbrcv コマンド 
 rdbupt コマンド 

*)DELETE 文、INSERT 文およびUPDATE 文が該当しますが、実行中の SQL 文を確

認する手段は無いため、コマンドが終了していることを確認してください。 
 

(3) DB ミラーリングサービスの通常停止 (正系ノードの操作) 
DB ミラーリングサービスを停止します。副系ノードの DB ミラーリングサービスは、

連動して停止します。 

 
 

(4) DB ミラーリングサービスの停止状態の確認 (両ノード共通の操作。どちらのノードか

ら実行しても可) 
DB ミラーリングサービスが通常停止状態となっていることを確認します。 
（返却情報の "Status" に "N" 、および "Service" に "stop" が表示されていれば通常

停止状態です） 

 
 

(5) データベースサーバの停止 (両ノード共通の操作。どちらのノードから実行しても可) 
データベースサーバの停止では、Symfoware/RDB を停止します。Symfoware/RDB は、

DB ミラーリングサービス停止後に停止する必要があります。 

 
 

(6) モニタデーモンの停止 (両ノード共通の操作。どちらのノードから実行しても可) 
モニタデーモンを停止します。 

 
 
[注意] 
以下の場合、DB ミラーリングサービスの停止コマンドが異常終了するため対処が必

要です。 
 一部のロググループのDCU に対してDB ミラーリングサービスの緊急停止が行

われた場合 
 DB ミラーリングサービスの緊急停止が行われているかの確認は、rdbbcdcu コ

dxstop 

rdbstop 

dxinf -s 

dxsvstop 
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マンド（V オプションおよび b オプション） で行います。 
 詳細は、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”の“rdbbcdcu”

を参照してください。 
 DB ミラーリングサービスを緊急停止した後、DB ミラーリングサービスを再起

動するためには、DCU を再構築する必要があります。 
 DCU の再構築は、マニュアル“Symfoware Server データベース二重化導入運

用ガイド”の“DCU の再構築”を参照してください。 
 閉塞状態の RLP が存在する場合 

 閉塞状態の RLP が存在するかの確認は、rdbbcrlp コマンド（V オプションおよ

び O オプション）で行います。 
 詳細は、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”の“rdbbcrlp”

を参照してください。 
 RLP の閉塞状態からの復旧方法は、マニュアル“Symfoware Server データベー

ス二重化導入運用ガイド”の“RLP 閉塞”を参照してください。 
 副系ノードで DB ミラーリングサービスのリカバリ停止または、保守停止が行わ

れた場合 
副系ノードで DB ミラーリングサービスのリカバリ停止または、保守停止が行わ

れているかの確認は、副系ノードで dxinf コマンド（s オプション）を用いて行

います。 
詳細は、マニュアル“Symfoware Server コマンドリファレンス”の“dxinf”
を参照してください。 
副系ノードで DB ミラーリングサービスのリカバリ停止または、保守停止が行わ

れている場合、副系ノードの DB ミラーリングサービスを開始する必要がありま

す。 
 
【補足】 

DB ミラーリングサービスの起動中に、正系ノードで Symfoware/RDB を停止するとノード

切替えが発生します。 
ノード切替えが発生すると Symfoware/RDB の起動ができない(※)ため、旧正系ノードに副

系ノードを組み込んでください。 
ノード組み込み方法は、マニュアル“Symfoware Server データベース二重化導入運用ガイ

ド”の“ノード組込み”を参照してください。 
※ メッセージ「qdg20431u ノード組込み処理が行われていません。」 を出力して異

常終了します。 
 
10.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 サブシステムの起動/停止不可 
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(2) 現象/原因 
 【現象】 

以下の場合、DB ミラーリングシステムの通常停止ができません。 
 以下のいずれかが存在する状態で、DB ミラーリングサービスの停止コマン

ド（dxsvstop）を実行する。 
- データベースを更新中のアプリケーション 
- RDB コマンドによるデータベースの更新中 
出力メッセージ： 32212: dxsvstop コマンドが異常終了しました 

 閉塞状態の RLP が存在する状態で、DB ミラーリングサービスの停止コマン

ド（dxsvstop）を実行する。 
出力メッセージ： 32114: RLP が閉塞しているため dxsvstop コマンドが実

行できません 
 一部のロググループの DCU に対して DB ミラーリングサービスの緊急停止

が行われた状態で、DB ミラーリングサービスの停止コマンド（dxsvstop）
を実行する。 
出力メッセージ： 32113: DB ミラーリングサービスが緊急停止状態のため

dxsvstop コマンドが実行できません 
 副系ノードの状態がリカバリ停止または、保守停止の状態で、DB ミラーリ

ングサービスの停止コマンド（dxsvstop）を実行する。 
出力メッセージ： 32004: dxsvstop コマンドの処理途中で異常が発生しま

した 
 【原因】 

DB ミラーリングシステムの停止の手順を誤ったためです。 
 
10.3.3. 備考 

 Symfoware Server データベース二重化導入運用ガイド 
 7.1 通常運用 
 8.2 DB ミラーリングシステムの停止 
 8.4.2 Symfoware/RDB の停止によるノード切替え 
 8.5 ノード組込み 
 9.2.1.2 主系RLP および従系 RLP の情報表示 
 11.1 起動・停止時の異常 
 11.7.5.3 RLP 閉塞 
 11.9 DCU の再構築 

 Symfoware Server コマンドリファレンス 
 2.9 rdbcninf 
 2.31 rdbinf 
 2.50 rdbps 
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 4.3 dxinf 
 4.17 rdbbcdcu 
 4.25 rdbbcrlp 
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11. その他 

本章では、その他の注意事項について説明します。 
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11.1. Patchの適用推進について 

 
11.1.1. 留意点 

【概要】 
予防保守の観点から Patch は最新のものを適用してください。 

 
【詳細】 

製品障害の中にはタイミングに依存するものもあるため、現状問題なく動作していても将来

トラブルが発生する可能性があります。 
業務の追加や変更によって修正未適用の障害が顕著化することもあります。 
したがって、最新の修正を適用しておくことが重要です。 
 

11.1.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
全系ダウン 

(2) 現象/原因 
原因は既知の製品障害によるものでしたが、最新 Patch を適用していなかったために

発生を未然に防ぐことができなかったためです。 
 

11.1.3. 備考 

なし 
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11.2. Symfowareのアップグレードインストールと非互換について 

 
11.2.1. 留意点 

【概要】 
Symfoware をアップグレードインストールすると、機能追加、機能改善に伴い、非互換が

発生する場合があります。 
 
【詳細】 

アップグレードインストール時に発生する非互換については「11.2.3. 備考」で示すマニュ

アルを参照してください。 
以下に、Symfoware を旧バージョンレベルからアップグレードインストールする場合に発

生する主な非互換を記載します。 
 

非互換項目名 非互換内容概説 

移行前のバージョンレベル(V10.0.0 以降) 

9.2.0 

以前 
V10.0.0 V10.1.0 V11.0.x V11.1.0 

GUI インスト

ーラの未サポ

ート 

V12.0.0 から、製品インストールの際に

GUI インストーラは使用できなくなりま

した。 

○ ○ ○ ○ ○ 

文字と各国語

文字が混在し

たデータの各

国語文字列型

への格納また

は比較時のエ

ラー通知 

V11.1.0 か ら 、 ODBC ま た は

Symfoware .Net Data Provider連携のア

プリケーションで、データベースの文字

コード系がEUCコード、またはシフトJIS

コードで、各国語文字列型と比較する変

数または各国語文字列型に代入する変

数に文字と各国語文字を混在させたデ

ータを指定した SQL文を実行すると、エ

ラーが通知されるようになりました。 

○ ○ ○ ○ - 

SET 

STATISTICS 文

の DIFFERENT 

KEY の異なる

キー値数 

V11.1.0 から、32 ビット環境で SET 

STATISTICS文の DIFFERENT KEYの異なる

キー値数に 2147483648～2999999999 の

範囲の値を指定を指定したときの動作

が変更されました。 

○ ○ ○ ○ - 

データベース

二重化のコマ

ンドおよびセ

ットアップス

V11.0.0から、Symfoware Serverのイン

ストール時にセキュリティの運用形態

に標準運用を指定した場合、作成される

データベース二重化のコマンドおよび

○ ○ ○ - - 
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クリプトの実

行ユーザ 

セットアップスクリプトのファイルの

属性（所有者・グループ・アクセス権限）

が一部変更になりました。 

DB ミラーリン

グサービス運

用中の DSI の

初期化 

V11.0.0から、正系ノードの DBミラーリ

ングサービスの運用中に、rdbfmtコマン

ドによる DSIの初期化が行われても、コ

マンドが正常に動作するようになりま

した。 

○ ○ ○ - - 

RERUN ログ反

映のチューニ

ングに関する

パラメタ 

V11.0.0 以降では、RLP 動作環境ファイ

ルに REF_APPLY_MODE パラメタを指定す

ることでチューニングが有効になるよ

う変更されました。 

○ ○ ○ - - 

データベース

二重化のメッ

セージ 

データベースの二重化機能によりデー

タベースの二重化を行っている場合に

出 力 さ れ る エ ラ ー メ ッ セ ー ジ

(qdg20002u/qdg20267u/qdg20272u/JYP2

900E)が変更されました。 

○ ○ ○ - - 

Symfoware .N

ET Data 

Provider

の.NET 規約対

応 

V11.0.0 以 降 か ら 、

SymfowareDataReader.GetSchemaTable(

) メ ソ ッ ド お よ び

SymfowareCommandBuilder クラスの動作

が変更されました。 

○ ○ ○ - - 

Symfoware .N

ET Data 

Provider で

DECIMAL 列の

データを参照

した際の位取

りの扱い 

V11.0.0 以降で、 NUMERIC 型または

DECIMAL 型のデータを扱うアプリケーシ

ョンで、データの小数点以下の桁数が、

位取りに指定した桁数よりも小さい場

合に、0 を付加するよう動作が変更され

ました。 

○ ○ ○ - - 

ファクトリモ

ードでエラー

発 生 時 に

DbException

を返却 

V11.0.0 以降で、Symfoware .NET Data 

Provider のファクトリモードでエラー

が 発 生 し た と き 、 DbException と

SymfowareException を返却するよう変

更されています。 

○ ○ ○ - - 

長さが異なる

文字列型、ま

たは各国語文

字列型のデー

長さが異なる文字列型、または各国語文

字列型のデータの比較方法が変更され

ました。 
○ ○ ○ - - 
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タを比較する

方法 

OR 結合した条

件から作成す

るアクセスプ

ランの改善 

V11.0.0 以降で、SQL 文の WHERE 句にブ

ール演算子“OR”を指定した場合、TID

ユニオンマージのアクセスプランに加

えて、インデックス検索、またはインデ

ックス検索と表データ取得のアクセス

プランから処理手順にかかるコストを

評価して、効率の良い処理手順を決める

ように変更されています。 

○ ○ ○ - - 

ガーベジコレ

クション実行

時のオブジェ

クト回収動作 

V11.0.0以降で、アプリケーション内で、

オブジェクトの closeメソッドを実行し

忘れている場合でも、データベース上の

資源を回収しないようになりました。 

○ ○ ○ - - 

BLOB データ操

作時の動作 

V10.1.0以前では、setStringで BLOB列

に追加したデータに奇数バイトのデー

タが含まれるとき、データの後方 1文字

を JDBC ドライバの処理内部で自動削除

して、正常復帰していました。 

V11.0.0以降では、setStringで BLOB列

に追加したデータに奇数バイトのデー

タが含まれるとき、アプリケーションに

エラー復帰するよう変更されています。 

○ ○ ○ - - 

コンソールへ

のメッセージ

出力の抑止 

従来はシステムコンソールに出力され

ていたメッセージが、システムコンソー

ルに出力されなくなりました。 

○ ○ - - - 

SQL 文の制限

値エラー通知 

V10.0.1 以前では、制限値を超える資源

を指定した SQL 文を実行すると、

Symfoware/RDB がダウンまたは無応答と

なる場合がありました。 

V10.1.0以降では、システム用の動作環

境ファイルの MAX_UNIONに ONを指定す

ることにより、制限値を超える資源を指

定した SQL文を実行した場合にエラーを

通知するよう変更されています。 

○ ○ - - - 

トランザクシ

ョンを超越す

るカーソルの

トランザクションを超越するカーソル

のオープン中に rdbexdsiコマンドが実

行されても、アプリケーションが正常に

○ ○ - - - 
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エラー抑止 動作するようになります。 

ただし、トランザクションを終了した時

点でカーソルを位置づけている行の DSI

が、rdbexdsiコマンドにより SQL処理の

対象から除外された場合は、従来どおり

アプリケーションにエラーが通知され

ます。 

管理者権限の

不足時のエラ

ーメッセージ 

管理者権限を持たないユーザ IDで以下

のコマンドを実行した場合に出力され

るエラーメッセージが変更になりまし

た。 

・rdbaudit 

・rdbrcvadt 

・rdbunladt 

○ ○ - - - 

 

非互換項目名 非互換内容概説 
移行前のバージョンレベル(9.2.0 以前) 

V5.0L10 V6.0L10 V7.0L10 8.0.x 9.0.x 9.1.0 9.2.0 

パラメタの省

略値 

RDB構成パラメタファイルやシ

ステム用の動作環境ファイル、

クライアント用の動作環境フ

ァイルなど、Symfowareが提供

する各種環境ファイルで、チュ

ーニングレスを目的に、バージ

ョンレベルごとにパラメタの

初期値を拡張しています。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

XA インターフ

ェースの接続

方式の変更 

9.2.0以前は、XAインターフェ

ースを利用した埋込みSQLのア

プリケーションからの

Symfoware/RDBへの接続方式

は、システム内通信でした。 

V10.0.0 から、Symfoware/RDB

への接続方式が、RDB2_TCP接続

に変更されます。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

RDB ディクシ

ョナリの使用

量 

V10.0.0以降では、システム表

の拡張により、RDBディクショ

ナリのサイズが表資源数×1バ

イト増加します。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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ポート番号の

指定範囲の変

更 

OSや他の製品が自動採番した

ポート番号との重複を回避す

るため、V10.0.0以降では、ポ

ート番号の指定範囲を 1024～

49151に変更しました。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

リモートアク

セスでの利用

者認証 

V10.0.0以降で、サーバとクラ

イアントが同一マシンに存在

する場合、リモートアクセスで

接続先ホスト名に自端末の IP

アドレス、自端末のホスト名、

“localhost”またはループバ

ックアドレスを指定した場合

は、ユーザ IDおよびパスワー

ドの指定が不要となりました。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

RDBNAME 未設

定時のエラー

メッセージ 

RDBシステム名を設定して運用

している環境で、環境変数

RDBNAMEが未設定の場合に出力

されるエラーメッセージを、原

因特定が容易になるよう改善

しました。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

RDB 構成パラ

メタファイル

のひな型ファ

イル名の変更 

使用法誤解削減を目的に、RDB

構成パラメタファイルのひな

型ファイル名を、V10.0.0から

"RDBSYS.cfg"に変更しました。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

JDBC データソ

ース定義の簡

素化 

V10.0.0以降では、誤操作の抑

止を目的に、JDBCデータソース

登録ツールの GUI画面におい

て、接続方法のひとつである

RDA-SVを隠蔽し、JDBCデータ

ソース登録における定義を簡

素化します。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

アプリケーシ

ョンの予約語

のレベルの変

更 

V10.0.0では、アプリケーショ

ンの予約語のレベルの省略値

を、SQL2007に改善しました。

これにともない、V10.0.0以降

では、ファンクションルーチン

名に、予約語と同じ名前が指定

されているファンクションル

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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ーチンは動作できません。 

DatabaseMeta

Data クラス、

ResultSetMet

aData クラス

の未サポート

API のサポー

ト 

V10.0.0で、DatabaseMetaData

クラス、ResultSetMetaDataク

ラスの APIで、未サポートの

SQLExceptionを返却していた

一部のAPIをサポートしていま

す。APIサポートに伴い、

SQLExceptionを返却せず正常

復帰するよう動作を変更しま

した。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

WebAdmin/Web

DBtools で使

用するポート

番号 

WebAdminで使用するポート番

号と WebDBtoolsで使用するポ

ート番号を変更しました。な

お、ポート番号は 8.0以前(○

1)と 9.x(○2)、10.x以降とで

異なります。 

○1 ○1 ○1 ○1 ○2 ○2 ○2 

SQLGetInfo 関

数の仕様変更 

V10.0.0で、ODBCの SQLGetInfo

関数で、カタログ名を返却でき

るようになりました。機能改善

に伴い、SQLGetInfoの第 2引数

に、SQL_CATALOG_NAMEや

SQL_MAX_CATALOG_NAME_LENを

指定した場合に、第 3引数の返

却値が変更されます。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

SQLTables 関

数の仕様変更 

V10.0.0で、ODBCの SQLTables

関数で、カタログ名の情報を返

却できるようになりました。機

能改善に伴い、SQLTablesに、

SQL_ALL_CATALOGS、

SQL_ALL_SCHEMAS、および

SQL_ALL_TABLE_TYPESを指定し

た場合の返却値が変更されま

す。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

非活性状態の

インデックス

DSIの参照 

表が分割されているとき、イン

デックスを構成する一部の DSI

が非活性状態の場合、アプリケ

ーションからインデックスを

使用できませんでした。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ - 
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9.2.0 から、アプリケーション

からインデックスを使用する

ことができるようになります。 

アクセスプラ

ンへのデフォ

ルトでのアド

バイス出力 

ACCESS_PLANの SQLアドバイザ

出力レベルを省略した場合、

SQL文に対するアドバイスは出

力されませんでした。9.2.0か

ら、出力レベルが省略された場

合も、アドバイスを出力できる

ようになりました。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

パフォーマン

スモニタでの

アドバイス出

力 

rdbpmsqllistコマンドの cオ

プションおよび tオプション

で、SQL文に対するアドバイス

は、アクセスプランに出力でき

ませんでした。 

9.2.0 から、SQL 文に対するア

ドバイスも、アクセスプランの

出力できるようになりました。 

- - - - ○ ○ - 

DSI 定義での

動的容量拡張

定義指定 

アラームポイントおよび容量

拡張定義の指定は、rdbalmdsi

コマンドで指定可能でした。 

9.1.0 から、rdbalmdsi コマン

ドだけでなく、DSI 定義時にお

いても、表、およびインデック

スの DSIに対して、アラームポ

イントおよび容量拡張定義が

指定可能になりました。 

○ ○ ○ ○ ○ - - 

ODBC 連携時の

トランザクシ

ョン独立性水

準の初期値変

更 

ODBC アドミニストレータを使

用して、新規に ODBC のデータ

ソース登録を実施すると、トラ

ンザクション独立性水準の初

期値は、SERIALIZABLEでした。 

9.1.0から、独立性水準の初期

値が、READUNCOMMITTEDに変更

されました。 

○ ○ ○ ○ ○ - - 

LIKE 述語の構

文解析時に出

力される JYP

9.1.0から、JYP7165Eのエラー

メッセージ本文が修正されま

した。 

○ ○ ○ ○ ○ - - 
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メッセージの

内容変更 

rdbstop コマ

ンドの mcオプ

ションによる

コマンドの強

制停止 

9.0.x以前では rdbコマンド処

理中に rdbstopコマンドの mc

オプションにより強制停止し

た場合、rdbコマンドの処理が

完結するまで動作し続けてい

ました。 

9.1.0 から、rdb コマンドの処

理を中断できるようになりま

した。 

○ ○ ○ ○ ○ - - 

パラメタの初

期値 

9.0.0から、WebAdminを利用し

てパラメタを設定する場合、バ

ージョンレベルによって、RDB

構成パラメタファイルやシス

テム用の動作環境ファイル、デ

フォルトの共用バッファ定義

ファイルに設定される各種パ

ラメタの初期値が変更されま

した。 

○ ○ ○ ○ - - - 

RDB ディクシ

ョナリ使用量 

9.0.0から、rdbupsコマンドで

最適化情報を設定する際に、

RDBディクショナリに変更前の

最適化情報を最大3回まで保持

するようになりました。 

○ ○ ○ ○ - - - 

rdbaudit コマ

ンド 

9.0.0から、cオプションを指

定して監査ログデータベース

の作成を行った場合に、監査ロ

グの実表の列構成が変更され

ました。これに伴い監査ログを

バックアップしたときのバッ

クアップデータの形式も変更

されます。 

○ ○ ○ ○ - - - 

各国語文字列

型への半角カ

タカナ格納の

エラー通知 

各国語文字列型の列に半角カ

タカナを格納しようとした場

合に、8.0.1以前では間違った

データを格納した場合も、誤っ

て正常終了していました。 

○ ○ ○ ○ - - - 
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9.0.0 から、エラー通知できる

ようになりました。 

JDBC ドライバ

使 用 時 の

LD_PRELOAD 環

境変数廃止 

9.0.0から、JDBCドライバを使

用したアプリケーションで、

LD_PRELOAD環境変数の設定が

不要になりました。 

○ ○ ○ ○ - - - 

コード変換機

能 (iconv) の

組込み 

V7.0L10から、環境変数

LD_LIBRARY_PATHの設定からコ

ード変換機能(iconv)のライブ

ラリ指定が不要になりました。 

○ ○ ○ ○ - - - 

リカバリポイ

ントの自動設

定 

9.0.0から、誤ってrdbsloader、

rdbsaloader、rdbsuloader、ま

たは rdbfmtコマンドを実行し

た場合に、その直前の時点まで

リカバリできるようになりま

した。これに伴い、

Symfoware/RDBシステムがリカ

バリポイントを自動的に設定

するよう変更しました。 

○ ○ ○ ○ - - - 

rdbprt コマン

ド 

V7.0L10から、一時表やビュー

表、準備状態の定義資源一覧を

出力した場合の、rdbprtコマン

ドでの出力情報が追加されま

した。 

○ ○ ○ - - - - 

rdbmrdmp コマ

ンド 

rdbmrdmpコマンドで退避デー

タの破棄を行う際に、存在しな

いデータベース名、データベー

ススペース名、リカバリ制御フ

ァイル配置ディレクトリ名を

指定した場合に、qdg13175eで

復帰値 0で終了していました。 

9.0.0から、コマンドが正しく、

復帰値1で終了するようになり

ました。 

○ ○ ○ - - - - 

rdbmrinf コマ

ンド 

rdbmrinfコマンドでリカバリ

制御ファイルの情報を出力す

る際に、存在しないデータベー

ス名、データベーススペース

○ ○ ○ - - - - 
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名、リカバリ制御ファイル配置

ディレクトリ名を指定した場

合、qdg13175eで復帰値 0で終

了していました。 

9.0.0から、コマンドが正しく、

復帰値1で終了するようになり

ました。 

rdbrcv コマン

ド 

8.0.0から、表の DSIをリカバ

リした場合に、同期復元機能(r

またはrbオプション)を使用し

なくても、関連するインデック

スのDSI(XML格納構造のインデ

ックスの DSIを除きます)を自

動的にリカバリするようにな

りました。 

○ ○ ○ - - - - 

rdbexecsql コ

マンドの独立

性水準 

rdbexecsqlコマンドの独立性

水準の初期値は、R_LOCKの値が

YESの場合、独立性水準の初期

値は REPEATABLE READ、NOの

場合は SERIALIZABLEでした。 

8.0.0 から、独立性水準の初期

値が変更されました。 

R_LOCKの値が YESの場合、独立

性 水 準 の 初 期 値 は READ 

UNCOMMITTED。R_LOCKの値が NO

で、DSO_LOCKの指定がある場合

は SERIALIZABLE、ない場合は

READ UNCOMMITTEDです。 

○ ○ ○ - - - - 

文字コード系

の指定方法の

変更 

Symfoware V7.0L10以降で、OS

のロケールと格納コードEUCの

扱いを変更しました。 

○ ○ ○ - - - - 

SafeCLUSTER

連携 

6.0までは、クラスタ連携製品

として Solaris版 SafeCLUSTER

をサポートしていました。7.x

から、クラスタ連携製品として

Solaris 版 SafeCLUSTER の後

継製品である PRIMECLUSTERの

みをサポートします。7.0より、

○ ○ - - - - - 
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Solaris版 SafeCLUSTERは未サ

ポートです。 

ディレクトリ

ファイルの形

式変更 

7.0から、RDBディレクトリフ

ァイルで管理可能なデータベ

ース規模が拡張されました。 

○ ○ - - - - - 

フラッシュト

リートメント

リカバリ同期

リカバリ 

6.0までは、フラッシュトリー

トメントリカバリ機能を使用

するために rdblogコマンドの

wオプションでテンポラリログ

を作成した場合に、rdblogコマ

ンドによるテンポラリログの

情報表示を実施すると、Type

フィールドに“FTR”と表示し

ていました。 

7.0からは、Typeフィールドに

“FTR Async Recovery”と表示

するようになりました。 

○ ○ - - - - - 

アプリケーシ

ョンのロケー

ルの指定方法

の変更 

SQL埋込み Cプログラムを使用

する場合、アプリケーションの

ロケールの設定方法が変更さ

れました。 

○ ○ - - - - - 

インデックス

検索の適用拡

大 

V6.0L10までは、インデックス

キーまたはクラスタキーに

CASTを指定した場合や、四則演

算の検索範囲に対して、インデ

ックスの範囲検索やクラスタ

キー検索を行っていませんで

した。 

V7.0L10 から、インデックスキ

ーまたはクラスタキーに CAST

を指定した場合や、四則演算の

検索範囲に対して、インデック

スの範囲検索やクラスタキー

検索を行うようになりました。 

○ ○ - - - - - 

rdbsloader 、

rdbsaloader、

rdbsuloader

コマンド 

rdbsloader、rdbsaloader、

rdbsuloaderコマンドで oオプ

ション指定時の動作が変更さ

れました。 

○ ○ - - - - - 
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JDBC トレース

の採取方法の

変更 

V6.0L10までは、JDBCトレース

を採取する場合、アプリケーシ

ョンを修正する必要がありま

した。V7.0L10から、アプリケ

ーションを修正せず、Javaアプ

リケーション実行時に実行時

オプション-Dに値を設定する

ことで、JDBCトレースが採取可

能になりました。 

○ ○ - - - - - 

列名の大文字

および小文字

の扱いの変更 

V5.0L10 ま で は 、

ResultSet.getXXX メソッドに

列名を指定するとき、指定され

た列名の大文字小文字の区別

が必要でした。 

V6.0L10から、指定された列名

の大文字小文字の区別が不要

になりました。 

○ - - - - - - 

ACCESS_PLAN

の変更 

ACCESS_PLANの設定内容が変更

されました。 
○ - - - - - - 

getObject メ

ソッドの仕様

変更 

V5.0L10では、データ型が数値

型の列に、NULLのデータが格納

されているとき、

ResultSet.getObjectメソッド

を使用して、データを取得する

と、JDBCドライバは、アプリケ

ーションに対して、数値の 0を

返却していました。 

V6.0L10から、JDBC規約どおり 

null を返却するようになりま

した。 

○ - - - - - - 

getLong メソ

ッドの仕様変

更 

V5.0L10では、データ型が

NUMERIC型または DECIMAL型

で、精度 15桁を超えるデータ

が格納されているとき、

ResultSet.getLongメソッドを

使用してデータを取り出すと、

下 1桁または 2桁のデータが不

定のデータになっていました。 

○ - - - - - - 
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V6.0L10 から、格納されたデー

タどおりの値を取得可能にな

りました。 

定義長よりも

長いデータの

扱いの変更 

V5.0L10では、JDBCアプリケー

ション実行時に定義長よりも

長い列のデータを扱った際、

SQLSTATE：S1000のエラーメッ

セージを返却していました。 

V6.0L10から、SQLSTATE：22001、

JYP2084E のエラーメッセージ

を変更するようになりました。 

○ - - - - - - 

 
○ : 非互換あり 
－ : 非互換なし 
 
11.2.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
動作結果の差異 

(2) 現象/原因 
Symfoware 利用時に、旧バージョンレベルの製品との間に非互換が発生し、アプリ

ケーションの動作(アクセスプラン)や使用するメモリサイズの変更、出力情報の変更

や各種コマンド実行時の動作結果が異なるためです。 
 

11.2.3. 備考 

非互換に関する詳細な内容については、下記に示すマニュアルで説明しています。 
Symfoware Server Enterprise Edition/Standard Edition/Enterprise Extended Edition 
9.2.0 以降および 11.0 以降のマニュアルでは下記の章にて、本件に関する注意事項を記載し

ています。 
 Symfoware Server アップデート情報 

 第 2 章 互換に関する情報 
 

Symfoware Server Enterprise Edition/Standard Edition 10.0.0、10.1.0 のマニュアルでは

下記の章にて、本件に関する注意事項を記載しています。 
 Symfoware Server アップデート情報 

 第 3 章 互換に関する情報 
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11.3. Windowsのシステム時刻変更時の留意点 

 
11.3.1. 留意点 

【概要】 
アプリケーションを実行する環境が Windows システムの場合、システム時刻の変更タイミ

ングに留意してください。 
 
【詳細】 

Symfoware には、クライアント電源切断などによって回収されずに残っている不要なコネ

クションを自動で回収（切断）する機構があります。 
Symfoware/RDB が起動された状態で、アプリケーションを実行する環境の Windows のシ

ステム時刻が 61 秒以上変更されると、接続中のコネクションは回収されずに残っている不

要なコネクションと判断され、自動回収（切断）されます。 
この自動回収（切断）に伴い、以下のエラーメッセージが出力されます。 

[返却されるエラー] 
qdg13880i:コネクションを回収しました。コネクション識別子='***.***.***.***/***/*' 
原因コード='3' 調査コード='0' 

アプリケーションを実行する環境のWindowsのシステム時刻を61秒以上変更する場合は、

Symfoware/RDB を停止してから変更してください。 
 
11.3.2. 未対処時の影響 

(1) 現象分類 
 オンライン異常 

(2) 現象/原因 
 【現象】 

アプリケーション実行時に、以下のエラーが発生しコネクションが切断される場合

があります。 
[返却されるエラー] 

qdg13880i: コ ネ ク シ ョ ン を 回 収 し ま し た 。 コ ネ ク シ ョ ン 識 別 子

='***.***.***.***/***/*' 原因コード='3' 調査コード='0' 
 【原因】 

Symfoware/RDB を起動した状態で、アプリケーションを実行する環境の Windows
のシステム時刻が 61 秒以上変更されたためです。 
 

11.3.3. 備考 

なし 
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