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1
Solaris 仮想化で使われる
Veritas InfoScale Solutions
の概要

■

第1章 Veritas InfoScale Virtualization Solutions の概要

1
Veritas InfoScale
Virtualization Solutions の
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas InfoScale 製品の仮想化ガイドの概要

■

Veritas InfoScale による Solaris の仮想化技術のサポートについて

■

Veritas InfoScale 製品が対応する仮想化の使用例

Veritas InfoScale 製品の仮想化ガイドの概要
仮想化の技術ではソフトウェアパーティション化が使用され、オペレーティングシステム
サービスの仮想化の方法が提供されます。パーティション化により、アプリケーションを実
行するための分離された仮想マシン環境の作成が有効になります。この分離により、1 つ
の仮想マシンで動作中のプロセスが他の仮想マシンで動作中のプロセスに影響すること
はありません。仮想化されたコンピュータ環境はすべての物理デバイスから抽象化され、
これにより作業負荷を 1 つのシステムに統合整理し、集中的に管理することができます。
このマニュアルでは、Solaris 仮想化技術の Veritas InfoScale 製品のサポートについて
説明します。次が含まれます。
■

Veritas InfoScale 製品の大まかな概念情報と Solaris 仮想環境での機能

■

Solaris 仮想環境で Veritas InfoScale 製品を設定するための大まかな実装情報。

■

Veritas InfoScale 製品が一般的な Solaris 仮想化使用例に対してパフォーマンス
結果を改善する方法の例を記載した使用例の章。

第 1 章 Veritas InfoScale Virtualization Solutions の概要
Veritas InfoScale による Solaris の仮想化技術のサポートについて

このマニュアルの情報は、Veritas InfoScale 製品マニュアルに替わるものではなく、補
足するものです。 Veritas InfoScale 製品について熟知したユーザーであり、仮想化技
術に精通していることを前提としています。
p.219 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照してください。
p.219 の 「Solaris の仮想化マニュアル」 を参照してください。

Veritas InfoScale による Solaris の仮想化技術のサ
ポートについて
この項では、Veritas InfoScale による Solaris の仮想化技術のサポートについて説明し
ます。
Solaris ゾーン

Solaris ゾーンは、非グローバルゾーンとも呼ばれ、オペレーティング
システムサービスを仮想化して、アプリケーションを実行するための
分離された環境を作成できるオペレーティングシステムレベルの仮
想化技術です。 非グローバルゾーンは、単一のオペレーティングシ
ステムインスタンスを使って、完全に分離された仮想サーバーとして
機能します。 非グローバルゾーンは、Oracle Solaris 11 では
「solaris」のブランドゾーンとしても知られます。
p.21 の 「Solaris ゾーンについて」 を参照してください。

Solaris のプロジェクト

Solaris オペレーティングシステムには、ワークロードを識別するため
のプロジェクトと呼ばれる機能が用意されています。 プロジェクトは、
関連する作業を使いやすい方法でグループ化するための管理タグ
として機能します。 たとえば、営業アプリケーション用のプロジェクト
とマーケティングアプリケーション用のプロジェクトを別々に作成でき
ます。 営業プロジェクト内の営業アプリケーションに関連するすべて
のプロセスと、マーケティングプロジェクト内のマーケティングアプリ
ケーション用のプロセスを作成することで、ビジネスとして意味のある
方法で作業負荷を分割して制御できます。
p.83 の 「Solaris プロジェクトについて」 を参照してください。

ブランドゾーン

ブランドゾーンは Solaris ゾーンインフラの拡張です。 ブランドゾー
ンは非ネーティブゾーンであり、グローバルオペレーティングシステ
ムのネーティブ環境以外のオペレーティングシステム環境を個別の
ゾーンでエミュレートできます。 たとえば、Solaris 10 の操作環境を、
Oracle Solaris 11 のオペレーティングシステムで「solaris10」のブラ
ンドゾーンとして実行できます。

メモ: Veritas InfoScale 製品はブランドゾーンをサポートしません。
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Oracle VM Server for
SPARC

Oracle VM Server for SPARC はシステムのさまざまなリソースの割
り当てを可能にする技術です。 Oracle VM Server for SPARC は、
以前は Solaris 論理ドメイン（LDOM）として知られていました。
p.90 の 「Oracle VM Server for SPARC について」 を参照してくだ
さい。
p.141 の 「Cluster Volume Manager を使ったクラスタ」 を参照してく
ださい。
p.148 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS について」
を参照してください。

Solaris 仮想化環境の SmartIO について
Storage Foundation and High Availability Solutions は Solaris 仮想化環境でサポー
トされます。 ここでは、Solaris 仮想化環境で SmartIO を使う方法について説明します。
表 1-1 に、SPARC 環境の Oracle VM サーバーで SmartIO を使う方法を示します。
ゲストに Storage Foundation and High Availability Solutions をインストールすると、
SmartIO を使って SSD または他のサポート対象の高速デバイスでデータをキャッシュ
に保存できます。 キャッシュに使う SSD は、PCIe または SAS デバイスのどちらか、ま
たはアレイベースの SSD にすることができます。
制御ドメインに Storage Foundation and High Availability Solutions をインストールす
ると、制御ドメインレベルで VxVM 読み込みキャッシュ、VxFS 読み込みキャッシュ、ライ
トバックキャッシュを使うことができます。
SmartIO キャッシュは、ゲストドメイン上の Storage Foundation for Oracle RAC でのみ
サポートされます。
アレイベースの SSD を使うと、SmartIO キャッシュでライブ移行がサポートされます。 直
接接続したデバイス（PCIe）では、SmartIO キャッシュが有効な場合はライブ移行はサ
ポートされません。 ライブ移行を実行する場合には、手動手順を使えます。
p.15 の 「SmartIO 環境の LDOM 間でライブ移行を実行する」 を参照してください。
表 1-1
ゲストでの設定 制御ドメインで
の設定
「分割スタック」
VxFS

Solaris: Oracle VM Server for SPARC
キャッシュの実
行:

SF
制御ドメイン
（VxVM/CVM/DMP）

VxVM 読み込
みキャッシュ

VxFS 読み込み
キャッシュ

VxFS ライトバック
キャッシュ

はい

いいえ

いいえ
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ゲストでの設定 制御ドメインで
の設定

キャッシュの実
行:

VxVM 読み込
みキャッシュ

VxFS 読み込み
キャッシュ

VxFS ライトバック
キャッシュ

「ゲストベースス
タック」

指定なし（Any）

ゲスト内

はい

はい

はい

指定なし（Any）

ゲスト内

はい

はい

はい

SF スタックなし

ゲスト内

はい

はい

いいえ

DMP

ゲスト内

はい

はい

はい

SF、CVM、
VxFS、CFS

制御ドメイン

はい

N/A

N/A

SF
「ゲストベースス
タック」
SFCFS
「ゲストベースス
タック」
SFRAC
「層状スタック」
SF
ZFS

表 1-2 に、Solaris ゾーン環境で SmartIO を使う方法を示します。
Solaris: ゾーン

表 1-2

非グローバルな グローバルゾー キャッシュの実
ゾーンでの設定 ンでの設定
行:

VxVM 読み込
みキャッシュ

VxFS 読み込み
キャッシュ

VxFS ライトバック
キャッシュ

SF

SF

グローバルゾーン はい
内

はい

はい

SFCFS

SF

N/A

N/A

N/A

N/A

SmartIO 環境の LDOM 間でライブ移行を実行する
アレイベースの SSD を使うと、SmartIO キャッシュでライブ移行がサポートされます。 直
接接続したデバイス（PCIe）では、SmartIO キャッシュが有効な場合はライブ移行はサ
ポートされません。 ライブ移行を実行する場合には、手動手順を使えます。
SmartIO 環境でライブ移行を実行するには

1

ライブ移行用に LDOM を準備するには、次の手順を実行します。
■

LDOM の内部に作成されたキャッシュ領域をオフラインにします。
Ldom1:/root# sfcache offline cachearea_name
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■

キャッシュ領域を削除します。
Ldom1:/root# sfcache delete cachearea_name

2

デバイスを LDOM からアンエクスポートできるように VxVM 設定から SSD デバイス
を削除します。
Ldom1:/root# vxdisk rm ssd_device_name

3

SSD デバイスが VxVM から削除されていることを確認します。 SSD デバイスは次
のコマンドの出力には表示されません。
Ldom1:/root# vxdisk list

4

LDOM からデバイスをアンエクスポートします。
Cdom1:/root> ldm remove-vdisk vdisk_name ldom1

5

ローカルの SSD デバイスをアンエクスポートしたら、LDOM のライブ移行を実行し
ます。 ライブ移行中に、SFHA オブジェクトを使うアプリケーションやマウントポイント
がそのまま正しく実行されていることを確認します。

6

ライブ移行が完了したら、他の制御ドメインで利用可能な PCIe SSD デバイスをエ
クスポートします。
Cdom1:/root> ldm add-vdsdev vxvm_device_path vds_device_name>@vds
Cdom1:/root> ldm add-vdisk vdisk_name vds_device_name@vds ldom1

7

ローカルの PCIe SSD デバイスをエクスポートしたら、LDOM 内部の VxVM 設定
にデバイスを含めます。
Ldom1:/root> vxdisk scandisks

8

SSD デバイスが次のコマンドの出力に表示されていることを確認します。
Ldom1:/root# vxdisk list

9

ローカルの PCIe デバイスが VxVM 設定に利用できるようになると、必要な SmartIO
キャッシュ領域を作成できます。

10 ターゲットの制御ドメインからソースの制御ドメインに LDOM をライブ移行するには、
ステップ 1 からステップ 9 を実行します。
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Veritas InfoScale 製品が対応する仮想化の使用例
Veritas InfoScale 製品が対応する仮想化の使用例:
表 1-3

仮想化の使用例

使用例

詳細

アプリケーションのフェール LDOM の場合:
オーバー
p.157 の 「アプリケーションでの障害発生時に論理ドメイン内で実行中
のアプリケーションをフェールオーバーする Cluster Server の設定」
を参照してください。
ゾーンの場合:
p.37 の 「ゾーンへの VCS の設定」 を参照してください。
アプリケーションの監視と管 LDom の場合:
理
ゾーンの場合:
p.37 の 「ゾーンへの VCS の設定」 を参照してください。
高速フェールオーバー

LDOM の場合:
p.141 の 「Cluster Volume Manager を使ったクラスタ」 を参照してく
ださい。
ゾーンの場合:
p.64 の 「SFCFSHA のマウント」 を参照してください。

ライブ移行

p.159 の 「VCS 環境の Oracle VM Server for SPARC ゲストドメイン
の移行」 を参照してください。

物理から仮想への移行

ゾーンと LDom 環境での物理から仮想への移行は基本的にオペレー
ティングシステムによって提供されます。

ディザスタリカバリにおける LDOM の場合:
物理から仮想への移行
p.135 の 「Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの障害回復
用の設定」 を参照してください。
ゾーンの場合:
p.77 の 「Solaris 非グローバルゾーンの障害回復用の設定」 を参照
してください。
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使用例

詳細

簡素化した管理

p.119 の 「ゲストドメインのストレージのプロビジョニング」 を参照してく
ださい。

■

一貫したデバイス命名

■

ストレージの管理とプロ
ビジョニング
ストレージの管理とブー
トディスクのプロビジョニ
ング

■

ストレージの可用性

p.108 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境のマルチパスソリュー
ションとしての DMP 」 を参照してください。
p.92 の 「Oracle VM Server for SPARC 配備モデル」 を参照してく
ださい。

サーバー統合整理

LDOM の場合:
p.90 の 「Oracle VM Server for SPARC について」 を参照してくだ
さい。
ブランドゾーンの場合:
ゾーンの場合:
p.21 の 「Solaris ゾーンについて」 を参照してください。

ストレージの移行 - アレイ
の移行

p.93 の 「アレイの移行」 を参照してください。

仮想マシンの可用性

LDom の場合:
p.148 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS について」 を
参照してください。
ゾーンの場合:
p.21 の 「ゾーンでの VCS のサポートについて」 を参照してください。
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2
ゾーンとプロジェクト

■

第2章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーン
のサポート

■

第3章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris プロジェ
クトのサポート

2
Storage Foundation and
High Availability Solutions
による Solaris ゾーンのサ
ポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Solaris ゾーンについて

■

ゾーンでの VCS のサポートについて

■

ゾーンへの VCS の設定

■

非グローバルゾーンへの VxFS ファイルシステムの追加

■

VxFS を lofs として非グローバルゾーンへマウントする

■

グローバルゾーンから非グローバルゾーンへの VxFS の直接マウント

■

VxFS を VxFS として非グローバルゾーン内にマウントする

■

ゾーンの設定への直接マウントの追加

■

グローバルゾーンから非グローバルゾーンへの VxFS マウントと比較した、非グロー
バルゾーンへの VxFS マウントのメリット

■

SFCFSHA のマウント

■

非グローバルゾーンでの同時 I/O アクセス

■

Veritas Extension for Oracle Disk Manager

第 2 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーンのサポート
Solaris ゾーンについて

■

非グローバルゾーンへの VxVM ボリュームのエクスポート

■

ゾーン環境での Oracle RAC の SF Oracle RAC サポートについて

■

Solaris 非グローバルゾーンの障害回復用の設定

■

Storage Foundation での非グローバルゾーンサポートに関するソフトウェア制限

Solaris ゾーンについて
Solaris ゾーンとは、ソフトウェアパーティション化技術のことで、アプリケーションを実行
するための分離された環境を作成するために、オペレーティングシステムのサービスを仮
想化できます。この分離によって、あるゾーンで実行されているプロセスが他のゾーンで
実行されているプロセスを監視したり、そのプロセスに影響を与えることができなくなりま
す。
共有 IP アドレスまたは排他的 IP アドレスを使って非グローバルゾーンを設定できます。
共有 IP ゾーンでは、グローバルゾーンとのネットワークインターフェースが共有されます。
排他的 IP ゾーンでは、グローバルゾーンとのネットワークインターフェースは共有されま
せん。
詳しくは、Solaris オペレーティング環境のマニュアル『Oracle Solaris Administration:
Oracle Solaris Zones, Oracle Solaris 10 Zones, and Resource Management』を参
照してください。
Oracle 社からは、Oracle Solaris ゾーン機能用の更新とパッチが定期的に提供されま
す。詳しくは、Oracle 社にお問い合わせください。

ゾーンでの VCS のサポートについて
VCS（Cluster Server）は、ゾーンで実行されるアプリケーションに対するアプリケーション
管理と高可用性を実現します。
IMF（Intelligent Monitoring Framework）により、VCS はインテリジェントなリソース監視
をサポートします。 Zone エージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF
（Asynchronous Monitoring Framework）カーネルドライバを使います。
IMF（Intelligent Monitoring Framework）とインテリジェントなリソース監視について詳し
くは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
Zone エージェントのインテリジェントなリソースの監視を実行する方法について詳しくは、
『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

VCS とゾーンの動作に関する概要
VCS を使って次の作業を実行できます。
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■

非グローバルゾーンの開始、停止、監視、およびフェールオーバー。

■

ゾーンで実行されるアプリケーションの開始、停止、監視、およびフェールオーバー。

トピック（Topic）

説明

VCS によるコンテナのモ
デル化

VCS はゾーンの内部のアプリケーションを監視するゾーン対応リソー
スの種類を提示します。 ゾーン対応リソースでは、グローバルゾーン
から C ベースのエントリポイントを実行して非グローバルゾーンから情
報をフェッチします（必要な場合）。 非グローバルゾーン内部でスクリ
プトベースのエントリポイントを実行します。 いずれかのリソースで障
害が発生すると、設定に基づいて、VCS はゾーンとともにサービスグ
ループを別のノードにフェールオーバーするか、ゾーンで実行してい
るアプリケーションとともにサービスグループを別のノードにフェール
オーバーします。
VCS を安全な環境で実行するために、Veritas Product
Authentication Service を使うように設定できます。この環境では、非
グローバルゾーンからグローバルゾーンへの通信は安全です。

VCS 環境でのゾーンのイ ゾーンをインストールおよび設定します。 アプリケーションの標準リソー
ンストールと設定
スの種類（アプリケーション、ストレージ、ネットワーク）と Zone リソース
を使ってサービスグループを作成します。 VCS はゾーンをリソースと
して管理します。 次に、サービスグループの ContainerInfo 属性を設
定します。
設定を作成し、検証するのに hazonesetup ユーティリティと
hazoneverify ユーティリティを使うことができます。
ContainerInfo 属性の設定 サービスグループの ContainerInfo 属性では、ゾーンについての情
報を指定します。 ContainerInfo 属性の設定および有効化の際に、
サービスグループ内のゾーン対応リソースを有効にして、ゾーン環境
で動作するようにしてあります。
VCS は、ゾーン情報をサービスグループレベルで定義するので、各
リソースに対して定義する必要はありません。 システムごとに
ContainerInfo 属性の値を指定することができます。
VCS には、非グローバルゾーンの内部またはグローバルゾーンのリ
ソースを監視するように設定できるゾーン対応リソースの種類がありま
す。 たとえば、ネットワークインターフェースがゾーンと共有されている
場合、関連付けられた NIC リソースはグローバルゾーン内で実行す
る必要があります。非グローバルの内部でリソースを監視する場合は、
サービスグループ属性 ContainerInfo を定義できます。
ResContainerInfo

サービスグループに複数のゾーンリソースを設定する場合は、すべて
のゾーン対応エージェントのリソースレベルに ResContainerInfo 属
性を設定できます。 この場合にはサービスグループレベルに
ContainerInfo 属性を設定しないでください。
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ContainerInfo サービスグループの属性について
ContainerInfo 属性には、Name キー、Type キー、Enabled キーがあります。 Name
キーはコンテナの名前を定義します。 Type キーによって、使用するコンテナの種類を選
択できます。 Enabled キーによって、ゾーン対応リソースをサービスグループ内で有効
にできます。 ContainerInfo 属性は、そのサービスグループに属するリソースがゾーン対
応の場合は、ローカルゾーン内で動作することを指定します。
メモ: ゾーン対応のリソースは、ローカルゾーン内で実行できるリソースです。
ContainerInfo 属性には次の値を割り当てます。
■

Name
コンテナの名前。

■

Type
コンテナの種類。 この値は Zone に設定できます。

■

Enabled
コンテナを無効にする場合は値を 0 に指定します。 コンテナを有効にする場合は値
を 1 に指定します。 物理から仮想および仮想から物理へのフェールオーバーを有
効にするには、値を 2 に指定します。 値が 2 の場合、Zone リソースは実在しないエ
ンティティを模倣します。

この属性の値は、システムごとに設定できます。

ContainerOpts リソースタイプ属性について
ContainerOpts リソース属性は、ゾーン対応リソースタイプの事前設定値です。次の内容
を決定します。
■

ゾーン対応リソースをゾーン内で実行できるかどうか。

■

サービスグループの ContainerInfo 属性で定義されるコンテナの情報がリソースに渡
されるかどうか。

これらの値は ContainerInfo サービスグループ属性を設定するときのみ有効です。
属性のキーは次のとおりです。
ゾーン対応タイプに関する ContainerOpts リソースタイプ属性の定義には次の値が含ま
れます。
■

RunInContainer (RIC)
RunInContainer キーの値が 1 である場合、そのリソースのエージェント関数（エント
リポイント）はローカルコンテナ内で実行されます。
RunInContainer キーの値が 0 である場合、そのリソースのエージェント関数（エント
リポイント）はローカルコンテナの外部で実行されます（グローバル環境内）。
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RunInContainer 値では、コンテナ内で実行できるのはスクリプトエージェント関数（エ
ントリポイント）のみであるという制限があります。
■

PassCInfo（PCI）
PassCInfo キーの値が 1 である場合、エージェント関数（エントリポイント）はサービス
グループの ContainerInfo 属性で定義されるコンテナの情報を受け取ります。たとえ
ば、この値を使ってコンテナ名をエージェントへ渡すことができます。

ResContainerInfo リソースタイプ属性について
サービスグループ内の各ゾーン対応リソースに対して ResContainerInfo 属性を設定し
ます。 ResContainerInfo 属性には、Name キー、Type キー、Enabled キーがあります。
Name キーはコンテナの名前を定義します。
この属性には次の値を指定します。
■

Name: コンテナの名前。

■

Type: コンテナのタイプ。 この値は Zone に設定できます。

■

Enabled: コンテナを有効にする場合は値を 1 に指定します。 コンテナを無効にす
る場合は値を 0 に指定します。 物理コンピュータから仮想マシンへのフェールオー
バーおよび仮想マシンから物理コンピュータへのフェールオーバーを有効にするに
は、値を 2 に指定します。

ResContainerInfo 属性を任意のリソースレベルで設定する場合、サービスグループレ
ベルで ContainerInfo 属性を設定する必要はありません。 サービスグループで複数の
ゾーンリソースを設定する場合は、ResContainerInfo 属性を使うことができます。

ゾーン対応リソース
表 2-1 に、リソースタイプに関する ContainerOpts 属性のデフォルト値を示します。ゾー
ン対応リソースには、ContainerOpts 属性の値が事前定義されています。
メモ: Mount エージェント以外については、ContainerOpts の属性の値を修正しないこ
とをお勧めします。
p.25 の 「Mount エージェントについて」 を参照してください。
p.36 の 「ネットワークエージェントについて」 を参照してください。
表 2-1

アプリケーションとリソースタイプに関する ContainerOpts 属性のデ
フォルト値

リソースタイプ

RunInContainer

PassCInfo

Apache

1

0
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リソースタイプ

RunInContainer

PassCInfo

Application

1

0

ASMInst

1

0

ASMDG

1

0

Db2udb

1

0

NIC

0

1

IP

0

1

IPMultiNIC

0

1

IPMultiNICB

0

1

Process

1

0

Zone

0

1

Oracle

1

0

Netlsnr

1

0

Sybase

1

0

SybaseBk

1

0

ProcessOnOnly

1

0

Project

0

1

Mount エージェントについて
状況によっては、Mount リソースの ContainerOpts 値を修正する必要があります。
ブロックデバイスがゾーンにエクスポートされない一部の状況では、ファイルシステムを
ローカルゾーン内で使えるようにできます。 グローバルゾーンのゾーンルートを含むパス
を持つディレクトリにブロックデバイスをマウントします。たとえば次のようになります。
BlockDevice = /dev/vx/dsk/dg/vol1
MountPoint = /zones/zone-test/root/mntpt

ここで、/zones/zone-test はローカルゾーンのゾーンルートです。

25

第 2 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーンのサポート
ゾーンでの VCS のサポートについて

Mount エージェントはマウントポイントの次の設定をサポートします。

1

グローバルゾーンから参照される絶対パスとしてのマウントポイントが付いた、ファイ
ルシステムの直接マウント。このタイプのマウントの標準マウントリソースの設定は次
のとおりです。
group mntgrp (
SystemList = { Sys1 = 0, Sys1 = 1 }
)
Mount mnt-direct (
MountPoint = "/zones/zone-test/root/mnt"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg/vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
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2

グローバルゾーンでマウントされているファイルシステムに対する、非グローバルゾー
ン内のループバックファイルシステムのマウント。このタイプのマウントの標準マウント
リソースの設定は次のとおりです。
group loopbacksg (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
ContainerInfo@sysA = { Name = zone1, Type = Zone, Enabled
= 1 }
ContainerInfo@sysB = { Name = zone1, Type = Zone, Enabled
= 1 }
)
Mount zone_mnt (
MountPoint = "/export/home/zone1/root/lofs_mnt"
BlockDevice = "/mnt1/m1"
FSType = lofs
)
Zone z1 (
)
Mount global_mnt (
MountPoint = "/mnt1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/tdg/tvol1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
zone_mnt requires z1
zone_mnt requires global_mnt
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3

非グローバルゾーン内の、NFS に基づくファイルシステムの直接マウント。このタイ
プのマウントの標準マウントリソースの設定は次のとおりです。
group mntgrp (
SystemList = { Sys1 = 0, Sys1 = 1 }
ContainerInfo = { Name = zone-test, Type = Zone, Enabled
= 1 }
)
Mount mntnfs (
MountPoint = "/mnt"
BlockDevice = "system:/shared-dir"
FSType = nfs
FsckOpt = "-n"
ContainerOpts = { RunInContainer = 1, PassCInfo =
0 }
)

4

非グローバルゾーン内の VxFS ファイルシステムの直接マウントのサポート。VCS
のマウントエージェントは、非グローバルゾーン内の VxFS ファイルシステムの直接
マウントをサポートします。このタイプのマウントの標準マウントリソースの設定は次の
とおりです。
group mntgrp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
ContainerInfo = { Name = zone-test, Type = Zone, Enabled
= 1 }
Administrators = { z_zoneres_sys1, z_zoneres_sys2 }
)
Mount mnt-zone-direct (
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/data_dg/data_vol"
MountPoint = "/mnt1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
ContainerOpts = { RunInContainer = 1, PassCInfo =
0 }
)
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物理から仮想（P2V）へのシナリオのための設定例
次の設定例では、ローカルゾーン（zone1）はシステム 1（sys1）上のみで稼動し、システ
ム 2（sys2）上には存在しません。マウントのリソースはゾーン内でオンラインになります。
システム 1 では、/export/home/zone1/root/mnt マウントポイントはゾーンの内部に
あります。システム 1 では、/export/home マウントポイントはゾーン内部の
/export/home/zone1/root/mnt にマウントされます。システム 2 では、/export/home
マウントポイントはグローバルゾーンの /mnt にマウントされます。
group mountgrp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
ContainerInfo @sys1 = { Name = zone1, Type = Zone, Enabled
= 1 }
ContainerInfo @sys2 = { Name = zone1, Type = Zone, Enabled
= 2 }
Administrators = { z_mountres_sys1, z_zoneres_sys1 }
)

Mount loopback (
MountPoint @sys1 = "/export/home/zone1/root/mnt"
MountPoint @sys2 = "/mnt"
BlockDevice = "/export/home"
FSType = lofs
FsckOpt = "-n"
)
Zone zoneres (
)
loopback requires zoneres

次の設定例では、2 つのマウントリソースがあります。最初のマウントリソース（mountres）
を、/lockinfo の実際の共有ボリューム /dev/vx/dsk/vdg/nfs_vol にマウントしま
す。次に、/lockinfo をシステム 1 のゾーン内部の /export/home/zone1/root/mnt
にループバックします。システム 2 で、/dev/vx/dsk/vdg/nfs_vol ボリュームを
/lockinfo にマウントし、/lockinfo をグローバルゾーンの /mnt にループバックしてマウ
ントします。次の例では、マウントリソースをローカライズしています。
group mountgrp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
ContainerInfo @sys1 = { Name = zone1, Type = Zone, Enabled
= 1 }
ContainerInfo @sys2 = { Name = zone1, Type = Zone, Enabled
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= 2 }
Administrators = { z_mountres_sys1, z_zoneres_sys1 }
)
DiskGroup dgres (
DiskGroup = vdg
)
Mount loopback (
MountPoint @sys1 = "/export/home/zone1/root/mnt"
MountPoint @sys2 = "/mnt"
BlockDevice = "/lockinfo"
FSType = lofs
FsckOpt = "-n"
)
Mount mountres (
MountPoint = "/lockinfo"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/vdg/nfs_vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Zone zoneres (
)
loopback requires mountres
loopback requires zoneres
mountres requires dgres

ゾーンでの Mount リソースのオンライン化
デフォルトでは、Mount リソースはグローバルゾーンでオンライン状態になっています
（RunInContainer = 0）。 非グローバルゾーンで Mount リソースをオンライン状態にする
場合は、次の手順を実行します。
■

ゾーン設定を通してブロックデバイスをゾーンにエクスポートします。 データが破損す
る可能性を取り除くために RAW ボリュームが適切に使われていることを確認します。

■

サービスグループの ContainerInfo 属性を変更して、Name キー、Type キー、
Enabled キーの値を設定します。
# hagrp -modify service_group ContainerInfo Name zone_name ¥
Type Zone Enabled 1
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■

リソースレベルで ContainerOpts 属性を上書きします。

■

RunInContainer キーの値を 1 に設定します。たとえば次のようになります。
# hares -override Mountres ContainerOpts
# hares -modify Mountres ContainerOpts ¥
RunInContainer 1 PassCInfo 0

リソースタイプの静的属性を上書きする方法について詳しくは、『Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

NFS マウントでの Mount リソース用の属性値の設定
NFS マウントの場合、非グローバルゾーンでマウントする必要があります。
■

サービスグループの ContainerInfo 属性を変更して、Name キー、Type キー、
Enabled キーの値を設定します。

■

リソースレベルで ContainerOpts 属性を上書きします。

■

RunInContainer キーの値を 1 に設定します。
RIC の値を 1 に設定します。 RIC=1 を設定する場合、MountPoint 属性の値をゾー
ンルートに対して相対的に指定します。たとえば次のようになります。
BlockDevice = abc:/fs1
MountPoint = /mnt1

ファイルシステムは /zone_root/mnt1 にマウントされます。

非グローバルゾーンの VxFS ファイルシステムの直接マウントの
VCS での設定
非グローバルゾーン内の直接マウントを設定するための標準的な手順を示します。
非グローバルゾーン内の直接マウントを設定するには

1

VxVM ディスクグループとボリュームを作成します。
■

デバイスから VxVM ディスクグループを作成します。
global# vxdg init data_dg c0t0d1

■

ディスクグループからボリュームを作成します。
global# vxassist -g data_dg make data_vol 5G

詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

2

ゾーンを作成します。
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■

ゾーンのローカルゾーンのためのルートディレクトリを作成し、そのパーミッション
を 700 に変更します。
global# mkdir -p /zones/local-zone
global# chmod 700 /zones/local-zone

■

Solaris 11 で、ゾーンのローカルゾーンを設定します。
global# zonecfg -z local-zone
local-zone: No such zone configured
Use `create' to begin configuring a new zone.
zonecfg:local-zone> create
zonecfg:local-zone> set zonepath=/zones/local-zone
zonecfg:local-zone> set ip-type=shared
zonecfg:local-zone> add net
zonecfg:local-zone:net> set physical=eri0
zonecfg:local-zone:net> set address=192.168.5.59
zonecfg:local-zone:net> end
zonecfg:local-zone > verify
zonecfg:local-zone > commit
zonecfg:local-zone > exit

ゾーンが設定された状態になります。
■

ゾーンをインストールします。
global# zoneadm -z local-zone install

■

ターミナル 1 からゾーンを設定するために、ゾーンコンソールにログインします。
global# zlogin -C local-zone

■

別のターミナルからゾーンをブートします。
global# zoneadm -z local-zone boot

■

3

ゾーンコンソールのターミナル 1 の手順に従って、ゾーンを設定します。
ゾーンの作成について詳しくは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。

ゾーン設定に VxVM ボリュームを追加します。
■

ゾーンの状態を確認し、実行中の場合はゾーンを停止します。
global# zoneadm list -cv
ID NAME
STATUS
PATH

BRAND

IP
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0 global
2 local-zone

running
running

/
/zones/myzone

native
native

shared
shared

global# zoneadm -z myzone halt
■

ゾーンの設定に VxVM デバイスを追加します。
global# zonecfg -z local-zone
zonecfg:local-zone:fs> add device
zonecfg:local-zone:fs> set match=/dev/vxportal
zonecfg:local-zone:fs> end
zonecfg:local-zone:fs> add device
zonecfg:local-zone:fs> set match=/dev/fdd
zonecfg:local-zone:fs> end
zonecfg:local-zone:fs> add device
zonecfg:local-zone:fs> set match=/dev/vx/rdsk/data_dg/data_vol
zonecfg:local-zone:fs> end
zonecfg:local-zone:fs> add device
zonecfg:local-zone:fs> set match=/dev/vx/dsk/data_dg/data_vol
zonecfg:local-zone:fs> end
zonecfg:local-zone:fs> add fs
zonecfg:local-zone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:local-zone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:local-zone:fs> set type=lofs
zonecfg:local-zone:fs> end
zonecfg:local-zone> verify
zonecfg:local-zone> commit
zonecfg:local-zone> exit

■

Solaris 11 では、ゾーンの設定で fs-allowed を vxfs と odm に設定する必要
があります。
global# zonecfg
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>

-z myzone
set fs-allowed=vxfs,odm
commit
exit

p.62 の 「ゾーンの設定への直接マウントの追加」 を参照してください。
p.61 の 「VxFS を VxFS として非グローバルゾーン内にマウントする」 を参照し
てください。
■

ゾーンをブートします。
global# zoneadm -z myzone boot
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4

非グローバルゾーン内のボリュームに VxFS ファイルシステムを作成します。
■

ローカルゾーンにログインします。
global# zlogin myzone

■

ブロックデバイスに VxFS ファイルシステムを作成します。
bash-3.00# mkfs -F vxfs /dev/vx/dsk/data_dg/data_vol

5

ゾーン内にマウントポイントを作成します。
■

ローカルゾーンにログインします。
global# zlogin myzone

■

非グローバルゾーン内にマウントポイントを作成します。
bash-3.00# mkdir -p /mydata

■

マウントポイントに VxFS ファイルシステムをマウントします。
bash-3.00# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/data_dg/data_vol /mydata

6

ゾーンのサービスグループを設定します。
■

最初のノードで、グローバルゾーンとのパスワードなしの通信でサービスグルー
プを作成します。
global# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z myzone ¥
-p password -s sysA,sysB

■

最初のノードから 2 番目のノードにサービスグループを切り替え、hazonesetup
コマンドを実行して、次のノードからのパスワードなしの通信を設定します。

■

ゾーンをオンラインにするクラスタのすべてのノードに対して、手順 6 を繰り返し
ます。

p.47 の 「hazonesetup ユーティリティを使用したフェールオーバーサービスグルー
プでのゾーンリソースの設定」 を参照してください。

7

サービスグループにマウント、ディスクグループ、ボリュームのリソースを作成します。
■

サービスグループにディスクグループのリソースを追加します。
global# hares -add dg_res DiskGroup zone_grp
global# hares -modify dg_res DiskGroup data_dg
global# hares -modify dg_res Enabled 1
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■

サービスグループにボリュームリソースを追加します。
global#
global#
global#
global#

■

hares
hares
hares
hares

-add vol_res Volume zone_grp
-modify vol_res Volume data_vol
-modify vol_res DiskGroup data_dg
-modify vol_res Enabled 1

サービスグループにマウントリソースを追加します。
global# hares -add mnt_res Mount zone_grp
global# hares -modify mnt_res BlockDevice ¥
/dev/vx/dsk/data_dg/data_vol
global# hares -modify mnt_res MountPoint /mydata
global# hares -modify mnt_res FSType vxfs
global# hares -modify mnt_res FsckOpt %-y
global# hares -modify mnt_res Enabled 1

■

サービスグループ内のリソース間にリソースの依存関係を作成します。
global# hares -link zone_res vol_res
global# hares -link vol_res dg_res
global# hares -link mnt_res zone_res

8

VxFS の直接マウントのマウントリソースに ContainerOpts 属性を設定します。
■

mnt_res のリソースレベルで ContainerOpts 属性を上書きします。
global# hares -override mnt_res ContainerOpts

■

RunInContainer キーの値を 1 に設定します。
global# hares -modify mnt_res ContainerOpts RunInContainer ¥
1 PassCInfo 0
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リソースタイプの静的属性を上書きする方法について詳しくは、『Cluster Server 管
理者ガイド』を参照してください。

9

main.cf ファイルの VxFS の直接マウントサービスグループの設定例を示します。
group zone_grp (
SystemList = {sysA = 0, sysB = 1 }
ContainerInfo = { Name = local-zone, Type = Zone, Enabled
= 1 }
Administrators = { z_zoneres_sysA, z_zoneres_sysB }
)
Mount mnt_res (
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/data_dg/data_vol"
MountPoint = "/mydata"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
ContainerOpts = { RunInContainer = 1, PassCInfo
= 0 }
)
DiskGroup dg_res (
DiskGroup = data_dg
)
Volume vol_res (
Volume = data_vol
DiskGroup = data_dg
)
Zone zone_res (
)
zone_res requires vol_res
vol_res requires dg_res
mnt_res requires zone_res

ネットワークエージェントについて
IP および NIC タイプのリソースが排他的 IP ゾーン内で IP と NIC を管理するために設
定されているときは、これらのリソースの ExclusiveIPZone 属性を有効にしてください。
この属性はデフォルトでは無効になっています。 IP エージェントと NIC エージェントはデ
フォルトでネーティブゾーン（共有 IP）を前提にしています。
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VCS（Cluster Server）では、グローバルゾーン内のリソースがデフォルトでオンラインに
なります。
これらのリソースを排他的 IP ゾーン内でオンラインにする場合は、次のタスクを実行して
ください。
■

有効な ContainerInfo 属性値が設定されているサービスグループにリソースが存在
することを確認します。

■

ExclusiveIPZone 属性の値を 1 に設定します。

メモ: 排他的 IP ゾーンでは、IP および NIC ネットワークエージェントがサポートされます。
これらのエージェントについて詳しくは、『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガ
イド』を参照してください。

Zone エージェントについて
Zone エージェントはゾーンの監視、オンライン化、およびオフライン化を行います。 エー
ジェントについて詳しくは、『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照
してください。
グループの管理者権限を持つユーザーアカウントを作成するには、hazonesetup ユー
ティリティを使います。 ゾーンリソースの DeleteVCSZoneUser 属性は、ゾーンリソース
がオフラインになった場合のユーザーアカウントの削除を制御します。 詳しくは、『Cluster
Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

物理サーバーと仮想サーバー間のフェールオーバーの設定について
物理システムから仮想システムに、またはその逆に、フェールオーバーするように VCS
を設定できます。 物理システムから仮想システムへのフェールオーバーによって、N + 1
の環境では N + N のアーキテクチャが得られます。 たとえば、アプリケーションを含む複
数の物理サーバーは別の物理サーバー上のコンテナにフェールオーバーできます。
p.58 の 「物理から仮想へのフェールオーバーと仮想から物理へのフェールオーバーの
設定（一般的なセットアップ）」 を参照してください。

ゾーンへの VCS の設定
次の作業を実行して、ゾーンに VCS を設定します。
第 1 番目

前提条件を確認します。
p.38 の 「ゾーンに VCS を設定する際の前提条件」 を参照してください。
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第 2 番目

ゾーンルートの場所（ローカルストレージまたは共有ストレージ）を決定しま
す。
p.39 の 「ゾーンルートの場所の決定」 を参照してください。

第 3 番目

アプリケーションをゾーンにインストールします。
p.43 の 「ゾーンへのアプリケーションのインストールについて」 を参照して
ください。

第 4 番目

アプリケーションサービスグループを作成し、そのリソースを設定します。
p.44 の 「アプリケーション用のサービスグループの設定」 を参照してくださ
い。

ゾーンに VCS を設定する際の前提条件
ゾーンに VCS を設定する際の前提条件は次のとおりです。
■

Oracle Solaris 11 では、VCS はゾーンルートについて ZFS のみをサポートします。

非グローバルゾーン内のファイルシステムアクセスの方法
ファイルシステムのマウントは次の 2 つの条件のいずれかを満たす必要があります。
■

ゾーン設定でループバックファイルシステムを使います。アプリケーションが使うすべ
てのマウントをゾーン設定に含め、さらにそれらのマウントをサービスグループに設定
する必要があります。たとえば、ゾーン z-ora を作成し、アプリケーションデータを格
納するファイルシステムが /oradata というマウントポイントを持つように定義できま
す。ゾーンの作成時には、グローバルゾーンにパスを定義できます。たとえば、非グ
ローバルゾーンのマウントディレクトリがマップする /export/home/oradata などで
す。アプリケーションの Mount リソースの MountPoint 属性
は、/export/home/oradata に設定されます。zonecfg -z zone_name info コ
マンドを使って、/export/home/oradata が /oradata にマップされていることを確
認します。ゾーン設定ファイル /etc/zones/zone_name.xml を調べることもできま
す。Zone リソースは Mount リソースに依存します。

■

ゾーンのルートパス内にファイルシステムをマウントします。ゾーンで実行されるアプリ
ケーションが使うすべてのファイルシステムマウントポイントは、ゾーンルートに対して
相対的に指定する必要があります。たとえば、Oracle アプリケーションが /oradataa
を使っており、作成したゾーンの zonepath を /z_ora として設定している場合、マウ
ントは /z_ora/root/oradata とする必要があります。Mount リソースの MountPoint
属性を、このパスに設定する必要があります。Mount リソースは Zone リソースに依存
します。

ゾーンでのカスタムエージェントの使用
カスタムエージェントを使う場合、ゾーンでの使用について次の情報を確認してください。
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■

ゾーン内で実行されるアプリケーションをカスタムエージェントを使って監視する場合、
C++ またはスクリプトベースのエントリポイントを使うことができます。

■

カスタムエージェントでゾーン内のアプリケーションを監視する場合、カスタムエージェ
ントの種類に関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 1 および
PassCInfo = 0 と設定します。

■

カスタムエージェントでゾーン内のアプリケーションを監視しない場合、カスタムエー
ジェントの種類に関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 0 および
PassCInfo = 0 と設定します。

■

RunInContainer = 0 および PassCInfo = 1 を使うのは、主として次の 2 つの場合
です。
■

第 1 は、Zone エージェントがこれらの値を使う場合です。 Zone エージェントの
エントリポイントは非グローバルゾーン内では動作できませんが、エージェント自
体はゾーンを管理します。エージェントをグローバルゾーンで実行する必要があ
るので、RunInContainer の値を 0 とする必要があります。Zone エージェントが
ContainerInfo サービスグループ属性からコンテナ名を取得する必要があるので、
PassCInfo の値を 1 にします。

■

第 2 は、IP エージェントが RunInContainer と PassCInfo を使う場合です。 共
有 IP ゾーンが原因で、ネットワークスタックが非グローバルゾーン内で完全には
動作しないことがあるので、IP エージェントのエントリポイントは非グローバルゾー
ンの外部で動作する必要があります。ifconfig コマンドを実行して、非グローバ
ルゾーン内から IP を確認することはできません。 zone オプションを指定してグ
ローバルゾーンで ifconfig コマンドを実行すると、IP が確認され、指定したゾー
ンで使用できるようにします。 このコマンドをコンテナ内で実行できない場合でも、
このコマンドを使うためにコンテナ名が必要になります。 これは、すべてのネット
ワークエージェントに適用されます。
非グローバルゾーンの種類が排他的 IP ゾーンの場合は、エージェントはゾーン
が実行状態であれば非グローバルゾーン内のスクリプトベースのエントリポイント
を実行します。 エージェントは、ゾーンが実行状態でなければグローバルゾーン
のスクリプトベースのエントリポイントを実行します。
NIC を排他的 IP ゾーンに割り当て、IP を排他的 IP ゾーンの内部に組み込む場
合は NIC と IP リソースに利用可能な ExclusiveIPZone 属性を設定できます。

ゾーンルートの場所の決定
各ゾーンは、ゾーンルートディレクトリ内にファイルシステム階層の独自のセクションを持
ちます。 ゾーン内で実行されるプロセスがアクセスできるのは、ゾーンルート内のファイル
に限られます。
ゾーンルートを設定できる方法は次の 2 つです。
■

ローカルストレージ上のゾーンルート
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この設定では、クラスタ内の各ノード上にゾーンを設定およびインストールする必要が
あります。
「ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用
して VCS 制御下にゾーンを設定するには」
■

共有ストレージ上のゾーンルート
この設定では、1 つのシステムから共有ストレージにゾーンを設定およびインストール
し、その設定をクラスタ内の各ノードに複製します。
ゾーンルートを共有ストレージに設定することは、1 つのシステムから非グローバル
ゾーンを共有ストレージにインストールするだけで済むことを意味します。 ゾーンルー
トは他のシステムにフェールオーバーできます。これを行うには、ゾーンが存在する
間、パッチを含むシステムソフトウェアが各システムで同一になっている必要がありま
す。
「ゾーンルートが共有ストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用し
て VCS 制御下にゾーンを設定するには」

ローカルディスクにルートを持つゾーンの作成
クラスタ内の各ノードのローカルディスクにゾーンルートを作成します。 アプリケーション
データ用のファイルシステムは共有デバイスに配置し、ループバックタイプまたは直接マ
ウントタイプにします。 直接マウントファイルシステムの場合、ゾーンルートで始まる絶対
パスでマウントポイントを指定して、グローバルゾーンからマウントコマンドを実行します。
ループバックファイルシステムの場合、ゾーンをブートする前にゾーンの設定にマウントポ
イントを追加します。
クラスタ内の各ノードのローカルディスクにゾーンルートを作成するには

1

zonecfg コマンドを使ってゾーンを設定します。
zonecfg -z newzone
zonecfg:newzone> create

2

ゾーンルートの場所を指定するように zonepath パラメータを設定します。
zonecfg:newzone> set zonepath=/export/home/newzone

3

排他的 IP ゾーンでは、ip-type を exclusive に設定します。
zonecfg:newzone> set ip-type=exclusive
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4

ゾーン設定にネットワークインターフェースを追加します。これは、非グローバルゾー
ンがグローバルゾーン内で実行されているホストと通信するために必要です。
zonecfg:newzone> add
zonecfg:newzone:net>
zonecfg:newzone:net>
zonecfg:newzone:net>

net
set physical=bge1
set address=192.168.1.10
end

5

グローバルゾーンのホスト名で、非グローバルゾーンからグローバルゾーンへの ping
が成功することを確認します。グローバルゾーンのホスト名エントリを、非グローバル
ゾーン内の /etc/hosts ファイルに追加するか、または非グローバルゾーン内から
の DNS アクセスを有効にする必要がある場合があります。

6

アプリケーションデータがループバックマウントファイルシステムに存在する場合、
ゾーン内のループバックファイルシステムを作成します。

7

zonecfg 設定を終了します。
zonecfg> exit

8

ゾーンルートディレクトリを作成します。
mkdir zonepath

9

ゾーンルートディレクトリに対する権限を設定します。
chmod 700 zonepath

10 非グローバルゾーンをインストールします。
zoneadm -z newzone install

11 サービスグループの SystemList 内にある各システムで手順 1 から手順 10 までを
繰り返します。

12 アプリケーションデータがループバックファイルシステム上に存在する場合、共有ス
トレージ上のアプリケーションデータを含むファイルシステムをマウントします。

13 ゾーンをブートします。
zoneadm -z newzone boot

14 アプリケーションデータが直接マウントファイルシステム上に存在する場合、ゾーン
ルートで始まる絶対パスを指定して、グローバルゾーンからファイルシステムをマウ
ントします。
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共有ストレージにルートを持つゾーンの作成
クラスタ内の各ノードの共有ディスクの場所をポイントするルートを持つゾーンを作成しま
す。アプリケーションデータ用のファイルシステムは共有デバイスに配置し、ループバック
タイプまたは直接マウントタイプにします。 直接マウントファイルシステムの場合、ゾーン
ルートで始まる絶対パスでマウントポイントを指定して、グローバルゾーンからマウントコマ
ンドを実行します。 ループバックファイルシステムの場合、ゾーンをブートする前にゾーン
の設定にマウントポイントを追加します。
クラスタ内の各ノードの共有ディスクにゾーンルートを作成するには

1

ゾーンルート用の共有ストレージにファイルシステムを作成します。ゾーンルートを含
むファイルシステムは、アプリケーションデータを格納するファイルシステムと同じディ
スクグループに含めることができます。

2

zonecfg コマンドを使ってゾーンを設定します。
zonecfg -z newzone
zonecfg:newzone> create

3

ゾーンルートの場所を指定するように zonepath パラメータを設定します。
zonecfg:newzone> set zonepath=/export/home/newzone

4

ゾーン設定にネットワークインターフェースを追加します。これは、非グローバルゾー
ンがグローバルゾーン内で実行されているホストと通信するために必要です。
zonecfg:newzone> add
zonecfg:newzone:net>
zonecfg:newzone:net>
zonecfg:newzone:net>

net
set physical=bge1
set address=192.168.1.10
end

5

グローバルゾーンのホスト名で、非グローバルゾーンからグローバルゾーンへの ping
が成功することを確認します。グローバルゾーンのホスト名エントリを、非グローバル
ゾーン内の /etc/hosts ファイルに追加するか、または非グローバルゾーン内から
の DNS アクセスを有効にする必要がある場合があります。

6

アプリケーションデータがループバックマウントファイルシステムに存在する場合、
ゾーン内のループバックファイルシステムを作成します。

7

zonecfg 設定を終了します。
zonecfg> exit

8

ゾーンルートディレクトリを作成します。
mkdir zonepath
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9

ゾーンルートディレクトリに対する権限を設定します。
chmod 700 zonepath

10 サービスグループの SystemList 内にある各システムで手順 2 から手順 9 までを繰
り返します。

11 ストレージを共有するシステムの 1 つで、共有ストレージを含むファイルシステムを
zonepath で指定したディレクトリにマウントします。

12 次のコマンドを実行して、ゾーンパスがマウントされるシステムにゾーンをインストー
ルします。
zoneadm -z newzone install

13 アプリケーションデータがループバックファイルシステム上に存在する場合、共有ス
トレージ上のアプリケーションデータを含むファイルシステムをマウントします。

14 ゾーンをブートします。
zoneadm -z newzone boot

15 アプリケーションデータが直接マウントファイルシステム上に存在する場合、ゾーン
ルートで始まる絶対パスを指定して、グローバルゾーンからファイルシステムをマウ
ントします。

内部ゾーンの初期設定の実行
インストール後にゾーンを初めてブートするとき、ゾーンは未設定の状態です。 ゾーンに
は、サービスを命名するための内部設定はありません。 ロケールと時間帯は設定されて
おらず、他のさまざまな設定タスクも実行されていません。 ゾーンのインストール後に、内
部ゾーンの初期設定を実行する必要があります。
以下の方法で、内部ゾーンの初期設定を実行できます。
■

sysidcfg ツール

■

ゾーンコンソールにログイン

詳しくは、Oracle 社のマニュアル『Oracle Solaris Administration: Oracle Solaris Zones,
Oracle Solaris 10 Zones, and Resource Management』の「内部ゾーンの初期設定の
実行」を参照してください。

ゾーンへのアプリケーションのインストールについて
ゾーンにアプリケーションをインストールするには、次のタスクを実行します。
■

クラスタの各ノードでローカルにゾーンを作成した場合は、すべてのノードのすべての
ゾーンに等しくアプリケーションをインストールします。Veritas High Availability エー

43

第 2 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーンのサポート
ゾーンへの VCS の設定

ジェントがサポートするアプリケーションをインストールする場合は、そのエージェント
のインストールと設定に関するマニュアルを参照してください。
■

エージェントパッケージをグローバルゾーンと既存のゾーンにインストールします。ゾー
ンが将来インストールされた場合は、そのゾーンにエージェントをインストールします。
■

■

Solaris 11 では、パッケージはそれぞれの非グローバルゾーン内で個別にインス
トールする必要があります。

アプリケーションが使うすべてのマウントポイントを定義する必要があります。これらの
マウントポイントは、サービスグループの設定でゾーンに設定します。

アプリケーション用のサービスグループの設定
アプリケーションサービスグループと必要なリソースとの依存関係を設定する必要があり
ます。次の図はリソース依存関係のさまざまな例を示しています。1 つは、ゾーンルートが
ローカルストレージにセットアップされている場合を示します。ゾーンルートが共有ストレー
ジにセットアップされている場合の例もあります。

リソースの依存関係図: ゾーンルートをローカルディスクに配置
次のリソース依存関係図は、ループバックファイルシステムと直接マウントファイルシステ
ム用に設定されるローカルディスク上のゾーン設定を示しています。
ゾーンルートがクラスタファイルシステムにある場合は、ゾーンのリソースを含むサービス
グループがフェールオーバータイプのサービスグループであることを確認します。
図 2-1 は、アプリケーションでループバックファイルシステムを使うローカルストレージ上
にゾーンルートがセットアップされる場合の依存関係図です。次の図では、Mount リソー
スを CFSMount リソースと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置き換えること
ができます。この設定では、サービスグループをパラレルサービスグループとするかどう
かを決定します。パラレルサービスグループとする場合、サービスグループのリソースに
関して、特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえば、各ノードの
IP リソースの Address 属性を変更する必要があります。
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ゾーンルートをローカルディスクに配置（ループバックファイルシステ
ムを使用）

図 2-1

Application
IP
Zone
Mount

NIC

DiskGroup

アプリケ
ーション

図 2-2 は、アプリケーションで直接マウントファイルシステムを使うローカルストレージ上
にゾーンルートがセットアップされる場合の依存関係図です。次の図では、Mount リソー
スを CFSMount リソースと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置き換えること
ができます。この設定では、サービスグループをパラレルサービスグループとするかどう
かを決定します。パラレルサービスグループとする場合、サービスグループのリソースに
関して、特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえば、各ノードの
IP リソースの Address 属性を変更する必要があります。
ゾーンルートをローカルディスクに配置（直接マウントファイルシステ
ムを使用）

図 2-2
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のマウントとマウ
ント解除を管理

アプリケーションがゾーン内で並行して実行される典型的な使用方法の場合は、Solaris
で次のように設定できます。ゾーンのルートが VxVM ボリュームまたは Zpool にあり、ノー
ド間で共有されないゾーンリソースを含んでいる平行サービスグループを設定できます。
アプリケーションのストレージはノード間の共有ストレージに設定され、CFSMount リソー
スと CVMVolDG リソースを使って管理されます。サービスグループのリソースに関して、
特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえば、IP リソースの Address
属性、DiskGroup リソースの DiskGroup 属性または Zpool リソースの PoolName 属性
の変更が必要になる可能性があります。
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リソースの依存関係図: ゾーンルートを共有ディスクに配置
次のリソース依存関係図は、ループバックファイルシステムと直接マウントファイルシステ
ム用に設定される共有ディスク上のゾーン設定を示しています。
図 2-3 は、ループバックファイルシステムを使う共有ストレージ上にゾーンルートがセット
アップされる場合の依存関係図です。次のアプリケーションの図では、Mount リソースを
CFSMount リソースと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置き換えることがで
きます。この設定では、サービスグループをパラレルサービスグループとするかどうかを
決定します。パラレルサービスグループとする場合、サービスグループのリソースに関し
て、特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえば、各ノードの IP
リソースの Address 属性を変更する必要があります。
図 2-3

ゾーンルートを共有ストレージに配置（ループバックファイルシステム
を使用）
Application

IP

Zone

NIC
ゾーン
ルート

Mount

Mount

DiskGroup/
Zpool

DiskGroup

Application
ファイルシス
テム

図 2-4 は、アプリケーションで直接マウントファイルシステムを使う共有ストレージ上にゾー
ンルートがセットアップされる場合の依存関係図です。次のアプリケーションの図では、
Mount リソースを CFSMount リソースと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置
き換えることができます。この設定では、サービスグループをパラレルサービスグループ
とするかどうかを決定します。パラレルサービスグループとする場合、サービスグループ
のリソースに関して、特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえ
ば、各ノードの IP リソースの Address 属性を変更する必要があります。
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ゾーンルートを共有ストレージに配置（直接マウントファイルシステム
を使用）

図 2-4
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サービスグループの作成時には次の原則を使います。
■

Mount リソースの MountPoint 属性をマウントパスに設定します。

■

アプリケーションで IP アドレスが必要な場合、サービスグループに IP リソースを設定
します。

hazonesetup ユーティリティを使用したフェールオーバーサービスグルー
プでのゾーンリソースの設定
hazonesetup ユーティリティは、VCS 下でゾーンを設定するのに役立ちます。この項で

は、ゾーンルートの場所ベースにした一般的なシナリオについて説明します。
以下は、フェールオーバーシナリオでゾーンを設定するための 2 つの一般的なシナリオ
です。
■

ローカルストレージ上のゾーンルート
「ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用
して VCS 制御下にゾーンを設定するには」

■

共有ストレージ上のゾーンルート
「ゾーンルートが共有ストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用し
て VCS 制御下にゾーンを設定するには」

2 ノードクラスタ（sysA と sysB）での例を考慮します。 両方のノードでローカルゾーンが
設定されています。
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ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用し
て VCS 制御下にゾーンを設定するには

1

VCS の外部にある最初のノードで非グローバルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone boot

2

hazonesetup ユーティリティを使うには、非グローバルゾーンに IP を設定し、グロー

バルゾーンのホスト名が非グローバルゾーンから解決できる必要があります。
# zlogin local-zone
# ping sysA

3

最初のノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。
これにより、フェールオーバーゾーンサービスグループとゾーンリソースが VCS 設
定に追加されます。
sysA# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -s sysA,sysB

メモ: パスワードなしの通信で特定のユーザーを使用する場合は、hazonesetup
ユーティリティの -u オプションを使います。-u オプションが指定されていない場合、
パスワードなしの通信にはデフォルトのユーザーが使用されます。

4

ゾーンサービスグループをクラスタ内の次のノードに切り替えます。
sysA# hagrp -switch zone_grp -to sysB

5

このノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。
hazonesetup ユーティリティは、ゾーンサービスグループとゾーンリソースがすでに
VCS 設定に存在していて、それに応じてパスワードなしの通信の設定が更新される
ことを検出します。
sysB# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -s sysA,sysB

6

クラスタ内の残りのすべてのノードで手順 4 と手順 5 を繰り返します。
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ゾーンルートが共有ストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用して
VCS 制御下にゾーンを設定するには

1

必要なストレージリソース（ディスクグループ、ボリューム、マウントなど）を使用して
フェールオーバーサービスグループを設定し、ノード上にゾーンルートをマウントし
ます。 ストレージリソース間に必要な依存関係を設定します（ディスクグループ->ボ
リューム->マウント）すべてのストレージリソースをクラスタノード上でオンラインにする
ために、それらの必要な属性すべてを設定する必要があります。
sysA# hagrp -add zone_grp
sysA# hagrp -modify zone_grp SystemList sysA 0 sysB 1
sysA# hares -add zone_dg DiskGroup zone_grp
sysA# hares -add zone_vol Volume zone_grp
sysA# hares -add zone_mnt Mount zone_grp
sysA# hares -link zone_mnt zone_vol
sysA# hares -link zone_vol zone_dg
sysA# hares -modify zone_dg DiskGroup zone_dg
sysA# hares -modify zone_dg Enabled 1
sysA# hares -modify zone_vol Volume volume_name
sysA# hares -modify zone_vol DiskGroup zone_dg
sysA# hares -modify zone_vol Enabled 1
sysA# hares -modify zone_mnt MountPoint /zone_mnt
sysA# hares -modify zone_mnt BlockDevice
/dev/vx/dsk/zone_dg/volume_name
sysA# hares -modify zone_mnt FSType vxfs
sysA# hares -modify zone_mnt MountOpt rw
sysA# hares -modify zone_mnt FsckOpt %-y
sysA# hares -modify zone_mnt Enabled 1

ゾーンルートが ZFS ファイルシステムにある場合は次のコマンドを使います。
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#

2

hagrp
hagrp
hares
hares
hares
hares

-add zone_grp
-modify zone_grp SystemList sysA 0 sysB 1
-add zone_zpool Zpool zone_grp
-modify zone_zpool AltRootPath /zone_root_mnt
-modify zone_zpool PoolName zone1_pool
-modify zone_zpool Enabled 1

最初のノードでサービスグループをオンラインします。 これにより、ゾーンルートが最
初のノードにマウントされます。
sysA# hagrp -online zone_grp -sys sysA

49

第 2 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーンのサポート
ゾーンへの VCS の設定

3

VCS の外部にある最初のノードでローカルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone boot

4

hazonesetup ユーティリティを使うには、非グローバルゾーンに IP を設定し、グロー

バルゾーンのホスト名が非グローバルゾーンから解決できる必要があります。
# zlogin local-zone
# ping sysA

5

最初のノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。
手順 1 で設定したサービスグループを使用します。 これにより、ゾーンリソースが
VCS 設定に追加されます。
sysB# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone ¥
-p password -a -s sysA,sysB

メモ: パスワードなしの通信で特定のユーザーを使用する場合は、hazonesetup
ユーティリティの -u オプションを使います。-u オプションが指定されていない場合、
パスワードなしの通信にはデフォルトのユーザーが使用されます。

6

ゾーンリソースと他のストレージリソースの間に正しい依存関係を設定します。 ゾー
ンリソースはストレージリソースに依存します（Mount または Zpool -> Zone）。
sysA# hares -link zone_res zone_mnt

ゾーンルートが ZFS ファイルシステムにある場合は次のコマンドを使います。
sysA# hares -link zone_res zone_zpool

7

サービスグループをクラスタ内の次のノードに切り替えます。
sysA# hagrp -switch zone_grp -to sysB

8

このノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。
hazonesetup ユーティリティは、サービスグループとゾーンリソースがすでに VCS
設定に存在していて、それに応じてパスワードなしの通信の設定が更新されることを
検出します。
sysB# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -s sysA,sysB

9

クラスタ内の残りのすべてのノードで手順 7 と手順 8 を繰り返します。
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hazonesetup ユーティリティを使用したパラレルサービスグループでの
ゾーンリソースの設定
hazonesetup ユーティリティは、VCS 下でゾーンを設定するのに役立ちます。 この項で

は、ゾーンルートの場所をベースにした一般的なシナリオについて説明します。
ゾーンリソースがパラレルサービスグループに存在する場合、ノードが所有するローカル
ストレージまたは共有ストレージにゾーンルートを置くことができます。
2 ノードクラスタ（sysA と sysB）での例を考慮します。 ゾーン local-zone1 は sysA で設
定され、local-zone2 は sysB で設定されます。
ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用し
て VCS 制御下にゾーンを設定するには

1

VCS の外部にあるすべてのノードでローカルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone1 boot
sysB# zoneadm -z local-zone2 boot

2

hazonesetup ユーティリティを使うには、非グローバルゾーンに IP を設定し、グロー

バルゾーンのホスト名が非グローバルゾーンから解決できる必要があります。

3

すべてのノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを連続して実
行します。
sysA# hazonesetup
-p password -a -l
sysB# hazonesetup
-p password -a -l

-g
-s
-g
-s

zone_grp -r zone_res -z local-zone1¥
sysA,sysB
zone_grp -r zone_res -z local-zone2¥
sysA,sysB

メモ: パスワードなしの通信に特定のユーザーを使用する場合は、hazonesetup コ
マンドの -u オプションを使用します。 -u オプションが指定されていない場合、パス
ワードなしの通信にはデフォルトのユーザーが使用されます。

4

最初のノードで hazonesetup ユーティリティを実行すると、パラレルゾーンサービス
グループとゾーンリソースが VCS 設定に追加されます。 他のノードで hazonesetup
ユーティリティを実行すると、ゾーンサービスグループとゾーンリソースがすでに VCS
設定に存在していて、それに応じてパスワードなしの通信用の設定が更新されるこ
とを検出します。
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メモ: クラスタ内のゾーンが実行されているすべてのノードで hazonesetup ユーティリティ
を実行します。 これは、ローカルゾーンとグローバルゾーン間でパスワードなしの通信を
有効にするhalogin コマンドを、hazonesetup がローカルゾーン内で実行するために
必要です。
システム内の複数のゾーンに同じユーザーを使用することができます。 さまざまなシステ
ムのさまざまなゾーンで hazonesetup ユーティリティを実行する間、-u オプションを使っ
て同じユーザー名を指定します。 hazonesetup ユーティリティの実行時にユーザー名
を指定しない場合、非セキュアクラスタ用に z_resname_hostname、セキュアクラスタ用
に z_resname_clustername というデフォルトのユーザー名が作成されます。
ノードが所有する共有ストレージにゾーンルートがある場合に hazonesetup ユーティリ
ティを使用して VCS 制御下にゾーンを設定するには

1

必須のストレージリソース（DiskGroup、Volume、Mount 等）でパラレルサービスグ
ループを構成します。 これにより、ゾーンルートがノードにマウントされます。 ストレー
ジリソース間に必要な依存関係を設定します（ディスクグループ->ボリューム->マウ
ント） すべてのストレージリソースをクラスタノード上でオンラインにするために、それ
らの必要な属性すべてを構成する必要があります。 クラスタのすべてのノードと並行
してストレージリソースをオンラインにするために、ストレージリソースの特定の属性の
ローカライズが必要になる場合があります。 パラレルサービスグループがあり、
Diskgroup リソースを使う場合は、このリソースの属性をローカライズする必要があり
ます。ローカライズを行わない場合、CVM 環境で同時に 2 つのノードに同じディス
クグループをインポートすることになります。
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#
sysA#

hagrp
hagrp
hagrp
hares
hares
hares
hares
hares

-add zone_grp
-modify zone_grp Parallel 1
-modify zone_grp SystemList sysA 0 sysB 1
-add zone_dg DiskGroup zone_grp
-add zone_vol Volume zone_grp
-add zone_mnt Mount zone_grp
-link zone_mnt zone_vol
-link zone_vol zone_dg

ストレージリソースの設定について詳しくは、『Cluster Server 付属エージェントリファ
レンスガイド』を参照してください。

2

すべてのノードで サービスグループをオンラインにします。このコマンドはすべての
ノードのゾーンのルートをマウントします。
sysA# hagrp -online zone_grp -any
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3

VCS の外部にあるすべてのノードでローカルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone1 boot
sysB# zoneadm -z local-zone2 boot

4

すべてのノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを連続して実
行します。
sysA# hazonesetup -g zone_grp
local-zone1 -p password -a -l
sysB# hazonesetup -g zone_grp
local-zone2 -p password -a -l

-r
-s
-r
-s

zone_res -z ¥
sysA,sysB
zone_res -z ¥
sysA,sysB

最初のノードで hazonesetup ユーティリティを実行すると、パラレルゾーンサービス
グループとゾーンリソースが VCS 設定に追加されます。 他のノードで hazonesetup
ユーティリティを実行すると、ゾーンサービスグループとゾーンリソースがすでに VCS
設定に存在していて、それに応じてパスワードなしの通信用の設定が更新されるこ
とを検出します。
メモ: パスワードなしの通信に特定のユーザーを使用する場合は、hazonesetup コ
マンドの -u オプションを使用します。 -u オプションが指定されていない場合、パス
ワードなしの通信にはデフォルトのユーザーが使用されます。

5

ゾーンリソースと他のストレージリソースの間に正しい依存関係を設定します。 ゾー
ンリソースはストレージリソースに依存する必要があります（マウント->ゾーン）。
sysA# hares -link zone_res zone_mnt

メモ: クラスタ内のゾーンが実行されているすべてのノードで hazonesetup ユーティ
リティを実行します。 これは、ローカルゾーンとグローバルゾーン間でパスワードなし
の通信を有効にする halogin コマンドを、hazonesetup ユーティリティがローカル
ゾーン内で実行するために必要です。
システム内の複数のゾーンに同じユーザーを使用することができます。 さまざまなシ
ステムのさまざまなゾーンで hazonesetup ユーティリティを実行する間、-u オプショ
ンを使って同じユーザー名を指定します。 hazonesetup ユーティリティの実行時に
ユーザー名を指定しない場合、非セキュアクラスタ用に sz_resname_hostname、
セキュアクラスタ用に z_resname_clustername というデフォルトのユーザー名が
作成されます。
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パスワード不要の通信用と同じ VCS ユーザーを使った複数のゾーンリ
ソースの設定
hazonesetup ユーティリティは、VCS の下に複数のゾーンを設定するのに役立ちます。

これは、非グローバルゾーンとグローバルゾーン間のパスワード不要の通信に使われる
ものと同じ VCS ユーザーを使います。
2 ノードクラスタ（sysA と sysB）での例を考慮します。両方のノードでゾーン local-zone1
と local-zone2 が設定されています。
ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用し
てフェールオーバーモードで VCS 制御下にゾーンを設定するには

1

VCS の外部にある最初のノードでローカルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone1 boot
sysA# zoneadm -z local-zone2 boot

2

このノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。これ
により、フェールオーバーゾーンサービスグループとゾーンリソースが VCS 設定に
追加され、非グローバルゾーンとグローバルゾーン間のパスワード不要の通信に使
われるものと同じ VCS ユーザー（zone_user）が設定されます。
sysA# hazonesetup -g zone1_grp
-u zone_user -p password -a -s
sysA# hazonesetup -g zone2_grp
-u zone_user -p password -a -s

3

-r zone1_res -z local-zone1¥
sysA,sysB
-r zone2_res -z local-zone2¥
sysA,sysB

ゾーンサービスグループをクラスタ内の次のノードに切り替えます。
sysA# hagrp -switch zone1_grp -to sysB
sysA# hagrp -switch zone2_grp -to sysB

4

このノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。
hazonesetup ユーティリティは、ゾーンサービスグループとゾーンリソースがすでに
VCS 設定に存在していて、それに応じてパスワード不要の通信向けに設定が更新
されることを検出します。
sysB# hazonesetup -g zone1_grp
-u zone_user -p password -a -s
sysB# hazonesetup -g zone2_grp
-u zone_user -p password -a -s

5

-r zone1_res -z local-zone1¥
sysA,sysB
-r zone2_res -z local-zone2¥
sysA,sysB

クラスタ内の残りのすべてのノードで手順 3 と手順 4 を繰り返します。
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サービスグループ設定の修正
サービスグループの設定を修正するには、次の手順を実行します。
ゾーン管理の設定を修正するには

1

hazonesetup スクリプトを実行して、ゾーンの設定を行います。
# hazonesetup [-t] -g sg_name -r res_name -z zone_name¥
[-u user_name] -p password [-a] [-l] -s systems

値は次のとおりです。
-t

VCS ゾーンユーザーのパスワードを更新します。

-g sg_name

VCS 設定で作成されるゾーンサービスグループの名前。

-r res_name

VCS 設定で作成されるゾーンリソースの名前。

-z zone_name システムで設定されるゾーンの名前。
-u user_name

ローカルゾーンとグローバルゾーン間のパスワード不要の通信に使われる
VCS ユーザーの名前。 ユーザー名を指定しない場合、デフォルトのユー
ザー名が使われます。

-p password

パスワード不要の通信に使われる VCS ユーザーのパスワード。
Veritas Authentication Service が有効な場合、パスワードは少なくとも 6
文字以上である必要があります。

-a

グループの AutoStartList を設定します。

-l

パラレルサービスグループを設定します。 -l オプションを指定しない場合、
デフォルトでフェールオーバーサービスグループが作成されます。

-s systems

ゾーンサービスグループを設定する必要のあるシステムのカンマ区切りリス
ト。たとえば sys1,sys2,sys3 のようになります。

サービスグループが存在しない場合は、スクリプトがサービスグループを作成しま
す。
スクリプトを実行すると、タイプ Zone のリソースがサービスグループに追加されます。
スクリプトはゾーンにログインして halogin コマンドを実行します。 また、VCS でグ
ローバルゾーンとローカルゾーン間のパスワード不要の通信が行えるように、グルー
プ管理者権限を持つユーザーアカウントも作成します。

2

ゾーン設定を反映するようにリソースの依存関係を変更します。 詳しくは、リソースの
依存関係図を参照してください。
p.44 の 「アプリケーション用のサービスグループの設定」 を参照してください。

3

サービスグループの設定を保存して、サービスグループをオンラインにします。
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ゾーン設定の検証
hazoneverify コマンドを実行してゾーン設定を検証します。

このコマンドは次の要件を確認します。
■

サービスグループをホストするシステムに、ゾーンの実行に必要なオペレーティング
システムが搭載されている。

■

サービスグループに、タイプ Zone のリソースが 2 つ以上存在しない。

■

Zone リソースの依存関係が正しく設定されている。

ゾーン設定を検証するには
カスタムエージェントを使う場合、リソースタイプが APP_TYPES または SYS_TYPES
環境変数に追加されていることを確認してください。

1

p.38 の 「ゾーンでのカスタムエージェントの使用」 を参照してください。
hazoneverify コマンドを実行してゾーン設定を検証します。

2

# hazoneverify servicegroup_name

クラスタノード間のゾーン設定の同期
hazoneconfigsync コマンドを使って、クラスタノード間のゾーン設定を同期します。
hazoneconfigsync コマンドは、1 つのノードのゾーン設定への変更を他のクラスタノー

ドに伝播します。
非グローバルゾーンの設定をすべてのクラスタノードで同期する方法
hazoneconfigsync コマンドを実行します。

◆

# hazoneconfigsync<comma separated zone names>

詳しくは、hazoneconfigsync(1M) のマニュアルページを参照してください。

保守タスクの実行
必要に応じて次の保守タスクを実行します。
■

ゾーン設定ファイルがすべてのノードで常に一致していることを確認しま
す。/etc/zones/zone_name.xml ファイルはグローバルゾーンにのみ存在します。

■

1 つのノードでオぺレーティングシステムにパッチを追加したりオぺレーティングシス
テムをアップグレードした場合は、すべてのノードでソフトウェアを必ずアップグレード
するようにします

■

アプリケーション設定がすべてのノードで同一であることを確認します。1 つのノード
でアプリケーション設定を更新した場合は、同じ更新をすべてのノードに適用します。
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パスワードなしの通信に使用する VCS ユーザーのパスワードを更新するには
正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを、ゾーンリソースがオンライン
になっているノードで実行します。

1

sysA# hazonesetup -t -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-u zoneuser -p new_password -a -s sysA,sysB

ゾーンサービスグループをクラスタ内の次のノードに切り替えます。

2

sysA# hagrp -switch zone_grp -to sysB

このノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。

3

sysB# hazonesetup -t -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-u zoneuser -p new_password -a -s sysA,sysB

クラスタ内の残りのすべてのノードで手順 2 から手順 3 を繰り返します。

4

ゾーンのトラブルシューティング
VCS（Cluster Server）とゾーンのトラブルシューティングには次の情報を参照してくださ
い。
■

VCS HA コマンドが動作しない。
対処方法:
■

VCS パッケージがインストールされていることを確認します。

■

ゾーンから halogin コマンドを実行します。
halogin コマンドについて詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照して

ください。

■

■

VCS 信用証明を確認します。 パスワードが変更されていないことを確認します。

■

VxSS 証明書の期限が切れていないことを確認します。

ゾーン内のリソースがオンラインにならない。
対処方法:
■

VCS とエージェントパッケージが正しくインストールされていることを確認します。

■

アプリケーションがゾーンにインストールされていることを確認します。

■

リソースの設定定義を確認します。
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物理から仮想へのフェールオーバーと仮想から物理へのフェールオー
バーの設定（一般的なセットアップ）
この設定には、2 つの物理ノードが含まれます。1 つ目のノードではゾーンを設定しない
Solaris を実行し（sysA）、もう 1 つのノードではゾーンを設定した Solaris を実行します
（sysB）。
図 2-5

ゾーン内にフェールオーバーし、戻すことができるアプリケーション
サービスグループ
sysA

ゾーンリソースが
必要な間は、実際
のエンティティは
管理されない

sysB

Application

Application

Zone

Zone

Mount

Mount

DiskGroup

DiskGroup

Solaris

Solaris

アプリケーション
リソースが非グ
ローバルゾーン
に存在する

main.cf 設定ファイルで、コンテナ名、コンテナのタイプ、およびサービスグループ定義で
コンテナを有効にするかどうかを定義します。
ContainerInfo@sysA = {Name = Z1, Type = Zone, Enabled = 2}
ContainerInfo@sysB = {Name = Z1, Type = Zone, Enabled = 1}

sysA では、Enabled の値を 2 に設定してゾーンを無視し、アプリケーションが物理シス
テムで実行されるようにします。sysB では Enabled が 1 に設定されているので、サービ
スグループが sysB にフェールオーバーすると、フェールオーバー後にアプリケーション
はゾーン内で実行されます。同様に、アプリケーションは sysB から sysA にフェールオー
バーできます。
ContainerInfo::Enabled を 2 に設定した場合、Zone エージェントは対応するグループ
の状態に基づいてリソースの状態を報告します。
ContainerInfo::Enable が 2 に設定されているノードでは、IMF 監視を無効にする必
要があります（この例の sysA）。
◆

IMF 監視を無効にするには、IMF 属性の Mode のキーを 0 に設定します。
# hares -override zone_res IMF
# hares -local zone_res IMF
# hares -modify zone_res IMF Mode 0 MonitorFreq 5 ¥
RegisterRetryLimit 3 -sys sysA
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非グローバルゾーンへの VxFS ファイルシステムの追
加
非グローバルゾーンに VxFS ファイルシステムを配置する方法は 3 つあります。
■

VxFS を lofs として非グローバルゾーンへマウントする

■

グローバルゾーンから非グローバルゾーンへの VxFS の直接マウント

■

VxFS を VxFS として非グローバルゾーン内にマウントする

VxFS を lofs として非グローバルゾーンへマウントする
以前グローバルゾーンで作成した VxFS ファイルシステムをループバックファイルシステ
ムのマウントを使って非グローバルゾーンで使えるようにすることができます。この機能は、
特に、ファイルシステムへのアクセスを 1 つ以上の非グローバルゾーンと共有するためだ
けにファイルシステムを非グローバルゾーンで使えるようにする場合に役立ちます。たと
えば、設定ファイルを特定のファイルシステムで使うことができ、非グローバルゾーンでこ
の設定ファイルが必要な場合、ループバックファイルシステムのマウントを使ってこのファ
イルシステムを非グローバルゾーンと共有できます。
次のコマンドを実行すると、ファイルシステム /mnt1 へのアクセスをループバックファイル
システムのマウントとして既存の非グローバルゾーン myzone と共有できます。
# zonecfg -z newzone
zonecfg:newzone> add fs
zonecfg:newzone:fs> set dir=/mnt1
zonecfg:newzone:fs> set special=/mnt1
zonecfg:newzone:fs> set type=lofs
zonecfg:newzone:fs> end
zonecfg:newzone> verify
zonecfg:newzone> commit
zonecfg:newzone> exit
dir の値は非グローバルゾーンのディレクトリです。special の値は、ローカルゾーンの

内部にあるファイルシステムのマウントポイントです。
このマウントは VxFS ループバックのマウントとして後で参照する場合があります。
注意: ループバックファイルシステムのマウントを使ってファイルシステムを非グローバル
ゾーンと共有すると、すべての非グローバルゾーンから同時にファイルシステムにアクセ
スできるようになります。ファイルシステムへのアクセスを共有の読み取り専用とする場合
のみこの方法を使ってください。
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グローバルゾーンから非グローバルゾーンへの VxFS
の直接マウント
非グローバルゾーンで VxFS ファイルシステムを直接マウントするには、マウントするディ
レクトリが非グローバルゾーンにあり、グローバルゾーンからマウントを実行する必要があ
ります。次の手順では、非グローバルゾーン newzone でディレクトリ dirmnt をマウントパ
ス /zonedir/newzone/root/dirmnt でマウントします。
メモ: 非グローバルゾーンで直接マウントするためにグローバルゾーン /etc/vfstab ファ
イルに VxFS エントリを追加することはサポートされていません。非グローバルゾーン
は、/etc/vfstab の実行時にまだ起動していない可能性があるためです。
ファイルシステムが直接マウントによって非グローバルゾーンに委任されると、グローバル
ゾーンでマウントポイントを表示するには df コマンドではなく、mount コマンドを使いま
す。
非グローバルゾーンで VxFS ファイルシステムを直接マウントするには、次の手順を実
行します。

1

ゾーンにログインしてマウントポイントを作成します。
global# zlogin newzone
newzone# mkdir dirmnt
newzone# exit

2

グローバルゾーンからファイルシステムをマウントします。
■

非クラスタファイルシステムの場合:
global# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dg/vol1 /zonedir/zone1¥
/root/dirmnt

■

クラスタファイルシステムの場合:
global# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/dg/vol1 ¥
/zonedir/zone1/root/dirmnt

3

非グローバルゾーンにログインして、ファイルシステムがマウントされていることを確
認します。
global# zlogin newzone
newzone# df | grep dirmnt
/dirmnt (/dirmnt):142911566 blocks 17863944 files
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VxFS を VxFS として非グローバルゾーン内にマウント
する
VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーン内に作成できます。
VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーン内に作成するには

1

ゾーンの状態を確認し、ゾーンを停止します。
global# zoneadm list -cv
ID NAME
STATUS
PATH
0 global
running
/
1 myzone
running
/zone/myzone
global# zoneadm -z myzone halt

2

BRAND
solaris
solaris

IP
shared
shared

ゾーンの設定にデバイスを追加します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vxportal
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/fdd
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vx/rdsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vx/dsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit
zonecfg:myzone> exit
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3

Solaris 11 では、ゾーンの設定に fs-allowed=vxfs,odm を設定する必要がありま
す。
global# zonecfg
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>

-z myzone
set fs-allowed=vxfs,odm
commit
exit

ゾーン内で ufs、nfs、zfs を使用する場合は、fs-allowed=vxfs,odm,nfs,ufs,zfs を
設定します。

4

ゾーンをブートします。
global# zoneadm -z myzone boot

5

非グローバルゾーンにログインし、非グローバルゾーン内にファイルシステムを作成
します。
global# zlogin myzone
myzone# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/dg_name/vol_name

6

非グローバルゾーン内にマウントポイントを作成し、マウントします。
myzone# mkdir /mnt1
myzone# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dg_name/vol_name /mnt1

VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンからクラスタファイルシステムとしてマ
ウントすることはサポートされません。

ゾーンの設定への直接マウントの追加
非グローバルゾーンでは、zonecfg を使用してのゾーンのブート時に VxFS ファイルシ
ステムの直接マウントが自動的に実行されるように設定することもできます。ファイルシス
テムがマウントされる前に fsck コマンドが実行されます。fsck コマンドが失敗すると、
ゾーンのブートに失敗します。
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ゾーンの設定に直接マウントを追加するには

1

状態を確認し、ゾーンを停止します。
global# zoneadm list -cv
ID NAME
STATUS
PATH
0 global
running
/
1 myzone
running
/zone/myzone
global# zoneadm -z myzone halt

2

BRAND
solaris
solaris

IP
shared
shared

ゾーンの設定にデバイスを追加します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vxportal
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/fdd
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/dirmnt
zonecfg:myzone:fs> set special=/dev/vx/dsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:fs> set raw=/dev/vx/rdsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:fs> set type=vxfs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit
zonecfg:myzone> exit

3

Solaris 11 では、ゾーンの設定に fs-allowed=vxfs,odm を設定する必要がありま
す。
global# zonecfg
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>

-z myzone
set fs-allowed=vxfs,odm
commit
exit

ゾーン内で ufs、nfs、zfs を使用する場合は、fs-allowed=vxfs,odm,nfs,ufs,zfs を
設定します。
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4

ゾーンをブートします。
global# zoneadm -z myzone boot

5

ファイルシステムがマウントされることを確認してください。
myzone# df | grep dirmnt
/dirmnt (/dirmnt):142911566 blocks 17863944 files

グローバルゾーンから非グローバルゾーンへの VxFS
マウントと比較した、非グローバルゾーンへの VxFS マ
ウントのメリット
非グローバルゾーン内の VxFS ファイルシステムの直接マウントには、グローバルゾーン
から非グローバルゾーンへの直接マウントに比べていくつかの利点があります。
■

非グローバルゾーン内の VxFS の直接マウントでは、ゾーンの管理者は VxFS ファ
イルシステムを活用できます。

■

他の非グローバルゾーンの VxFS ファイルシステムへの可視性とアクセスを制限しま
す。

■

ゾーンの管理者は、ゾーン内で直接ファイルシステムのマウントとマウント解除を実行
できます。

SFCFSHA のマウント
SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System）は、クラスタとしてグループ化さ
れた複数のノードから同じファイルシステムにアクセスすることをサポートします。 VxFS
では、非グローバルゾーンでのクラスタマウントされたファイルシステムの共有と委任をサ
ポートします。
メモ: 非グローバルゾーンのルートは Solaris 11 の VxFS または CFS では作成できま
せん。Solaris 11 では、非グローバルゾーンのルートでサポートされるファイルシステム
は zfs のみです。
p.59 の 「VxFS を lofs として非グローバルゾーンへマウントする」 を参照してください。
非グローバルゾーンで SFCFSHA をサポートするための必要条件は、グローバルゾーン
で SFCFSHA をサポートするための必要条件と似ています。 重要な点は次のとおりで
す。
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■

lofs (ループバックファイルシステム) のマウントと直接マウントの両方がサポートされ
ていますが、直接マウントをお勧めします。

■

デバイスはすべてのノードで表示でき、共有する必要があります。

■

ゾーンの設定はすべてのノードで同じである必要があります。 ゾーンの名前は異なる
場合があります。

VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンからクラスタファイルシステムとしてマウント
することはサポートされません。
非グローバルゾーンでの SFCFSHA のサポートは、Veritas File System 5.0 Maintenance
Pack 1 以降で利用できます。
非グローバルゾーンで VxFS ファイルシステムをクラスタファイルシステムとして直接マ
ウントするには

1

ゾーンにログインしてマウントポイントを作成します。
global# zlogin newzone
newzone# mkdir dirmnt
newzone# exit

2

グローバルゾーンからファイルシステムをマウントします。
クラスタファイルシステムの場合:
global# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/dg/vol1 ¥
/zonedir/zone1/root/dirmnt

メモ: 同じノードの異なる非グローバルゾーンの間で SFCFSHA クラスタを作成する
ことはできません。

メモ: クラスタファイルシステムを非グローバルゾーン設定の一部として使わないでくださ
い。 main.cf の設定の一部として VCS を経由して使うか、グローバルゾーンから手動
でマウントして使ってください。 非グローバルゾーン内でクラスタファイルシステムをマウ
ントするために LOFS を使う場合は、クラスタファイルシステムがグローバルゾーンでマウ
ント済みになるため、ゾーン設定でクラスタファイルシステム関連のオプションを使わない
でください。

非グローバルゾーンでの同時 I/O アクセス
同時 I/O によって、複数のプロセスは他の read(2) 呼び出しまたは write(2) 呼び出し
をブロックすることなく、同じファイルに読み書きを実行できます。 POSIX セマンティクス
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では、read 呼び出しと write 呼び出しをファイル上で他の read 呼び出しと write 呼
び出しとシリアル化する必要があります。 同時 I/O は通常、データアクセスに高いパフォー
マンスを必要とし、同じファイルに並行書き込みを実行しないアプリケーションで使われま
す。
Storage Foundation では、非グローバルゾーンで実行されるアプリケーションについて
も同時 I/O をサポートします。 つまり、非グローバルゾーンで実行されるプロセスは、グ
ローバルゾーンまたは非グローバルゾーンの他のプロセスと同時にファイルにアクセスで
きます。 アプリケーションまたは実行スレッドは、同時 I/O を使っているときに同じファイル
への書き込み動作を調整する必要があります。
アプリケーションは次の動作を実行して、ファイルで同時 I/O 勧告を有効にする必要があ
ります。
fd=open(filename, oflag)
ioctl(fd, VX_SETCACHE, VX_CONCURRENT)
write(fd, buff, numofbytes)

Veritas Extension for Oracle Disk Manager
Veritas Extension for ODM （Oracle Disk Manager）は、特に Oracle 10gR2 以降で
ファイル管理とディスク I/O のスループットを拡張するために設計されました。 ODM の機
能は、VxFS（Veritas File System）に常駐するデータベースに最適な機能です。 ODM
を使うと、Oracle 10gR2 以降のユーザーは特別な I/O 最適化により、データベースの
I/O 集約型作業負荷のスループットを改善できます。
Veritas extension for ODM は、非グローバルゾーンでサポートされます。 非グローバ
ルゾーンで Oracle 11g リリース 2 を実行して ODM を使うには、Oracle ソフトウェアの
バージョンが 11.2.0.3 である必要があります。
VRTSodm パッケージを扱う場合、パッケージをインストールまたは削除するときに注意
する必要があります。詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

p.80 の 「非グローバルゾーンでのパッケージインストール」 を参照してください。

■

p.80 の 「非グローバルゾーン設定でのパッケージの削除 」 を参照してください。

VxFS による非グローバルゾーンからの ODM ファイルアクセス
の有効化
この項では、VxFS を使って非グローバルゾーンから ODM ファイルにアクセスする方法
について説明します。
■

Solaris 11 の場合:
■

既存のゾーンが存在しない場合。
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p.67 の 「Solaris 11 の場合: 既存のゾーンがない場合に VxFS を使って非グ
ローバルゾーンから ODM ファイルにアクセスできるようにする方法」 を参照して
ください。
■

既存のゾーンが存在する場合。
p.68 の 「Solaris 11 の場合: 既存のゾーンがある場合に VxFS を使って非グロー
バルゾーンから ODM ファイルにアクセスできるようにする方法」 を参照してくださ
い。

Solaris 11 の場合: 既存のゾーンがない場合に VxFS を使って非グローバルゾーンか
ら ODM ファイルにアクセスできるようにする方法

1

グローバルゾーンに SF をインストールします。
詳しくは、『Storage Foundation 設定およびアップグレードガイド』を参照してくださ
い。

2

同じインストーラの pkgs フォルダに移動してインストールの発行元を設定します。
global# pkg set-publisher -P -g VRTSpkgs.p5p Veritas

3

次の設定でゾーンを作成します。
zonecfg:myzone> create
create: Using system default template 'SYSdefault'
zonecfg:myzone> set zonepath=/export/home/myzone
zonecfg:myzone> set fs-allowed=default,vxfs,odm
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone:fs> remove anet linkname=net0
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vxportal
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/fdd
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/odm
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit
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4

ゾーンをインストールします。
global# zoneadm -z myzone install

5

ゾーンをブートします。
global# zoneadm -z myzone boot

6

ゾーンを設定します。
global# zlogin -C myzone

7

ゾーンに VRTSvxfs、VRTSodm、VRTSvlic をインストールします。
myzone# pkg install --accept VRTSvxfs VRTSodm VRTSvlic

8

ゾーン内の vxodm サービスを有効にします。
myzone# svcadm enable vxodm

9

ローカルゾーンで mount -p | grep odm を実行して出力が次のように表示されて
いることを確認します。
/dev/odm - /dev/odm odm - no
nodevices,smartsync,zone=myzone,sharezone=5

10 グローバルゾーン内に移動し、発行元の設定を解除します。
global# pkg unset-publisher Veritas

Solaris 11 の場合: 既存のゾーンがある場合に VxFS を使って非グローバルゾーンか
ら ODM ファイルにアクセスできるようにする方法

1

SF をグローバルゾーンにインストールしているかどうかを調べます。 そうでない場合
は、グローバルゾーンに SF をインストールします。
詳しくは、『Storage Foundation 設定およびアップグレードガイド』を参照してくださ
い。

2

2. SF がグローバルゾーンでインストールされたのと同じインストーラの pkgs フォル
ダに移動してインストールの発行元を設定します。
global# pkg set-publisher -P -g VRTSpkgs.p5p Veritas
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3

ゾーンが実行中またはインストール済み状態であるかどうかを調べます。 動作して
いる場合は停止します。
global# zoneadm -z myzone shutdown

4

default,vxfs,odm になるように fs-allowed を設定します。
zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> set fs-allowed=default,vxfs,odm
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit

5

ゾーン設定ファイルに fs としてライセンスディレクトリを追加します。
zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit

6

ゾーン設定ファイルに vxportal、fdd、odm という 3 台のデバイスを追加します。
zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vxportal
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/fdd
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/odm
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit

7

ゾーンをブートします。
global# zoneadm -z myzone boot
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8

ゾーンに VRTSvxfs、VRTSodm、VRTSvlic をインストールします。
myzone# pkg install --accept VRTSvxfs VRTSodm VRTSvlic

9

ゾーン内の vxodm サービスを有効にします。
myzone# svcadm enable vxodm

10 ローカルゾーンで mount

-p | grep odm を実行して出力が次のように表示されて

いることを確認します。
/dev/odm - /dev/odm odm - no
nodevices,smartsync,zone=myzone,sharezone=5

11 11. グローバルゾーンの内部に移動して発行元の設定を解除します。
global# pkg unset-publisher Veritas

非グローバルゾーンへの VxVM ボリュームのエクスポー
ト
zonecfg コマンドを使って、ボリュームデバイスノードを非グローバルゾーンで使うために

エクスポートできます。次の手順では、ボリューム vol1 を非グローバルゾーン myzone
で使えるようにします。
注意: 非グローバルゾーンへの RAW ボリュームのエクスポートには、セキュリティリスクが
伴います。ゾーン管理者が不良形式のファイルシステムを作成する可能性があり、後で
マウントしようとしたときにシステムでパニックが起きる可能性があります。RAW ボリューム
に直接書き込んだり、非グローバルゾーンにエクスポートしたり、dd などのユーティリティ
を使うと、状況によってはデータの破損を招く可能性があります。
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非グローバルゾーンに VxVM ボリュームをエクスポートするには、次の手順を実行しま
す。

1

グローバルゾーンでボリューム vol1 を作成します。
global# ls -l /dev/vx/rdsk/rootdg/vol1
crw------1 root
root
301, 102000 Jun 3
12:54 /dev/vx/rdsk/rootdg/vol1crw------1 root sys
301,
10200
0 Jun 3 12:54 /devices/pseudo/vxio@0:rootdg,vol1,102000,raw

2

ボリュームデバイス vol1 を非グローバルゾーン myzone に追加します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vx/rdsk/mydg/vol1
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> commit

3

デバイスが非グローバルゾーンに表示されていることを確認します。
global# zoneadm -z myzone halt
global# zoneadm -z myzone boot

4

/myzone/dev/vx に RAW ボリュームノードがあり、非グローバルゾーンでその RAW

ボリュームノードに対して I/O を実行できることを確認します。
これで、エクスポートしたデバイスを使って I/O を実行し、ファイルシステムを作成で
きるようになりました。

Oracle Solaris のグローバルゾーンの VxVM デバイス
Oracle Solaris オペレーティング環境では、各ボリュームノードエントリに対応する物理
ノードが 2 つあります。それは、/devices と /dev の 2 つで、それぞれ同じメジャー番
号とマイナー番号が設定されます。物理ノードは次のように表示されます。
/devices raw volume node : /devices/pseudo/vxio@0:
dgname,volname,minor_number,raw
/devices block volume node : /devices/pseudo/vxio@0:
dgname,volname,minor_number,blk
/dev raw volume node : /dev/vx/rdsk/dgname/volumename
/dev block volume node : /dev/vx/dsk/dgname/volumename

次の例は /devices 内のサンプル値を示したものです。
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ls -l /devices/pseudo/vxio*vol1*
brw------1 root
sys
302, 66000 Mar 25
17:21 /devices/pseudo/vxio@0:mydg,vol1,66000,blk
crw------1 root
sys
302, 66000 Mar 25
17:21 /devices/pseudo/vxio@0:mydg,vol1,66000,raw

次の例は /dev 内のサンプル値を示したものです。
ls -l /dev/vx/*dsk/mydg/vol1
brw------1 root
root
crw------1 root
root

302, 66000 Mar 25 17:21 /dev/vx/dsk/mydg/vol1
302, 66000 Mar 25 17:21 /dev/vx/rdsk/mydg/vol1

非グローバルゾーンからの VxVM ボリュームの削除
非グローバルゾーンから VxVM ボリュームを削除する手順は次のとおりです。
非グローバルゾーンから VxVM ボリュームを削除するには

1

設定を修正する前にローカルゾーンを停止する必要があります。

2

ボリュームデバイス vol1 を非グローバルゾーン myzone から削除します。
global# zonecfg
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>
zonecfg:myzone>

-z myzone
remove device match=/dev/vx/rdsk/rootdg/vol1
end
commit

ゾーン環境での Oracle RAC の SF Oracle RAC サ
ポートについて
このリリースでは、グローバルゾーンごとに 2 つの非グローバルゾーンをインストールし、
設定できます。SF Oracle RAC クラスタは、異なるグローバルゾーンからの非グローバル
ゾーンを構成する必要があります。
メモ: SF Oracle RAC は同じグローバルゾーンからの非グローバルゾーンで構成される
クラスタをサポートしません。
SF Oracle RAC と必須のエージェントはグローバルゾーンで動作します。Oracle RAC
は非グローバルゾーンで動作します。非グローバルゾーンは排他的 IP ゾーンとして設定
する必要があります。排他的 IP ゾーンはグローバルゾーンとネットワークインターフェー
スを共有しません。
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SF Oracle RAC を使用すると、非グローバルゾーンの開始、停止、監視が可能となり、
非グローバルゾーン内の Oracle RAC インスタンスに高可用性をもたらすことができま
す。
図 2-6 に、ゾーン環境での SF Oracle RAC の構成を示します。
ゾーン環境での Oracle RAC と SF Oracle RAC

図 2-6

Oracle RAC - クラスタ A
sys1_zone1

sys2_zone1

Oracle Clusterware
とデータベース

Oracle Clusterware
とデータベース

Oracle RAC - クラスタ B
sys1_zone2

sys2_zone2

Oracle Clusterware
とデータベース

Oracle Clusterware
とデータベース

グローバルゾーン
sys1 の SF Oracle
RAC

グローバルゾーン
sys2 の SF Oracle
RAC

共有ストレージ

サポートされている設定
ゾーン環境の SF Oracle RAC によってサポートされる構成は次のとおりです。
アーキテクチャ

Solaris SPARC システム

Oracle RAC バージョン

11.2.0.3

オペレーティングシステムの
バージョン

サポートされている OS のバージョンの『Veritas InfoScale リリース
ノート』を参照してください。
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ゾーン IP アドレスのタイプ

排他的 IP ゾーン

メモ: 排他的 IP ゾーンでは、非グローバルゾーンごとに最低 3 つ
のネットワークインターフェース（1 つはパブリックリンク、2 つはプラ
イベートリンクとして）が必要です。

メモ: 非グローバルゾーン内のすべてのプライベートインターフェースは、LLT の下でプ
ライベートインターフェースとして設定する必要があります。 グローバルゾーンに 1 つの
非グローバルゾーンクラスタだけを設定する場合は、非グローバルゾーンのために設定
されるプライベートインターフェースの名前および合計数を、グローバルゾーンの LLT 設
定に使われたプライベートインターフェースと完全に同じにすることを推奨します。 ただ
し、非グローバルゾーンのプライベートインターフェースとしてLLTインターフェースのサ
ブセットを設定すると、Oracle Clusterware はネットワーク分割の際にクラスタを再構成
します。

ゾーン環境での SF Oracle RAC のサポートに関する既知の問題
ここでは、ゾーン環境で SF Oracle RAC をサポートする場合の既知の問題について説
明します。

非グローバルゾーン内での VxVM デバイスのマウントが CFS マ
ウントエージェントでサポートされない
CFS マウントエージェントは、非グローバルゾーン内での VxVM デバイスのマウントをサ
ポートしません。これは、CVM バイナリ（/etc/vx/bin/vxclustadm）が、非グローバル
ゾーン内では機能しないか、存在しないためです。
回避策: 非グローバルゾーンのルートディレクトリ（/zoneroot/root/mnt_point）で、ス
トレージの直接マウントを実行します。 これで、非グローバルゾーンでストレージが使用
可能になります。

VCS エージェントに関する問題
非グローバルゾーンのホスト名が非グローバルゾーンの名前と異なる場合、非グローバ
ルゾーンに設定された VCS エージェントが予期しない動作をすることがあります。
回避策: 非グローバルゾーンのホスト名が非グローバルゾーンの名前と同じであることを
確認してください。

74

第 2 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーンのサポート
ゾーン環境での Oracle RAC の SF Oracle RAC サポートについて

直接マウントのファイルシステムに設定された非グローバルゾー
ンを VCS 外から停止すると、対応するゾーンリソースで障害が発
生するかオフラインになる
直接マウントのファイルシステムに設定された非グローバルゾーンを VCS 外から停止す
ると、対応するゾーンリソースで障害が発生するかオフラインになります。ゾーンの状態は
down と表示され、対応するゾーンリソースで障害が発生するかオフラインになります。そ
の結果、VCS でゾーンリソースをオンラインにできなくなります。
回避策:

1

root ユーザーとしてグローバルゾーンにログインします。

2

ゾーンで使用中のマウントされているマウントポイントをマウント解除します。
# umount -o mntunlock=VCS /mount_point

3

ゾーンを停止します。
# zoneadm -z zone_name halt

これで、非グローバルゾーンの状態が installed または configured に変わりま
す。

ゾーンが動作していない場合、PrivNIC リソースにエラーが表示
される
非グローバルゾーン環境でゾーンに PrivNIC リソースが設定されており、該当するゾー
ンが動作していない場合、VCS エンジンログファイル /var/VRTSvcs/log/engine_*.log
に次のエラーメッセージが表示されます。
VCS ERROR V-16-20035-0 (sys1)
PrivNIC:ora_priv:monitor:Zone [zone1] not running.

VCS の再起動時に警告メッセージが表示される
VCS を再起動すると、ゾーン内のマルチユーザーサービスが開始する前に次の警告メッ
セージが表示されます。
VCS WARNING V-16-10001-14056 (sys1)
Zone:vcszoneres:monitor:Zone is running without specified
milestone [multi-user-server] online - returning offline.

このメッセージは無視してかまいません。
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警告メッセージを含む非グローバルゾーンのインストーラログ
非グローバルゾーンのインストーラログは、VRTS パッケージに関連する警告メッセージ
を含んでいます。
回避策:
新しい非グローバルゾーンをインストールする前に、zonepath の親ディレクトリを 755 に
設定する必要があります。ゾーンの親ディレクトリは、zonename を含む完全な zonepath
で dirname コマンドを実行することにより、完全な zonepath から作成できます。

CFS マウントに関する問題
グローバルゾーンの CFS マウントが lofs ファイルシステムとして非グローバルゾーンに
マウントされている場合、hares または umount コマンドを使用してグローバルゾーンで
CFS マウントをマウント解除した後でマウントしようとすると、次のエラーが表示されて失
敗します。
VCS WARNING V-16-20011-5508 (sys1)
CFSMount:ocrvote_mnt:online:Mount Error :
UX:vxfs mount: ERROR: V-3-21264:
/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol is already mounted,
/ocrvote is busy,allowable number
of mount points exceeded

回避策:
問題を解決するには、次の手順を実行します。
1.

root ユーザーとしてグローバルゾーンにログインします。

2.

グローバルゾーンでマウント解除されている CFS マウントと lofs マウントを表示しま
す。
# cat /etc/mnttab |grep mount_point

次に例を示します。
# cat /etc/mnttab |grep ocrvote/ocrvote ¥
/zonevol/sys1_zone1/root/ocrvote lofs ¥
dev=53859d8 12971587943

3.

CFS マウントと lofs マウントをマウント解除します。
# umount /zonevol/sys1_zone1/root/mount_point

4.

アクティブな CFS マウントと lofs マウントが存在するかどうかを確認します。
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# cat /etc/mnttab |grep mount_point

5.

次のいずれかの方法で、CFS マウントと lofs マウントをグローバルゾーンにマウント
します。
hares コマンドの使用:
# hares -online res_name -sys sys_name

手動:
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/¥
dg_name/vol_name /mount_point

6.

CFS マウントが正常にマウントされたことを確認します。
# cat /etc/mnttab |grep mount_point

次に例を示します。
# cat /etc/mnttab |grep ocrvote/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol
¥
/ocrvote vxfsrw,suid,delaylog,largefiles,qio,cluster,¥
ioerror=mdisable,crw,dev=53859d8 1297159501

Solaris 非グローバルゾーンの障害回復用の設定
Solaris ゾーンを障害回復用に設定するには、Hitachi TrueCopy、EMC SRDF、Veritas
Volume Replicator などのレプリケーション方法を使用してゾーンルートをレプリケートし
ます。 プライマリサイトとセカンダリサイトが別々の IP サブネットに存在する場合、プライ
マリサイトでのゾーンのネットワーク設定は、セカンダリサイトで有効にならないことがあり
ます。 したがって、ゾーンリソースに対して、以下の追加の設定変更を行う必要がありま
す。
非グローバルゾーンを障害回復用に設定するには、グローバルゾーンの両方のサイトに
ある VCS を GCO オプションを使用して設定します。
グローバルクラスタ、グローバルクラスタの設定と使用法について詳しくは『Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。
非グローバルゾーンを障害回復用に設定するには

1

プライマリサイトで、非グローバルゾーンを作成し、ネットワークパラメータを設定しま
す。
■

zonecfg コマンドを使用して、プライマリサイトに非グローバルゾーンを作成しま

す。

77

第 2 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーンのサポート
Solaris 非グローバルゾーンの障害回復用の設定

■

非グローバルゾーンが排他的 IP ゾーンとして設定されている場合は、ネットワー
クアダプタを非グローバルゾーンの設定に追加します。 ネットマスクとゲートウェ
イに加えて、IP アドレスをネットワークアダプタに割り当てます。

■

ゾーンのブート後、ホスト名、DNS サーバー、DNS ドメイン、DNS 検索パスなど
の他のネットワーク関連情報を該当するファイル
（/etc/hostname、/etc/resolve.conf）に設定します。

2

プライマリサイトでゾーンを停止します。

3

レプリケーション固有のコマンドを使用して、プライマリサイトからセカンダリサイトにレ
プリケーションをフェールオーバーします。

4

セカンダリサイトで手順 1 を繰り返します。

5

プライマリクラスタとセカンダリクラスタで、手順 6、手順 7、手順 8、手順 9 を繰り返
します。

6

非グローバルゾーン用の VCS ゾーンリソースを使用して VCS サービスグループを
作成します。
キーとサイト固有の値（HostName、DNSServers、DNSSearchPath、DNSDomain）
を使用して、ゾーンリソースの DROpts 属性を設定します。 非グローバルゾーンが
このサイトの排他的 IP ゾーンである場合、ゾーンリソースの DROpts 属性のキー
（デバイス（ネットワークアダプタ名）、IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ）を設定
します。

7

該当するマウントリソースとディスクグループリソースを、非グローバルゾーンのゾー
ンルートが存在するファイルシステムとディスクグループに追加します。 ゾーンリソー
スからマウントリソースへのリソース依存関係と、マウントリソースからディスクグルー
プリソースへの別の依存関係を追加します。

8

レプリケーションを管理するためのサービスグループに、以下のいずれかの VCS レ
プリケーションリソースを追加します。
■

ハードウェアレプリケーションエージェント
これらのエージェントには、EMC SRDF 用の SRDF、Hitachi TrueCopy 用の
HTC、EMC MirrorView 用の MirrorView などがあります。 レプリケーションリ
ソースの設定方法について詳しくは、該当する VCS レプリケーションエージェン
トマニュアルを参照してください。

■

VVRPrimary エージェント

VVR ベースのレプリケーション用に、RVGPrimary リソースをサービスグループに
追加します。
詳しくは、以下のマニュアルを参照してください。
■

VVR 関連のリソースの設定について詳しくは、『Veritas InfoScale™ レプリケー
ション管理者ガイド』を参照してください。
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■

9

VVR 関連のエージェントについて詳しくは『Cluster Server 付属エージェントリ
ファレンスガイド』を参照してください。

ディスクグループリソースからレプリケーションリソースへの依存関係を追加します。
図 2-7

ハードウェアレプリケーションベースの非グローバルゾーンのリソー
ス依存関係の例を示した図
Zone
Mount
DiskGroup
SRDF

図 2-8

VVR レプリケーションベースの非グローバルゾーンのリソース依存
関係の例を示した図
Zone

Mount
RVGPrimary

リソースがサイトでオンラインになっている場合、レプリケーションリソースは以下を確認し
ます。
■

下位レプリケートデバイスがプライマリモードになっていることと、下位ストレージとゾー
ンルートが読み書きモードになること。

■

リモートデバイスがセカンダリモードになっていること。

したがって、ゾーンリソースがオンラインになると、リソースは障害回復関連のパラメータを
非グローバルゾーンに適用するために非グローバルゾーン内の該当するファイルを変更
します。

Storage Foundation での非グローバルゾーンサポー
トに関するソフトウェア制限
ここでは、このリリースで適用される Storage Foundation での非グローバルゾーンサポー
トに関するソフトウェア制限について説明します。
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非グローバルゾーンでは管理者コマンドがサポートされない
ボリュームのサイズ変更、ボリュームセットへのボリュームの追加、ファイルシステムの再編
成など、すべての管理タスクはグローバルゾーンでのみサポートされます。このため、非
グローバルゾーンで fsadm、fsvoladm などの管理コマンドや管理用 ioctl を使うことは
VxFS でも VxVM でもサポートされません。

VxFS ファイルシステムは非グローバルゾーンのルートとしてサポートさ
れない
Solaris 11 では、非グローバルゾーンのルートを VxFS ファイルシステム上に配置するこ
とはできません。

QIO と CQIO はサポートされない
非グローバルゾーンでの Quick I/O と Cached Quick I/O は、VxFS でサポートされませ
ん。

非グローバルゾーンでのパッケージインストール
Solaris 11 では、パッケージをグローバルゾーンにインストールしてもパッケージは非グ
ローバルゾーンに自動的に伝播されません。非グローバルゾーン内にパッケージをイン
ストールする方法については、製品のインストールガイドを参照してください。

非グローバルゾーン設定でのパッケージの削除
非グローバルゾーンがシステム構成の一部であり VRTSodm パッケージがインストール
されている場合、VRTSodm パッケージの削除または製品のアンインストールを行う前
に、それぞれの非グローバルゾーンで /dev/odm のマウントが解除されていることを確認
してください。これによって、グローバルゾーンでの odm モジュールのアンロードを阻害
する可能性のある非グローバルゾーンの odm モジュールの参照が存在しなくなります。
次のコマンドを使って非グローバルゾーンの /dev/odm をマウント解除できます。
global# zlogin myzone
myzone# svcadm disable vxodm

ローカルゾーン内にマウントされる lofs である /etc/vx/licenses/lic ファイルは、非
グローバルゾーンの VRTSvxfs と VRTSvlic のパッケージをアンインストールする前に、
ゾーン設定から削除する必要があります。これは、Solaris 11 に固有です。
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ゾーン設定の削除

1

Solaris 11 を実行している場合は、次のコマンドを入力してください。
zoneadm -z myzone shutdownzonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> remove fs
dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commitzoneadm -z myzone boot

2

VRTSvxfs と VRTSvlic のパッケージをアンインストールします。
VRTSvxfs 用のグローバルゾーンから、パッケージを削除している間に、グローバル
ゾーンの VRTSvxfs パッケージのアンインストールに干渉するため、lofs にマウント
されたすべての vxfs マウントパスと vxfs マウントパス（ゾーンの設定ファイルの
type=vxfs を設定することによる、非グローバルゾーン内の自動マウント）を削除し
ます。これらの削除は、ゾーンを一時停止した後で、ゾーンの設定ファイルを修正す
ることによって行う必要があります。

lofs にマウントされた vxfs マウントパスと vxfs マウントパスすべての削除
◆

次のコマンドを入力します。
zoneadm -z myzone haltzonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> remove fs dir=/dirmnt
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit
zonecfg:myzone> endzoneadm -z myzone boot

ルートボリュームは非グローバルゾーンに追加できない
ルートボリュームは非グローバルゾーンに追加できません。

一部の Veritas Volume Manager 操作により、ボリュームデバイス名の
不一致が発生する場合があります。
ボリュームを非グローバルゾーンにエクスポートすると、一部の Veritas Volume Manager
操作によりグローバルと非グローバルのボリューム名が一致しなくなり、データの破損が
生じる場合があります。これは、Solaris オペレーティング環境のゾーンサポートが
devfsadm（1M）コマンドに対応していないため、ゾーン設定は /dev や /devices の名
前空間の変更によって更新されないためです。
デバイス名の不一致が発生する可能性のある操作は次のとおりです。
■

ボリュームの削除

■

ディスクグループのインポート
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■

ディスクグループのデポート

■

ディスクグループ名またはボリューム名の変更

■

ディスクグループの再マイナー化

■

vxconfigd の再起動またはカーネルのリセット

ボリュームが非グローバルゾーンにエクスポートされ、そのボリュームでデバイス名の不一
致が発生する可能性のある操作が実行されたときに、デバイス名の不一致が発生しない
ようにするには、zonecfg コマンドを使ってボリュームをゾーン設定から削除して、zoneadm
コマンドを使ってゾーンを再ブートします。
zonecfg（1M）マニュアルページと zoneadm（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: Solaris デバイスの /dev または /devices デバイスノードが非グローバルゾーン
に設定された後で変更されると、この問題が発生します。
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3
Storage Foundation and
High Availability Solutions
による Solaris プロジェクト
のサポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Solaris プロジェクトについて

■

Solaris プロジェクトの VCS サポートについて

■

Solaris プロジェクトでの VCS の設定

Solaris プロジェクトについて
Solaris オペレーティングシステムには、作業負荷を識別するためのプロジェクト機能が
用意されています。 プロジェクトは、関連する作業を使いやすい方法でグループ化する
ための管理タグとして機能します。 たとえば、営業アプリケーション用のプロジェクトとマー
ケティングアプリケーション用のプロジェクトを別々に作成できます。 営業プロジェクト内
の営業アプリケーションに関連するすべてのプロセスと、マーケティングプロジェクト内の
マーケティングアプリケーション用のプロセスを作成することで、ビジネスとして意味のあ
る方法で作業負荷を分割して制御できます。
複数のプロジェクトに属しているユーザーは、複数プロジェクト内のプロセスを同時に実
行できます。 この複数プロジェクトアプローチにより、ユーザーは同時に複数の作業負荷
に参加できるようになります。プロセスが開始するすべてのプロセスは、親プロセスのプロ
ジェクトを継承します。その結果、起動スクリプト内で新しいプロジェクトに切り替えること
で、新しいプロジェクト内のすべての子プロセスが実行されます。
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詳しくは、『System Administration Guide: Solaris Containers--Resource Management
and Solaris Zones』という Solaris オペレーティング環境のマニュアルを参照してくださ
い。

Solaris プロジェクトの VCS サポートについて
VCS では、Solaris プロジェクトで実行するアプリケーションのためにアプリケーション管
理と高可用性が提供されます。

VCS と Solaris プロジェクトの動作に関する概要
VCS を使って次の作業を実行できます。
■

Solaris プロジェクトの開始、停止、監視、およびフェールオーバー。

■

Solaris プロジェクト内で実行されるアプリケーションの開始、停止、監視、およびフェー
ルオーバー。

VCS によるコンテナのモデル化
VCS と必須のエージェントはグローバルゾーンで動作します。 Solaris プロジェクトで実
行するアプリケーションの場合、エージェントはプロジェクト内のオンラインエントリポイント
を実行できます。 リソースで障害が発生した場合、VCS はサービスグループをフェール
オーバーします。

VCS 環境でのプロジェクトのインストールと設定
プロジェクトをインストールおよび設定します。 標準アプリケーションリソースタイプ（アプリ
ケーション、ストレージ、ネットワーク）と Project リソースを使ってサービスグループを作成
します。 VCS はプロジェクトをリソースとして管理します。次に、サービスグループの
ContainerInfo 属性を設定します。

ContainerInfo 属性の設定
サービスグループの ContainerInfo 属性では、Solaris プロジェクトについての情報を指
定します。 ContainerInfo 属性の設定および有効化の際に、サービスグループ内のプロ
ジェクト対応リソースを有効にして、プロジェクト環境で動作するようにしてあります。 VCS
は、プロジェクト情報をサービスグループレベルで定義するので、各リソースに対して定
義する必要はありません。システムごとに ContainerInfo 属性の値を指定する必要があ
ります。
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ContainerInfo サービスグループの属性について
ContainerInfo 属性には、Name キー、Type キー、Enabled キーがあります。 Name
キーはコンテナの名前を定義します。 Type キーによって、使用するコンテナの種類を選
択できます。 Enabled キーによって、プロジェクト対応リソースをサービスグループ内で
有効にできます。ContainerInfo 属性は、コンテナでサービスグループを使うことができる
かどうかを指定します。
ContainerInfo 属性には次の値を割り当てます。
■

Name
コンテナの名前。

■

Type
コンテナの種類。 この値は Project に設定できます。

■

Enabled
コンテナを無効にする場合は値を 0 に指定します。 コンテナを有効にする場合は値
を 1 に指定します。 物理から仮想および仮想から物理へのフェールオーバーを有
効にするには、値を 2 に指定します。 値が 2 の場合、Project リソースは実在しない
エンティティを模倣します。

この属性の値は、システムごとに設定できます。

ContainerOpts リソースタイプ属性について
ContainerOpts リソース属性は、プロジェクト対応リソースタイプの事前設定値です。次
の内容を決定します。
■

プロジェクト対応リソースをプロジェクト内で実行できるかどうか。

■

サービスグループの ContainerInfo 属性で定義されるコンテナの情報がリソースに渡
されるかどうか。

これらの値は ContainerInfo サービスグループ属性を設定するときのみ有効です。
属性のキーは次のとおりです。
プロジェクト対応タイプに関する ContainerOpts リソースタイプ属性の定義には次の値が
含まれます。
■

RunInContainer
RunInContainer キーの値が 1 である場合、そのリソースのオンラインエージェント関
数（エントリポイント）はプロジェクトの内部で実行されます。
RunInContainer キーの値が 0 である場合、そのリソースのエージェント関数（エント
リポイント）はローカルコンテナの外部で実行されます（グローバル環境内）。
RunInContainer 値では、コンテナ内で実行できるのはスクリプトエージェント関数（エ
ントリポイント）のみであるという制限があります。

■

PassCInfo

85

第 3 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris プロジェクトのサポート
Solaris プロジェクトでの VCS の設定

PassCInfo キーの値が 1 である場合、エージェント関数はサービスグループの
ContainerInfo 属性で定義されるコンテナの情報を受け取ります。たとえば、この値を
使ってコンテナ名をエージェントへ渡すことができます。

プロジェクト対応リソース
現在のところ、プロセス、アプリケーション、Oracle リソースはプロジェクト対応です。 Solaris
プロジェクト用に設定されたサービスグループにプロセス、アプリケーション、または Oracle
以外のリソースが含まれている場合は、RunInContainer を 0 に設定することをお勧めし
ます。

Project エージェントについて
Project エージェントは Solaris プロジェクトの監視、オンライン化、およびオフライン化を
行います。
エージェントについて詳しくは、『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を
参照してください。

Solaris プロジェクトでの VCS の設定
次の作業を実行して、プロジェクトに VCS を設定します。
第 1 番目

前提条件を確認します。
p.86 の 「プロジェクトに VCS を設定するための前提条件」 を参照してくだ
さい。

第 2 番目

プロジェクトルートの場所（ローカルストレージまたは共有ストレージ）を決定
します。

第 3 番目

アプリケーションをプロジェクトにインストールします。

第 4 番目

アプリケーションサービスグループを作成し、そのリソースを設定します。

プロジェクトに VCS を設定するための前提条件
プロジェクトに VCS（Cluster Server）を設定する場合は、次の前提条件を確認してくだ
さい。VCS ではプロセス、アプリケーション、Oracle エージェントのみがサポートされま
す。
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プロジェクトでのカスタムエージェントの使用
カスタムエージェントを使う場合、プロジェクトでの使用について次の情報を確認してくだ
さい。
■

プロジェクト内で実行されるアプリケーションをカスタムエージェントを使って監視する
場合、エージェントがスクリプトベースのエントリポイントを必ず使うようにします。 VCS
は、プロジェクト内部での C++ エントリポイントの実行をサポートしません。

■

カスタムエージェントでプロジェクト内のアプリケーションを監視する場合、カスタムエー
ジェントのタイプに関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 1 および
PassCInfo = 0 と設定します。

■

カスタムエージェントでプロジェクト内のアプリケーションを監視しない場合、カスタム
エージェントのタイプに関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 0 お
よび PassCInfo = 0 と設定します。

例については、『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してくださ
い。
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3
Oracle VM Server for
SPARC

■

第4章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Oracle VM
Server for SPARC（論理ドメイン）のサポート

■

第5章 Oracle VM Server for SPARC 環境で複数ノードの CVM を使用するための
Cluster Server サポート

■

第6章 VCS: Oracle VM Server for SPARC を高可用性用に設定する

■

第7章 SF Oracle RAC による Oracle VM Server for SPARC 環境のサポート

■

第8章 FSS 環境でのライブ移行のサポート

4
Storage Foundation and
High Availability Solutions
による Oracle VM Server
for SPARC（論理ドメイン）
のサポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle VM Server for SPARC について

■

Oracle VM Server for SPARC の専門用語

■

Oracle VM Server for SPARC 配備モデル

■

Oracle VM server for SPARC に Storage Foundation High Availability ソリュー
ションを配備することの利点

■

機能

■

分割 Storage Foundation スタックモデル

■

ゲストベース Storage Foundation スタックモデル

■

階層化 Storage Foundation スタックモデル

■

システム必要条件

■

製品のリリースノート

■

製品のライセンス
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Oracle VM Server for SPARC について

■

Oracle VM Server for SPARC 環境での Storage Foundation のインストール

■

制御ドメインからゲストドメインへの Veritas ボリュームのエクスポート

■

ゲストドメインのストレージのプロビジョニング

■

Veritas Volume Manager スナップショットを使った論理ドメインブートディスクのク
ローン作成

■

DMP モードで設定したフェンシングを使った Solaris LDOM ライブ移行のサポート

■

Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの障害回復用の設定

■

ソフトウェアの制限事項

■

既知の問題

Oracle VM Server for SPARC について
Oracle VM Server for SPARC は同じ物理システム上に独立した仮想マシン環境を作
成できるようにする仮想化技術です。 Oracle VM Server for SPARC は、すべての物理
デバイスから抽象化された、仮想化されたコンピュータ環境であり、作業負荷を 1 つのシ
ステムに統合整理し、集中的に管理できます。 論理ドメインを、制御ドメイン、サービスド
メイン、I/O ドメイン、ゲストドメインのような特定のロールに指定することもできます。 各ド
メインは、オペレーティングシステムを個別に起動、停止、再起動できる完全な仮想コン
ピュータになります。
メモ: VCS は、物理マシンと同様に LDOM を扱います。

Oracle VM Server for SPARC の専門用語
Oracle VM Server for SPARC で Storage Foundation ソフトウェアを設定するときに
は、次の用語が使います。
表 4-1

Oracle VM Server for SPARC の用語一覧

用語

定義

論理ドメイン

同一の物理ホスト内に固有のオペレーティング
システム、リソース、ID を持つ論理ドメインまたは
仮想コンピュータです。
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用語

定義

ハイパーバイザ

論理ドメイン内で稼働しているオペレーティング
システムに対し、sun4v アーキテクチャと呼ばれ
る安定したインターフェース経由でハードウェア
固有のサポート機能セットを提供するファーム
ウェアレイヤーです。 ハイパーバイザはオペレー
ティングシステムとハードウェアレイヤーの間に
位置します。

Logical Domains Manager

ハイパーバイザ、論理ドメインと通信してリソース
の追加と削除や論理ドメインの作成などの変更
を順序付けするソフトウェアです。
Logical Domains Manager の管理インター
フェースでは、システムの物理デバイスと仮想デ
バイスのマッピングを追跡できます。

制御ドメイン

論理ドメインの設定と破棄のための設定プラット
フォームをシステムに提供するプライマリドメイン
です。
Logical Domains Manager ソフトウェアを実行
して論理ドメインの作成と物理リソースの割り当
てを制御します。

I/O ドメイン

PCI Express カード、ストレージユニット、ネット
ワークデバイスなどの入出力デバイスに対する
直接の物理アクセスを制御します。 デフォルトの
I/O ドメインは制御ドメインです。

ゲストドメイン

制御ドメインと I/O ドメインから提供される仮想デ
バイスを利用して制御ドメインの管理下で稼働し
ます。

仮想デバイス

ハイパーバイザで抽象化されてプラットフォーム
内の論理ドメインに表示される CPU、メモリ、入
出力デバイスなどの物理システムハードウェアで
す。

論理ドメインチャネル（LDC）

ハイパーバイザで作成される 2 点間の全二重リ
ンクです。 LDC は仮想デバイスとゲストドメイン
間のデータパスになり、論理ドメインの仮想ネッ
トワークを確立します。

仮想ディスククライアント

ゲストドメインにある Solaris カーネルモジュー
ルで、そのゲストに表示される仮想ディスクを制
御し、アプリケーションに標準デバイスインター
フェースを提供します。
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用語

定義

仮想ディスクサーバー

制御ドメインにある Solaris カーネルモジュール
であり、ゲストドメインの仮想ディスクとしてさまざ
まなバックエンドデバイスをエクスポートします。

Oracle VM Server for SPARC 配備モデル
Oracle VM Server for SPARC は Solaris SPARC プラットフォームの仮想化技術の 1
つで、同一の物理システム上に独立した仮想コンピュータ環境を作成できます。 これに
よって、1 つのシステムにかかる作業負荷の統合整理と集中管理が可能になります。
Storage Foundation は次の 3 つの配備モデルで論理ドメインをサポートします。
■

「分割 Storage Foundation スタック」

■

「ゲストベース Storage Foundation スタック」
SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）は、ゲスト
ベース Storage Foundation スタックでのみサポートされます。

■

「層状のStorage Foundation スタックモデル」

p.152 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Cluster Server の設定モデル」 を
参照してください。

分割 Storage Foundation スタック
このモデルは 5.0 MP1 リリースで初めてサポートされ、このリリースでも引き続きサポート
されます。
p.98 の 「分割 Storage Foundation スタックモデル」 を参照してください。
p.153 の 「論理ドメインでの障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーする Cluster
Server の設定」 を参照してください。

ゲストベース Storage Foundation スタック
このモデルのサポートは 5.0 MP3 リリースで導入されました。
p.101 の 「ゲストベース Storage Foundation スタックモデル」 を参照してください。
p.94 の 「機能」 を参照してください。
p.138 の 「既知の問題」 を参照してください。
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メモ: SFCFSHA のスタックは、複数の物理サーバー内または複数の物理サーバーにわ
たる複数の I/O のドメインにわたってインストールできます。
p.151 の 「Cluster Server の制限事項」 を参照してください。

層状のStorage Foundation スタックモデル
この設定では、I/O フェンシングサポートのみが追加されます。
p.108 の 「階層化 Storage Foundation スタックモデル」 を参照してください。

Oracle VM server for SPARC に Storage
Foundation High Availability ソリューションを配備す
ることの利点
Oracle VM Server for SPARC 環境には複数の利点があります。

ツールの標準化
オペレーティングシステムのホスティング方法にかかわらず、一貫して使えるストレージ管
理ツールによって、管理にかかる時間が短縮され、環境の複雑さを緩和できます。
制御ドメインの Storage Foundation は非仮想環境と同じコマンドセット、ストレージの名
前空間、環境を提供します。

アレイの移行
Storage Foundation のデータ移行は、中央の 1 つの場所、つまり Storage Foundation
管理ホストによって利用されるアレイからすべてのストレージを移行する方法で実行でき
ます。
この強力な中央集中型のデータ移行機能は Storage Foundation Manager 1.1 以降で
利用できます。

物理環境と仮想環境間のストレージの移動
物理環境から仮想環境への困難なデータ移行が Storage Foundation によって簡単で
安全になります。
Storage Foundation では、管理者が同じストレージまたはテスト移行用のストレージのコ
ピーを仮想環境に割り当て直すのみであり、移動元から移動先にデータをコピーする必
要はまったくありません。
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ブートイメージの管理
ユーザーはこの環境内で Storage Foundation を使うことで、インスタントスナップショッ
トなどの機能を利用してブートイメージを含めることや、制御ドメインの中央の 1 つの場所
からブートイメージを管理することができます。

機能
ここでは、Storage Foundation and High Availability Solutions 内の製品を使って、
Oracle VM Server for SPARC 内の一部の機能について説明します。

Storage Foundation の機能
次の機能が Storage Foundation に適用されます。

VxVM ボリューム内のファイルシステムへの制御ドメインからのア
クセスを可能にする vxloadm ユーティリティ
vxloadm ユーティリティを使用すると、ゲストドメインの外部、つまり制御ドメインから VxVM

ボリューム内のファイルシステムにアクセスできます。これは、vxlo ドライバを使って、ボ
リューム内に含まれるすべてのパーティションをマップすることによって行われます。パー
ティションに有効なファイルシステムが含まれる場合、パーティションはその後マウントで
きます。
vxloadm ユーティリティを使うには

1

ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認します。
# modinfo| grep vxlo
226 7b3ec000
3870 306

2

1

vxlo (Veritas Loopback Driver 0.1)

vxloadm ユーティリティを実行します。
# /etc/vx/bin/vxloadm
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3

これでユーティリティを使うことができます。
p.95 の 「vxloadm ユーティリティの使用例」 を参照してください。

4

vxloadm ユーティリティの使用が終了したら、vxlo ドライバをアンロードすることを

お勧めします。
# rem_drv vxlo
# modinfo| grep vxlo
226 7b3ec000
3870 306
# modunload -i 226

1

vxlo (Veritas Loopback Driver 0.1)

226 は、modinfo | grep vxlo コマンドによって取得したモジュール ID です。

vxloadm ユーティリティの使用例
vxloadm addall コマンドを使って、VxVM ボリュームに含まれている各種パーティショ

ンをマップするデバイスを作成します。次に例を示します。
# /etc/vx/bin/vxloadm addall vol1 /dev/vx/dsk/testdg/vol1

これによって、/dev/vxlo/dsk/ ディレクトリと /dev/vxlo/rdsk/ ディレクトリのボリュー
ム内に含まれる各スライスまたは各パーティションごとにデバイスノードのエントリが作成さ
れます。
# ls -l /dev/vxlo/dsk/
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s0
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s0,1,blk
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s3
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s3,2,blk
# ls -l /dev/vxlo/rdsk/
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s0
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s0,1,raw
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s3
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s3,2,raw
vxloadm get コマンドを使い、vxloadm ユーティリティを使って作成されたすべての現

在マップされているパーティションのリストを表示します。 次に例を示します。
# /etc/vx/bin/vxloadm get
VxVM INFO V-5-1-0
NAME
MOUNT
OFFSET
C/H/S
VxVM INFO V-5-1-15260 vol1s0
6180
6787/1/618
VxVM INFO V-5-1-15260 vol1s3
4326000 50902/1/618

FILENAME
/dev/vx/dsk/testdg/vol1
/dev/vx/dsk/testdg/vol1
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ファイルシステムにアクセスするために適切なファイルシステムコマンドを使います。 次に
例を示します。
# fstyp /dev/vxlo/rdsk/vol1s0
ufs
# mount -F ufs /dev/vxlo/dsk/vol1s0 /mnt
vxloadm delete を使ってボリュームのパーティションマッピングを削除します。 次に例

を示します。
# /etc/vx/bin/vxloadm delete vol1s0
# /etc/vx/bin/vxloadm delete vol1s3

メモ: この vxloadm ユーティリティは、現在使われていない、またはゲストドメインによって
開かれているボリュームでのみ使います。

ゲストドメインの VxVM ボリュームに対応する仮想ディスクに自動
的にラベルを付け直す vxformat ユーティリティ
vxformat ユーティリティは、VxVM ボリュームに対応する仮想ディスクに自動的にラベ

ルを付け直す機能をユーザーに提供します。このユーティリティは、ゲストドメインの中か
らのみ実行します。
vxformat ユーティリティは、既存のパーティションを持つ VxVM ボリュームのサイズが

大きくなり、ゲストドメインから新しいサイズにアクセスする必要があるときに、特に役に立
ちます。
再ラベル付けが成功するための必要条件
■

再ラベル付けは、既存のパーティションそれぞれの開始とサイズに合った新しいシリ
ンダサイズを見つけることができた場合にのみ成功します。
vxformat コマンドがそのようなシリンダサイズを見つけることができない場合は、次
の説明メッセージを表示して終了します。
Cannot re-label device /dev/rdsk/c0t1d2s2 since we failed to
find new cylinder size that's aligned with all the existing
partitions

■

再ラベル付けは、利用可能なブロックが非 s2 パーティションそれぞれの最後のセク
タよりも大きい場合にのみ成功します。
それ以外の場合、vxformat コマンドは、次のメッセージを表示して終了します。
Cannot re-label device /dev/rdsk/c0d2s2 since the last sector of
a
non-s2 partition is greater than the available blocks
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vxformat ユーティリティの使用例
vxformat コマンドを使って仮想ディスクの再ラベル付けを行います。 次に例を示しま

す。
# /etc/vx/bin/vxformat c0d1s2
rawpath: /dev/rdsk/c0d1s2
Old disk capacity: 2097000 blocks
New disk capacity: 4194000 blocks
Device /dev/rdsk/c0d1s2 has been successfully re-labeled.
Please use prtvtoc(1) to obtain the latest partition table information

基本デバイスサイズが変更されていない場合、vxformat コマンドはラベルを変更せず
に次のメッセージを表示します。 次に例を示します。
# /etc/vx/bin/vxformat c0d1s2
Old disk capacity: 2343678 blocks
New disk capacity: 2343678 blocks
size of device /dev/rdsk/c0d2s2 is unchanged

Oracle VM Server for SPARC の機能
SFHA ソリューションは Oracle VM server for SPARC の次の機能をサポートします。

ゲストドメインの移行
ゲストドメインの移行機能では、次の配備モデルにおいて Storage Foundation による
コールド移行、ウォーム移行、ライブ移行がサポートされます。
■

分割 Storage Foundation スタック

■

ゲストベース Storage Foundation スタック

■

層状のStorage Foundation スタックモデル

仮想 I/O の Dynamic Reconfiguration
仮想 I/O の動的再構成機能は、次のすべての配備モデルでサポートされます。
■

分割 Storage Foundation スタック

■

ゲストベース Storage Foundation スタック

■

層状のStorage Foundation スタックモデル
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メモ: 単一スライスとしてエクスポートされたボリュームをサイズ変更する場合: 新しいサイ
ズはゲストですぐに動的に表示されます。
フルディスクとしてエクスポートされたボリュームをサイズ変更する場合: 新しいサイズはゲ
ストで動的に表示されますが、vdisk 内のラベルが新しいセクタを反映するように調整さ
れるまでは、ボリュームに割り当てられた新しい領域を使うことはできません。このラベル
調節は、慎重に行う必要があります。

分割 Storage Foundation スタックモデル
図 4-1 に Oracle VM Server for SPARC 論理ドメインを使う分割 Storage Foundation
スタックモデルを示しています。
論理ドメインを使用する分割 Storage Foundation スタックモデル

図 4-1

ゲストドメイン
(仮想マシン)
UFS

制御ドメイン
(I/O 制御ポイント)
仮想ディスクサーバー

VxFS

ボリューム
仮想ディスククライアント

VxVM/CVM
DMP

ドメインチャネル
ハイパーバイザ
サーバー

ストレージ

Storage Foundation and High Availability Solutions の Oracle VM
Server for SPARC での動作
Storage Foundation and High Availability Solutions は、単一ノード構成、マルチノー
ド構成、マルチノード高可用性構成の Oracle VM Server for SPARC 論理ドメインをサ
ポートします。
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このモデルでは、Storage Foundation スタックコンポーネント製品を図 4-1 のように配置
することをお勧めします。
Storage Foundation スタックコンポーネント製品を次のように配置することをお勧めしま
す。
■

単一ノード設定の場合、DMP を含む Veritas Volume Manager（VxVM）を制御ドメ
インに、Veritas File System（VxFS）をゲストドメインに配置します。

■

クラスタノードの場合、Cluster Volume Manager（CVM）を制御ドメインに、VxFS を
ゲストドメインに配置します。
p.141 の 「Cluster Volume Manager を使ったクラスタ」 を参照してください。
p.142 の 「論理ドメインの複数ノードへの Storage Foundation のインストール」 を参
照してください。
p.144 の 「制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高可用性の実現」 を参
照してください。

■

高可用性環境のクラスタノードの場合は VCS（Cluster Server）を制御ドメインにイン
ストールします。
p.148 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS について」 を参照してくださ
い。
p.152 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Cluster Server の設定モデル」
を参照してください。
p.159 の 「エラー発生時にアプリケーションをフェールオーバーするための VCS の設
定」 を参照してください。

■

現在、ゲストドメインの VxFS ドライバは制御ドメインの VxVM ドライバと通信できませ
ん。 そのため、該当する設定では、VxVM と VxFS が直接連携を必要とする一部の
機能を使用できません。
p.99 の 「 Storage Foundation の機能の制限」 を参照してください。
メモ: VxFS を制御ドメインに配置することもできますが、ゲストドメインと制御ドメイン
の 2 つの VxFS インスタンス間に連携機能はありません。

Storage Foundation の機能の制限
分割 Storage Foundation スタックモデルで制限される Storage Foundation ソフトウェ
アの機能は、次のとおりです。
■

Smartmove とシン再生 - これらの機能では VxVM と VxFS 間の調整が必要になる
ため、このモデルではサポートされません。

■

VxVM ボリュームのスナップショット - ゲストドメインの VxFS が制御ドメインの VxVM
と連携できないため、VxFS ファイルシステムを含む VxVM ボリュームの、データに整
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合性のあるスナップショットを取得するには、その前にアプリケーションをシャットダウ
ンしてファイルシステムのマウントを解除する必要があります。
■

vxresize を使った VxVM ボリュームとそのボリューム上のファイルシステムのサイズ

変更— 下位デバイスが制御ドメインの VxVM ボリュームにあるゲストのファイルシス
テムをサイズ変更する場合、VxVM ボリュームとゲストのファイルシステムを個別にサ
イズ変更する必要があります。
下位デバイスが VxVM ボリュームにあるゲストの VxFS ファイルシステムを拡張する
には、最初に vxassist コマンドを使って制御ドメインのボリュームを拡張し、次に
fsadm コマンドを使ってゲストドメインのファイルシステムを拡張する必要があります。
これに対し、VxFS ファイルシステムを縮小する場合は、最初に fsadm コマンドを使っ
てゲストドメインのファイルシステムを縮小し、次に vxassist コマンドを使って制御ド
メインのボリュームを縮小する必要があります。 vxassist コマンドを使うときには、次
の例のようにコマンドに -f オプションを指定する必要があります。
# vxassist -g [diskgroup] -f shrinkto volume length

注意: 下位ボリュームのサイズをゲストの VxFS ファイルシステムのサイズよりも小さく
なるように縮小しないでください。データが失われる可能性があります。

■

ボリュームセットをゲストドメインにエクスポートすることはサポートされません。

■

Veritas Volume Replicator は、分割 Storage Foundation スタックモデルでサポー
トされません。

■

マルチボリューム DST

■

ファイルレベルの Smartsync

■

VxFS がゲストドメインに存在し、VxVM が制御ドメインにインストールされているため
に、次の VxFS チューニングパラメータは、下位ボリュームレイアウトに基づくデフォ
ルト値に設定されません。
■

read_pref_io

■

write_pref_io

■

read_nstream

■

write_nstream

必要に応じて、/etc/vx/tunefstab ファイルにあるこれらのチューニングパラメータ
を、基盤となるボリュームレイアウトに基づく値に設定できます。
I/O のチューニングについて詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照
してください。
■

Storage Foundation Cluster File System HA はこの配備モデルではサポートしま
せん。
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ゲストベース Storage Foundation スタックモデル
ゲストベース Storage Foundation スタックモデル

図 4-2
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仮想ディスク
（パス A）

仮想ディスク
（パス B）

ドメインチャンネル
ハイパーバイザ
サーバー
パス A
パス B
ストレージ

図 4-2 にゲスト論理ドメインを使うゲストベース Storage Foundation スタックモデルを示
します。

ゲストドメインでの Storage Foundation and High Availability Solutions
の動作
この配備モデルでは Storage Foundation スタック全体がゲスト内に共存します。
ゲストにエクスポート中のディスクのすべてのパスをエクスポートし、ゲストドメインで DMP
にディスクのマルチパス処理を許可することをお勧めします。
メモ: DMP で各ディスクへの単一のパスのみが表示され、制御ドメインまたは I/O ドメイ
ンにある DMP がこれらのディスクへの複数のパスを管理しているゲスト内で、ゲストベー
スのモデル制限は適用したまま、VxVM スタックですべての機能を利用できるようにする
ことも可能です。 これは、シン再生を含むすべての機能を含みます。
p.109 の 「制御および代替 I/O ドメインの DMP の有効化」 を参照してください。
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メモ: このモデルの Veritas Volume Manager（VxVM）と DMP で使えるのはフル SCSI
ディスクのみです。 非 SCSI デバイス（ボリューム、ファイル、スライスなど）はサポートされ
ません。
Storage Foundation and High Availability Solutions と Storage Foundation Cluster
File System High Availability は単一ノード設定、マルチノード設定、マルチノード高可
用性設定のゲストドメインでの実行をサポートします。
■

単一ノード構成の場合、DMP を含む VxVM と VxFS がゲストドメインに共存します。

■

クラスタノードの場合、CVM もゲストドメイン内で使うことができます。 通常の物理ノー
ドの場合と同様、論理ドメインゲストの CVM クラスタを形成するには、クラスタの一部
として、クラスタを構成するすべてのゲストで表示できる共有ストレージが必要です。
CVM に関する情報については、『Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
インストールと設定情報について詳しくは、『Storage Foundation 設定/アップグレー
ドガイド』を参照してください。

■

高可用性環境のクラスタノードの場合は VCS（Cluster Server）をゲストドメインにイン
ストールします。
詳しくは、Cluster Server のマニュアルを参照してください。

■

Veritas Volume Replicator（VVR）は、次の設定のゲストベース Storage Foundation
スタックモデルでサポートされます。
■

VVR プライマリとして動作するホストのゲストドメインと VVR セカンダリとして動作
する別のホストの別のゲストドメイン。

■

同じ物理ホストの 2 つのゲストドメイン。ただし、個別の LUN またはディスクを、こ
れら 2 つのゲストドメインのデータボリュームとストレージレプリケータログにエクス
ポートする必要があります。

このモデルでは、ゲストのブートディスクを VxVM ボリュームにすることができます。 この
サポートについて詳しくは、
p.121 の 「Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのブートディスクにするプ
ロビジョニング」 を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC 環境の SFCFSHA について
SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System）を利用すると、ファイルシステム
を使っているすべてのアプリケーションが Oracle VM Server for SPARC について同じ
サーバー上で動作しているかのように、複数のクラスタ化サーバーが 1 つのファイルシス
テムを同時にマウントして使うことができます。
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SFCFSHA と複数の I/O ドメインを使ってサポートされる設定
2 つのゲストドメインにわたる SFCFSHA クラスタ

図 4-3
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VDS = 仮想ディスクサービス
SFCFS = Storage Foundation
クラスタファイルシステム

図 4-3 では、各ゲストドメインが 2 つの I/O ドメインによってネットワークとディスクストレー
ジの冗長性を得ていることがわかります。

第 4 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Oracle VM Server for SPARC（論理ドメイン）のサポー
ト
ゲストベース Storage Foundation スタックモデル

2 つのゲストドメインにわたる SFCFSHA クラスタ

図 4-4
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図 4-4 では、各ゲストドメインが物理サーバー上の 2 つの I/O ドメインによってネットワー
クとディスクストレージの冗長性を得ていることがわかります。 ゲストクラスタは 2 つの物理
サーバーにまたがっています。
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4 つのゲストドメインにわたる SFCFSHA クラスタ

図 4-5
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図 4-5 では、各ゲストドメインが物理サーバー上の 2 つの I/O ドメインによってネットワー
クとディスクストレージの冗長性を得ていることがわかります。 ゲストクラスタは 2 つの物理
サーバーにまたがっています。
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4 つのゲストドメインにわたる SFCFSHA クラスタ

図 4-6
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図 4-6 では、各ゲストドメインが 4 つの I/O ドメインのうち 2 つによってディスクストレージ
の冗長性を得ていることがわかります。 各ゲストは 4 つすべての I/O ドメインによってネッ
トワークの冗長性を得ています。

SFCFSHA の制限事項
設定モデルに応じて、次の制限事項が Oracle VM Server for SPARC 環境の SFCFSHA
（Storage Foundation Cluster File System High Availability）の使用に適用されます。
ゲストドメインの SFCFSHA 設定の制限事項は、次のとおりです。
■

1 つ以上のゲストドメインがディスクグループを共有する場合、VVR を使っている共
有ディスクグループのレプリケートはサポートされません。
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■

ゲストドメインでディスクベースの I/O フェンシングを設定する場合、異なる HBA を使
用して物理デバイスを同じ物理ノード上の複数のゲストドメインにエクスポートします。
エクスポートすると、ゲストドメインの 1 つがダウンしただけで I/O フェンシングによっ
てデバイスが切り離されます。 この状況が原因になり、他のゲストドメインからもその
デバイスにアクセスできなくなります。
メモ: 同一の物理デバイスを複数のゲストドメインにエクスポートした場合、I/O フェン
シングを無効にすることをお勧めします。LDOM でフェンシングを使用する場合は、
各物理コンピュータにクラスタ LDOM のノードを 1 つのみ構成できます。 同じ物理
マシンの同じクラスタにあるその 1 つの LDOM ノードがさらに必要な場合は CPS
サーバーを使います。

Storage Foundation の機能の制限
次の Storage Foundation ソフトウェアの機能は、Oracle VM Server for SPARC のゲ
ストドメイン環境では制限されています。

Veritas Volume Replicator のバンカーレプリケーション
現在 Veritas Volume Replicator（VVR）は、ゲストドメインをバンカーレプリケーション
モードのバンカーノードとして設定することをサポートしていません。 この制限事項は、将
来のリリースでなくなる可能性があります。

vxassist mirror=ctlr オプションを使ったコントローラ間のミラー
現在、ゲストのすべての仮想ディスクは同一の仮想コントローラ c0 が制御しています。ミ
ラーを配置する 2 つ目のコントローラを vxassist で検索しようとすると失敗するため、コ
マンドがエラーになります。
バックエンドのさまざまな物理パスを使ってエクスポートされ、異なる HBA が基盤となっ
ていても、すべてのディスクは c0 コントローラに属します。

DMP SCSI バイパス
仮想ディスククライアント（VDC）ドライバはゲストドメインのすべての仮想ディスクを制御し
ますが、SCSI ドライバは制御しません。
したがって、SCSI パケットを構成して DMP 経由で送信することはできません。チューニ
ングパラメータ dmp_fast_recovery を on に設定しても無効です。
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イベントソースデーモン（vxesd）のファブリック監視機能
vxesd デーモンには、ファブリックのイベントをリッスンするため、HBA API に登録する機

能があります。現在、ゲストには直接接続 HBA の概念がないため、HBA API がゲストに
ロードされてもこの API には使用方法がありません。そのため、vxesd のこの機能は利
用できません。

パスの物理 WWN
物理 WWN なしでサブパスフェールオーバーグループ（SFG）を作成することはできま
せん。物理 World Wide ID は HBA API を使用して DMP 経由で取得するものですが、
その API が現在ゲスト内部では機能しないため、ゲスト内からは ID を取得できません。

階層化 Storage Foundation スタックモデル
Oracle VM Server for SPARC 論理ドメインを使う層状の Storage
Foundation スタックモデルを示しています。

図 4-7
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VCS/ApplicationHA
SF

ドメインチャネル

制御ドメイン

代替 I/Oドメイン

VCS

VCS

DMP

DMP

ストレージ

Oracle VM Server for SPARC 環境のマルチパスソリューションとして
の DMP
DMP（Dynamic Multi-Pathing）を使用すると、次のドメインのシステムのストレージへの
複数のパスを管理することができます。
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■

制御ドメイン

■

I/O ドメイン

■

ゲストドメイン

複数の I/O ドメインを持つ設定では、I/O ドメイン内のパスを DMP で管理することをお勧
めします。
メモ: マルチパスのソリューションがないと、同じデバイスにアクセスするときに誤ってデー
タが破損する可能性があります。
制御ドメインで DMP を使うと、SF（Storage Foundation）機能すべてをゲスト内から使う
ことができます。制御ドメインと代替 I/O ドメイン内で DMP を有効にする必要があります。
p.109 の 「制御および代替 I/O ドメインの DMP の有効化」 を参照してください。
ゲストドメインで DMP パスのフェールオーバーを有効にできます。
p.111 の 「ゲストドメインでの DMP パスのフェールオーバーの有効化」 を参照してくださ
い。
ゲストドメインで I/O フェンシングを有効にできます。
p.113 の 「ゲストドメインでの I/O フェンシングの有効化」 を参照してください。

制御および代替 I/O ドメインの DMP の有効化
このセクションでは、制御および代替 I/O ドメインの DMP（Dynamic Multi-Pathing）を有
効にする方法について説明します。
図 4-8 は DMP のアーキテクチャを示します。
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DMP モデル

図 4-8
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制御および代替 I/O ドメインの DMP を有効にするには

1

制御ドメインと代替 I/O ドメインの両方に VRTSvxvm および VRTSaslapm パッケー
ジをインストールします。
DMP の手動インストールについて詳しくは、
詳しくは、『Storage Foundation 設定およびアップグレードガイド』を参照してくださ
い。
メモ: DMP のインストールと設定に関する情報は、『Storage Foundation 設定/アッ
プグレードガイド』にまとめました。

2

ゲストドメインにプロビジョニングできる DMP メタノードの VDS（Virtual Disk Service）
デバイスを作成します。
次に例を示します。
# ldm add-vdsdev /dev/vx/dmp/xyz vol0015-001-p1@primary-vds0
# ldm add-vdsdev /dev/vx/dmp/xyz vol0015-001-p2@alternate-vds0

3

プロビジョニングしている間に、制御ドメインと代替 I/O ドメインの両方から DMP メタ
ノードをエクスポートします。
# ldm add-vdsdev /dev/vx/dmp/xyz vol0015-001-p1@primary-vds0
# ldm add-vdsdev /dev/vx/dmp/xyz vol0015-001-p2@alternate-vds0
# ldm add-vdisk timeout=30 vdsk0015-001-p1 ¥
vol0015-001-p1@primary-vds0 hsxd0015
# ldm add-vdisk timeout=30 vdsk0015-001-p2 ¥
vol0015-001-p2@alternate-vds0 hsxd0015

これにより、ゲストドメインの DMP がストレージへの 2 つのアクセスパス（1 つは制御
ドメインを経由、もう 1 つは代替ドメインを経由）を参照できるようになります。
ゲストドメインの DMP は制御および代替 I/O ドメインのエラーに対処できます。

ゲストドメインでの DMP パスのフェールオーバーの有効化
Oracle VM Server の構成では、VDC（Virtual Disk Client）ドライバタイムアウトはデフォ
ルトではゼロ（無限を示す）に設定されます。これにより、制御ドメインまたは代替 I/O ドメ
インが予想外にクラッシュした場合、失敗した I/O がゲストドメインに戻らなくなる場合が
あります。その結果、ゲストドメインは失敗した I/O を取り戻せず、代替ドメインを通してそ
れらをルーティングできません。この問題が発生した場合、またはこの問題を回避するに
は、VDC ドライバタイムアウトを設定する必要があります。
VDC ドライバタイムアウトを設定するには、次の 2 つの方法があります。
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現在のゲストドメインにエクスポートされるすべて p.112 の 「VDC ドライバタイムアウトをグローバル
の LUN をグローバルに修正します。これはすべ に変更するには」 を参照してください。
てのゲストドメインへの再ブートが必要です。
手動ですべての LUN をゲストドメインに直接エ p.112 の 「各 LUN の VDC ドライバタイムアウト
クスポートし、タイムアウトパラメータを 30 秒に設 を変更するには」 を参照してください。
定します。再ブートは必要ありません。

VDC ドライバタイムアウトをグローバルに変更するには

1

各ゲストドメインで /etc/system ファイルを編集し、次の行を追加して VDC ドライ
バタイムアウトを 30 秒に設定します。
set vdc:vdc_timeout=30

2

ゲストドメインを再ブートします。

各 LUN の VDC ドライバタイムアウトを変更するには

1

4 つの内部ディスクを使ってプライマリドメインを作成し、プライマリドメインに割り当
てられたゲストドメインに必要なすべての SAN LUN を取得します。

2

プライマリドメインからシステムの I/O の半分を削除します。
# ldm remove-io pci_Xprimary_domain_name

ここで、pci_x はシステムの PCI バスの名前です。
ここで、prinary_domain_name はプライマリドメインの名前です。
次に例を示します。
# ldm remove-io pci_@400 primary
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3

他の 4 つの内部ディスクで代替 I/O ドメインを作成し、プライマリドメインから削除さ
れた I/O を追加します。
# ldm add-io pci_Xprimary_domain_name

ここで、pci_x はシステムの PCI バスの名前です。
ここで、primary_domain_name はプライマリドメインの名前です。
次に例を示します。
# ldm add-io pci_@400 primary

4

プライマリドメインで、ゲストドメインを作成します。例では、LUN のうちの 1 つのエン
クロージャベースの名前は xyz であり、ゲストドメインは hsxd0015 です。
# ldm add-vdsdev /dev/vx/dmp/xyz vol0015-001-p1@primary-vds0
# ldm add-vdsdev /dev/vx/dmp/xyz vol0015-001-p2@alternate-vds0
# ldm add-vdisk timeout=30 vdsk0015-001-p1 ¥
vol0015-001-p1@primary-vds0 hsxd0015
# ldm add-vdisk timeout=30 vdsk0015-001-p2 ¥
vol0015-001-p2@alternate-vds0 hsxd0015

ゲストドメインに保存される各 SAN LUN の 4 つのコマンドの同じセット。ゲストドメイ
ンおよび残りのアプリケーションデータの SAN ブート用に 3 つの SAN LUN を使
います。ゲストドメインの各 LUN にプライマリドメインを通して 1 つのパスバックアッ
プがあり、代替ドメインを通して 1 つのバックアップがあります。これは各ドメインで各
LUN が 1 つの LDC だけを使うことを意味します。また、LUN にアレイからの 3 つ
以上のパスがあっても、DMP を使っているため、各ドメインで LDCを 1 つしか使い
ません。

ゲストドメインでの I/O フェンシングの有効化
6.0.5 リリース以降、LDOM ゲストは、仮想デバイスを I/O ドメイン内の DMP デバイスに
よってバックアップした SCSI-3 PR フェンシングを使うことができます。
メモ: プライマリおよび代替の IO ドメインは、Storage Foundation 6.1.1 以降を実行して
いる必要があります。
I/O フェンシングの設定について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。
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Storage Foundation and High Availability Solutions の Oracle VM
Server for SPARC での動作
Storage Foundation and High Availability Solutions は、単一ノード構成、マルチノー
ド構成、マルチノード高可用性構成の Oracle VM Server for SPARC 論理ドメインをサ
ポートします。
Storage Foundation スタックコンポーネント製品を次のように配置することができます。
■

ゲストドメイン内で単一ノードを設定する場合、単一ノードの VCS（Cluster Server）
または ApplicationHA のいずれかをゲストドメイン内に配置することができます。 VCS
（Cluster Server）はゲストドメイン管理のために制御ドメイン内に配置することができ
ます。 ゲストドメインに複数の I/O ドメインからのストレージ I/O サービスが提供される
場合、DMP（Dynamic Multi-Pathing）はゲストドメイン内にも IO ドメイン内にも配置
することができます。
p.171 の 「複数の I/O ドメインを使用した VCS for Oracle VM Server for SPARC の
設定について」 を参照してください。

■

クラスタノードの場合、VCS はゲストドメイン管理のために制御ドメイン内に配置する
ことができ、アプリケーションの可用性のためにゲストドメイン内に配置することができ
ます。

Storage Foundation の機能の制限
ゲストドメインを管理するために VCS が制御ドメイン内にインストールされ、さらにアプリ
ケーション管理のために VCS がそれらのゲストドメイン内にもインストールされている場
合、両方のクラスタに対して IO フェンシングを設定することはサポートされません。

システム必要条件
システムの必要条件について詳しくは、『Veritas InfoScale リリースノート』を参照してく
ださい。

ハードウェアの必要条件
Oracle VM Server for SPARC のサポート対象のハードウェアについては、Oracle の
Web サイトを参照してください。

製品のリリースノート
Veritas InfoScale 製品のインストールについて詳しくは、『Veritas InfoScale リリースノー
ト』を参照してください。
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製品のライセンス
Oracle VM Server for SPARC 環境で Storage Foundation または Storage Foundation
Cluster File System High Availability を実行するお客様には、ライセンスを受けたサー
バーまたは CPU ごとに無制限の数の論理ドメインを使う権利が付与されます。

Oracle VM Server for SPARC 環境での Storage
Foundation のインストール
ここでは、Oracle VM Server for SPARC 環境に Storage Foundation をインストール
する方法について説明します。
分割 Storage Foundation スタックモデル環境をインストールするには、以下の操作を順
序どおりに完了する必要があります。
■

p.115 の 「Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定」 を参
照してください。

■

p.116 の 「制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストール」
を参照してください。

■

p.117 の 「ゲストドメインへの Veritas File System のインストール」 を参照してくださ
い。

■

p.117 の 「設定の確認」 を参照してください。

Storage Foundation Cluster File System High Availability を含むゲストベース Storage
Foundation スタックモデル環境をインストールするには、以下の操作を順序どおりに完
了する必要があります。
■

p.115 の 「Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定」 を参
照してください。

■

p.116 の 「制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストール」
を参照してください。

■

p.117 の 「設定の確認」 を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC 環境に Cluster Server をインストールして設定するに
は、次の項を参照してください。
■

p.159 の 「エラー発生時にアプリケーションをフェールオーバーするための VCS の設
定」 を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定
Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアのインストールと設定、制御ドメインとゲストド
メインの設定について詳しくは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
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制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストー
ル
ここでは、制御ドメインまたはゲストドメインに Storage Foundation をインストールする方
法について説明します。

分割 Storage Foundation スタックモデルのインストール
分割 Storage Foundation スタックモデルをインストールする場合、スタック全体を制御ド
メインに配置し、VxFS をゲストドメインに配置する必要があります。
制御ドメインに Storage Foundation をインストールするには、『Storage Foundation 設
定/アップグレードガイド』の手順を使用します。
分割 Storage Foundation スタックモデルをインストールするには
◆

製品をインストールします。
『Storage Foundation 設定/アップグレードガイド Solaris』を参照してください。
『Veritas InfoScale リリースノート Solaris』を参照してください。

ゲストベース Storage Foundation スタックモデルのインストー
ル
ゲストベース Storage Foundation スタックモデル環境をインストールする場合、スタック
全体をゲストドメインに配置する必要があります。
メモ: ゲストホストでブートデバイスの vdisk としてボリュームの使用を許可する場合は、
VxVM （Veritas Volume Manager）を制御ドメインにインストールする必要があります。
ゲストドメインに SF または SFCFSHA をインストールするには、SF または SFCFSHA
の設定およびアップグレードガイドの手順を使用します。
ゲストベース Storage Foundation スタックモデルをインストールするには
◆

製品をインストールします。
SF については、『Storage Foundation 設定/アップグレードガイド Solaris』を参照
してください。
SF について詳しくは、『Veritas InfoScale リリースノート Solaris』を参照してくださ
い。
SFCFSHA については、『Storage Foundation Cluster File System High
Availability 設定/アップグレードガイド Solaris』を参照してください。
SFCFSHA について詳しくは、『Veritas InfoScale リリースノート Solaris』を参照し
てください。
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ゲストドメインへの Veritas File System のインストール
ここでは、ゲストドメインに VxFS （Veritas File System）をインストールする方法につい
て説明します。
ゲストドメインに VxFS をインストールするには
◆

■

Solaris 11 の場合:
ゲスト OS が Oracle Solaris 11 の場合は、ゲストドメイン内に VxFS をインス
トールする製品のインストールガイドを参照してください。

設定の確認
制御ドメインとゲストのドメインの Oracle VM server for SPARC の設定を確認してくださ
い。 詳しくは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
制御ドメインとゲストドメイン両方のインストールを確認します。 詳しくは、以下のマニュア
ルを参照してください。
■

『Veritas InfoScale リリースノート Solaris』を参照してください。

■

『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定/アップグレード
ガイド Solaris』を参照してください。

制御ドメインからゲストドメインへの Veritas ボリューム
のエクスポート
非論理ドメインの環境から Oracle VM Server for SPARC 環境に VxVM ディスクグルー
プを移行するには次の手順を使用します。
メモ: この節は分割 Storage Foundation モデルにのみ当てはまります。
次の例では、制御ドメイン名を primary、ゲストドメイン名を ldom1 としています。各手順
のプロンプトは、コマンドを実行するドメインを示しています。
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ldm コマンドを使って Veritas Volume Manager データボリューム上に仮想ディスクを
作成するには

1

ターゲットホスト上の VxVM ディスクグループが制御ドメインにインポートされます。
その後、制御ドメイン内からボリュームが表示できるようになります。
ディスクグループのシステム間の移動について詳しくは、『Storage Foundation 管
理者ガイド』を参照してください。

2

制御ドメイン（primary）で、options=slice オプションを指定して、VxFS または
UFS ファイルシステムを含む VxVM ボリュームをスライスとしてエクスポートするサー
ビスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice options=slice ¥
/dev/vx/dsk/dg-name/volume_name ¥
volume_namevolume_name@primary-vds0

注意: デフォルトでは、ボリュームはゲスト中に完全なディスクとして現れます。 仮想
ディスククライアントドライバは VTOC を仮想ディスクのブロック 0 に書き込むため、
この結果として VxVM ボリュームのブロック 0 に書き込みが発生します。 VxVM ボ
リュームのブロック 0 にはユーザーデータが含まれるため、これはデータ破損の原
因になる可能性があります。 options=slice を指定すると、ボリュームがスライスと
してゲストにエクスポートされるため、ブロック 0 への書き込みが発生せず、ユーザー
データは維持されます。

3

エクスポートしたディスクをゲストドメインに追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk1 volume_name
volume_name@primary-vds0 ldom1

4

ゲストドメインを起動して新しい仮想ディスクが表示されることを確認します。
primary# ldm bind ldom1
primary# ldm start ldom1
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5

新しい仮想ディスクデバイスノードのエントリが /dev/[r]dsk ディレクトリに表示され
ない場合には、ゲストドメインで devfsadm コマンドを実行します。
ldom1# devfsadm -C

この例では、新しいディスクが /dev/[r]dsk/c0d1s0 として表示されます。
ldom1# ls -l /dev/dsk/c0d1s0
lrwxrwxrwx 1 root root 62 Sep 11 13:30 /dev/dsk/c0d1s0 ->
../../devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/disk@1:a

6

次のコマンドを実行し、ディスクにファイルシステムをマウントしてアプリケーションデー
タにアクセスします。
ldom1# mount -F vxfs /dev/dsk/c0d1s0 /mnt
ldom1# mount -F ufs /dev/dsk/c0d1s0 /mnt

ゲストドメインのストレージのプロビジョニング
ゲストドメインのストレージをプロビジョニングするには、次の手順に従います。 ブートディ
スクとデータディスクの両方をプロビジョニングできます。
メモ: この節は分割 Storage Foundation スタックモデルにのみ当てはまります。
ゲストベース Storage Foundation モデルの場合
p.101 の 「ゲストドメインでの Storage Foundation and High Availability Solutions の動
作」 を参照してください。

Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのデータディスク
にするプロビジョニング
次の手順では、VxVM ボリュームをゲストドメインのデータディスク（仮想ディスク）として使
います。
VxFS はデータディスク上のファイルシステムとして使えます。
次の例では、制御ドメイン名を primary、ゲストドメイン名を ldom1 としています。各手順
のプロンプトでは、コマンドを実行するドメインを示しています。
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Veritas Volume Manager ボリュームをデータディスクとしてプロビジョニングするには

1

いくつかのディスクを割り当てた VxVM ディスクグループ（この例では mydatadg）を
作成します。
primary# vxdg init mydatadg TagmaStore-USP0_29 TagmaStore-USP0_30

2

目的のレイアウトの VxVM ボリュームを作成します（この例ではシンプルボリューム
を作成）。
primary# vxassist -g mydatadg make datavol1 500m

3

ボリューム datavol1 を仮想ディスクとしてエクスポートするサービスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice /dev/vx/dsk/mydatadg/datavol1
¥
datadisk1@primary-vds0

4

エクスポートしたディスクをゲストドメインに追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk1 datadisk1@primary-vds0 ldom1

5

次のコマンドを実行し、ゲストドメインを起動して新しい仮想ディスクが表示されること
を確認します。
primary# ldm bind ldom1
primary# ldm start ldom1

6

新しい仮想ディスクデバイスノードのエントリが /dev/[r]dsk ディレクトリに表示され
ない場合には、ゲストドメインで devfsadm コマンドを実行します。
ldom1# devfsadm -C

7

ディスクにアクセスする前に、format コマンドを使ってディスクに有効なラベルを付
けます。
format（1M）マニュアルページを参照してください。

8

ディスク c0d1s2 を使うファイルシステムを作成します。
ldom1# mkfs -F vxfs /dev/rdsk/c0d1s2
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9

ファイルシステムをマウントします。
ldom1# mount -F vxfs /dev/dsk/c0d1s2 /mnt

10 次のコマンドを実行して、ファイルシステムが作成されたことを確認します。
ldom11# df -hl -F vxfs
Filesystem size used avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c0d1s2 500M 2.2M 467M 1% /mnt

Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのブートディスクに
するプロビジョニング
ゲストドメインのブートディスクをプロビジョニングするには、次の手順に従います。
メモ: この配備モデルをゲストベースの Storage Foundation スタックモデルに適用しま
す。
VxVM ボリュームはデフォルトでは完全なディスクとして表示され、ゲストドメインのブート
ディスクとして使うことができます。
以下の手順は VxVM ボリュームをブートディスクとして使えるようにする方法の概略です。
次の例では、制御ドメイン名を primary、ゲストドメイン名を ldom1 としています。各手順
のプロンプトでは、コマンドを実行するドメインを示しています。
Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのブートディスクとしてプロビジョ
ニングするには

1

制御ドメインで、Solaris 10 インストールに推奨されるサイズの VxVM ボリュームを
作成します。 この例では、次のコマンドを使って 7 GB のボリュームを作成します。
primary# vxassist -g boot_dg make bootdisk-vol 7g

2

/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol ボリュームを仮想ディスクとしてエクスポー

トしてサービスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice ¥
/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol bootdisk1-vol@primary-vds0
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3

次のコマンドを使って、エクスポートしたディスクを ldom1 に追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk1 bootdisk1-vol@primary-vds0 ¥
ldom1

4

Oracle 社が推奨する手順に従って、ゲストドメインをインストールしてブートします。
ネットワーク、CD、ISO イメージのインストール時のブートディスクとして仮想ディスク
vdisk1 を使います。

メモ: VxVM または他のサードパーティのボリューム管理ソフトウェアを使って、ゲスト内の
このようなブートディスクをカプセル化することはサポートされていません。

Ldom のブートデバイスとしての VxVM ミラーボリュームの使用
Ldom のブートデバイスとしての VxVM ミラーボリューム

図 4-9
LDOM

ブートディスク（c0d0）

VxVM を実行してい
る制御ドメイン
vdisk

bootdg
ミラーボリューム

Disk1

Disk2

ゲストブートディスクの高可用性と冗長性のために、ブートディスクのバックエンドストレー
ジとしてミラーボリュームを使うことをお勧めします。
この設定を使うことによる利点を次に示します。
■

単一の LDC チャネルのみを使って、ゲスト LDOM に単一の「vdisk」のみをエクス
ポートする必要があります。これは制御ドメインで使用される LDC チャネル全体に保
存されます。
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■

ブートディスクは、制御ドメインの 1 つのディスクグループ内であっても、中央の 1 つ
の場所で管理されます。

■

制御ドメインの VxVM スナップショット機能を使って、簡単にブートイメージのスナッ
プショットを作成できます。

■

VxVM を使って LDOM にエクスポートされる制御ドメインおよび単一のデバイスでミ
ラー化することにより、プライマリのブートディスクにエラーが発生しても、ボリュームは
有効なまま制御ドメインに残り、LDOMの同じデバイスを使ってアクセスできます。

■

制御ドメインですでにミラー化されているため、ミラー化のためのゲスト内部のブート
ディスクのカプセル化については、それ以上の手順を実行する必要はありません。

ゲストドメインのブートディスクのプロビジョニング
この項では、ゲストドメインのブートディスクをプロビジョニングする方法について説明しま
す。
VxVM ボリュームはデフォルトでは完全なディスクとして表示され、ゲストドメインのブート
ディスクとして使うことができます。
以下の手順は VxVM ボリュームをブートディスクとして使えるようにする方法の概略です。
次の例では、制御ドメイン名を primary、ゲストドメイン名を ldom1 としています。各手順
のプロンプトでは、コマンドを実行するドメインを示しています。
ゲストドメインのブートディスクをプロビジョニングするには

1

制御ドメインで、ゲストのブートイメージをホストにするために必要なサイズの VxVM
ボリュームを作成します。この例では、次のコマンドを使って 7 GB のボリュームを作
成します。
primary# vxassist -g boot_dg make bootdisk1-vol 7g

ブートイメージを格納するために、ミラー化されたボリュームを使うことをお勧めしま
す。
primary# vxassist -g boot_dg make bootdisk1-vol 7g ¥
layout=mirror

オプションについて詳しくは、vxassist（1M）のマニュアルページを参照してくださ
い。

2

/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol ボリュームを仮想ディスクとしてエクスポー

トしてサービスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice ¥
/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol bootdisk1-vol@primary-vds0
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3

次のコマンドを使って、エクスポートしたディスクを ldom1 に追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk1 bootdisk1-vol@primary-vds0 ldom1

4

Oracle 社が推奨する手順に従って、ゲストドメインをインストールしてブートします。
ネットワーク、CD、ISO イメージのインストール時のブートディスクとして仮想ディスク
vdisk1 を使います。

メモ: VxVM または他のサードパーティのボリューム管理ソフトウェアを使って、ゲスト内の
このようなブートディスクをカプセル化することはサポートされていません。完全な SCSI
ディスクはカプセル化できますが、ボリュームの vdisk はカプセル化できません。

アップグレード中のブートイメージのバックアップコピーとしての VxVM スナップ
ショットの使用
VxVM（Veritas Volume Manager）のスナップショット機能を使って、ゲストのブートイメー
ジのバックアップコピーを保持することができます。
次の設定をお勧めします。
■

制御ドメインの VxVM 7.3。

■

ゲストの LDom ブートイメージごとにミラー化された VxVM ボリューム。

■

管理を容易にするために、個別のディスクグループに LDOM のブートイメージボリュー
ムすべてをグループ化することができます。

ゲストのブートイメージをアップグレードするには

1

オペレーティングシステムのファイルシステムを同期した後で、ゲストを停止します。
# sync
# init 0

2

ゲストを停止し、バインド解除します。
# ldm stop guest
# ldm unbind guest

3

（省略可能） VxVM ボリュームのスナップショットを作成するには、vxsnap prepare
コマンドを実行して DCO オブジェクトを割り当てる必要があります。冗長性のため
に、DCO をミラー化することをお勧めします。ミラー化する場合は、ブートボリューム
を格納しているディスクグループに、適切なサイズ（2 GB など）の 2 つのディスクを
追加します。
# vxdg -g disk_group adddisk [ disk3 disk4 ]
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4

次のいずれかを実行します。
■

手順 3 を実行した場合は、スナップショット操作のために、DCO 用のディスクグ
ループに個別のディスクを準備します。
# vxsnap -g disk_group prepare boot_volume [alloc=disk3 disk4]

■

手順 3 を省略した場合は、スナップショット操作用のブートボリュームを準備しま
す。
# vxsnap -g disk_group prepare boot_volume

5

ボリュームのミラープレックスが完全に同期されること確認します。
# vxtask list

現在進行中の同期操作がある場合は、vxtask list コマンドの出力に表示されま
す。そのようタスクが進行中の場合は、そのタスクが完了するまで待機する必要があ
ります。
# vxsnap -g disk_group print

ここには、元のボリュームとスナップショットボリュームの両方に対して、ダーティな割
合が 0 % で有効な割合が 100 % として表示されます。このように表示されない場
合は、元のボリュームとスナップショットボリュームが同期されるまで待機します。

6

ブートボリュームのスナップショットを作成し、バックアップに使うプレックスの名前を
指定します。
# vxsnap -g disk_group make ¥
source=boot_volume/new=backup_vol/plex=backup_plex

ここで、backup_plex は、バックアップに使うプレックスです。
この操作では、backup_plex を使ってスナップショットボリュームが作成されます。
このスナップショットボリュームは、作成された時点にブートイメージを戻すために使
うことができます。
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7

新しいスナップショットボリュームが完全に同期されたこと確認します。
# vxtask list

現在進行中の同期操作がある場合は、vxtask list コマンドの出力に表示されま
す。そのようタスクが進行中の場合は、そのタスクが完了するまで待機する必要があ
ります。
# vxsnap -g disk_group print

ここには、元のボリュームとスナップショットボリュームの両方に対して、ダーティな割
合が 0 % で有効な割合が 100 % として表示されます。このように表示されない場
合は、元のボリュームとスナップショットボリュームが同期されるまで待機します。

8

ゲストをバインドして再起動したら、ゲストをブートします。
# ldm bind guest
# ldm start guest

ゲストはプライマリプレックスからブートしています。

9

目的のゲストのアップグレードを実行します。

10 アップグレードが成功したら、スナップショットボリュームを元のブートボリュームに再
接続します。この操作により、バックアッププレックスがブートボリュームにミラーとし
て再割り当てされ、ミラー化された 2 つのプレックスによって、ボリュームが再び冗長
になります。
# vxsnap -g disk_group reattach backup_vol source=boot_volume

元の環境の復元
アップグレードでエラーが発生した場合に、次の手順を使って、アップグレード前の元の
ブート環境に復帰することができます。
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元の環境を復元するには

1

ゲストを停止し、バインド解除します。
# ldm stop guest
# ldm unbind guest

2

バックアップスナップショットボリュームからブートボリュームを復元します。
# vxsnap -g disk_group restore boot_volume source=backup_vol

この操作により、アップグレード前にスナップショットが作成された時点にブートイメー
ジが復元されます。
p.124 の 「アップグレード中のブートイメージのバックアップコピーとしての VxVM ス
ナップショットの使用」 を参照してください。

3

ブートボリュームが完全に復元されたことを確認します。
# vxtask list

現在進行中の同期操作がある場合は、vxtask list コマンドの出力に表示されま
す。そのようタスクが進行中の場合は、そのタスクが完了するまで待機する必要があ
ります。
# vxsnap -g disk_group print

ここには、元のボリュームとスナップショットボリュームの両方に対して、ダーティな割
合が 0 % で有効な割合が 100 % として表示されます。このように表示されない場
合は、元のボリュームとスナップショットボリュームが同期されるまで待機します。

4

ゲストをバインドして再起動します。
# ldm bind guest
# ldm start guest

5

ブート環境が正しく復元されたこと検証します。

6

ソースボリュームにスナップショットボリュームをプレックスとして再接続します。この操
作により、バックアッププレックスがブートボリュームにミラーとして再割り当てされ、ミ
ラー化された 2 つのプレックスによって、ボリュームが再び冗長になります。
# vxsnap -g disk_group reattach backup_vol source=boot_volume

127

第 4 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Oracle VM Server for SPARC（論理ドメイン）のサポー
ト
Veritas Volume Manager スナップショットを使った論理ドメインブートディスクのクローン作成

Veritas Volume Manager スナップショットを使った論
理ドメインブートディスクのクローン作成
ここでは、VxVM スナップショットを使って既存の論理ドメインからブートディスクのクロー
ンを作成する手順とサードミラーブレークオフスナップショットの使用について説明しま
す。
p.121 の 「Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのブートディスクにするプ
ロビジョニング」 を参照してください。
図 4-10 では、Veritas Volume Manager スナップショットを使って論理ドメインブートディ
スクのクローンを作成する例を示します。
Veritas Volume Manager スナップショットを使って論理ドメインブー
トディスクのクローンを作成する例

図 4-10

ゲスト: ldom1

ゲスト: ldom2
クローン

c0d0s2

vdisk1 は大容量
ボリューム
「bootdisk1-vol」を
エクスポートして作成

c0d0s2

vdisk1

vdisk2

vdisk2 はスナップ
ショットボリューム
「SNAP-bootdisk1-vol」
をエクスポートして作成

スナップショット
bootdisk1-vol

SNAP-bootdisk1-vol

制御ドメイン

この手順の前提条件として、ldom1 のブートディスクは、大容量ボリューム
/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol に保持されているものとします。
この手順に含まれる操作は、次のとおりです。
■

新しい論理ドメインの設定を形成するための、論理ドメインの設定のクローン作成。
この操作は Solaris 論理ドメインの手順であり、次のコマンドを使って行うことができま
す。
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# ldm list-constraints -x
# ldm add-domain -i

論理ドメイン設定のクローン作成による、新しい論理ドメイン設定の形成について詳し
くは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
『Oracle VMServer for SPARC 管理者ガイド』を参照してください。
■

設定のクローンの作成後、ブートディスクのクローンを作成して、それを新しい論理ド
メインにプロビジョニングします。
ldom1 とは設定が異なる新しい論理ドメインを作成する場合には、設定のクローンを
作成するこの操作をスキップして目的の論理ドメイン設定を別個に作成します。
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Veritas Volume Manager スナップショットを使ってブートディスクのクローンを作成す
るには

1

ソースボリューム bootdisk1-vol のスナップショットを作成します。このスナップショッ
トを作成するには、ボリューム内の既存の ACTIVE プレックスの一部を利用するか、
または次のコマンドを実行してボリュームに新しいスナップショットのミラーを追加で
きます。
primary# vxsnap [-b] [-g diskgroup] addmir volume ¥
[nmirror=N] [alloc=storage_attributes]
nmirror 属性を使ってミラーの数の変更を指定しないかぎり、vxsnap addmir コマ

ンドはデフォルトで 1 つのスナップショットミラーをボリュームに追加します。ミラーは
完全に同期されるまで SNAPATT 状態のままです。 -b オプションを使うと、同期を
バックグラウンドで実行できます。同期が完了すると、ミラーは SNAPDONE 状態に
なります。
たとえば、次のコマンドでは 2 つのミラーをディスク mydg10 と mydg11 上のボリュー
ム bootdisk1-vol に追加します。
primary# vxsnap -g boot_dg addmir bootdisk1-vol ¥
nmirror=2 alloc=mydg10,mydg11
vxsnap addmir コマンドに -b オプションを指定すると、次の例に示すように vxsnap
snapwait コマンドを使ってスナップショットプレックスの同期が完了するまで待機で

きます。
primary# vxsnap -g boot_dg snapwait bootdisk1-vol nmirror=2
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2

サードミラーブレークオフスナップショットを作成するには、次の形式の vxsnap make
コマンドを使います。
注意: vxsnap コマンドを実行してスナップショットを取得する前に、ゲストドメインを
シャットダウンしてください。
primary# vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume[/newvol=snapvol] ¥
{/plex=plex1[,plex2,...]|/nmirror=number]}

次のいずれかの属性を指定し、元のボリューム内の 1 つ以上の既存のプレックスを
切り離すことにより新しいスナップショットボリューム snapvol を作成します。
plex

ブレークオフする既存ボリューム内のプレックスを指定します。この属性は ACTIVE
状態のプレックスにのみ使えます。

nmirror ブレークオフするプレックスの数を指定します。この属性は SNAPDONE 状態のプ
レックスにのみ使えます。そのようなプレックスは vxsnap addmir コマンドを使っ
てボリュームに追加された可能性があります。

ボリュームにある 1 つ以上の ACTIVE または SNAPDONE プレックスから作成され
るスナップショットは定義上、すでに同期されています。
バックアップを目的とする場合には、1 つのプレックスのスナップショットボリュームで
十分です。
次に例を示します。
primary# vxsnap -g boot_dg make ¥
source=bootdisk1-vol/newvol=SNAP-bootdisk1-vol/nmirror=1

ここで、ソースは bootdisk1 Vol、新しいボリュームは SNAP-bootdisk1-vol、nmirror
値は 1 です。
スナップショットボリュームのブロックデバイスは
/dev/vx/dsk/boot_dg/SNAP-bootdisk1-vol になります。

3

/dev/vx/dsk/boot_dg/SNAP-bootdisk1-vol ボリュームを仮想ディスクとしてエ

クスポートするサービスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice ¥
/dev/vx/dsk/boot_dg/SNAP-bootdisk1-vol vdisk2@primary-vds0
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4

最初に、エクスポートしたディスクを ldom1 に追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk2 ¥
SNAP-bootdisk1-vol@primary-vds0 ldom1
primary# ldm bind ldom1
primary# ldm start ldom1

5

ldom1 を起動し、そのプライマリブートディスク vdisk1 から ldom1 をブートします。
primary# ldm bind ldom1
primary# ldm start ldom1

6

新しい仮想ディスクデバイスノードのエントリが /dev/[r]dsk ディレクトリに表示され
ない場合には、ゲストドメインで devfsadm コマンドを実行します。
ldom1# devfsadm -C

vdisk2 が c0d2s# デバイスです。
ldom1# ls /dev/dsk/c0d2s*
/dev/dsk/c0d2s0 /dev/dsk/c0d2s2 /dev/dsk/c0d2s4 /dev/dsk/c0d2s6
/dev/dsk/c0d2s1 /dev/dsk/c0d2s3 /dev/dsk/c0d2s5 /dev/dsk/c0d2s7

7

c0d2s0 に存在するルートファイルシステムをマウントし、すべての c#d#s# エントリ
が c0d0s# に変更されるように /etc/vfstab エントリを修正します。 これを行う必
要があるのは、ldom2 が新しい論理ドメインであり、オペレーティングシステムデバイ
スツリーの最初のディスクが常に c0d0s# という名前になるためです。

8

ldom1 を停止し、そのプライマリブートディスク vdisk1 から ldom1 をバインド解除し
ます。
primary# ldm stop ldom1
primary# ldm unbind ldom1

9

vfstab ファイルを変更した後でファイルシステムのマウントを解除し、ldom1 から

vdisk2 をバインド解除します。
primary# ldm remove-vdisk vdisk2 ldom1
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10 vdisk2 を ldom2 にバインドしてから ldom2 を起動してブートします。
primary# ldm add-vdisk vdisk2 vdisk2@primary-vds0 ldom2
primary# ldm bind ldom2
primary# ldm start ldom2

ldom2 のブート後もコンソールには ldom1 と表示されますが、これはホスト名や IP
アドレスなど、他のホスト固有のパラメータがまだ ldom1 のものと同じであるためで
す。
ldom1 console login:

11 パラメータを変更するには、ldom2 をシングルユーザーモードにして sys-unconfig
コマンドを実行します。

12 ldom2 を再ブートします。
再ブート時には、ホスト名や IP アドレスなどのホスト固有のパラメータを設定するよ
うにオペレーティングシステムから要求されます。このとき、ldom2 に対応する値を
入力する必要があります。

13 これらすべてのパラメータの指定が完了すると、ldom2 が正常にブートします。

DMP モードで設定したフェンシングを使った Solaris
LDOM ライブ移行のサポート
クラスタで、クラスタと I/O フェンシングを形成するゲストドメインを設定する事例を検討し
ます。 クラスタの一部であるいずれかのゲストドメインを物理システムから別の物理システ
ムに移行する場合は、次の事項を検討する必要があります。

前提条件
■

クラスタの一部として設定された LDOM を異なる Solaris ホストに配置することをお
勧めします。

■

ゲストドメインを物理ホストから別のホストに移行する場合は次のどちらかの実行を推
奨します。
■

ゲストドメインが制御ドメインの VCS 管理下にあり、データディスクとコーディネー
タディスクが前述の Veritas 認定アレイから割り当てられている場合は、LDOM
エージェントで ReregPGR 属性を使います。
■

移行後すぐにゲストドメインの内部で手動で vxdmpadm pgrrereg コマンドを
実行することを推奨します。
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■

ReregPGR が有効な場合に、hagrp -migrate VCS コマンドを実行すると、
VCS は自動的にキーを再登録します。 詳しくは、VCS 付属エージェントのリ
ファレンスガイドで LDOM エージェントの節を参照してください。

vxdmpadm pgrrereg コマンドはテスト済みで、次のアレイでのみサポートされます。
■

Fujitsu ETERNUS DX440 S2

■

Fujitsu ETERNUS DX80 S2

■

EMC symmetrix VMAX

■

EMC symmetrix DMX

■

Hitachi VSP

典型的な設定例の環境設定を次に示します。

1

制御内部の OS と I/O ドメイン: Solaris 11.1

2

OVM バージョン: 3.0

3

ゲスト LDOM 内部の OS: Solaris 11.1

4

LDOM 内部にのみ設定した SFHA
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図 4-11

典型的な設定例

Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの障害
回復用の設定
Oracle VM を障害回復用に設定するには、Hitachi TrueCopy、EMC SRDF、 Volume
Replicator などのレプリケーション方法を使用してブートディスクをレプリケートします。
プライマリサイトとセカンダリサイトが別々の IP サブネットに存在する場合、プライマリサイ
トでの Oracle VM のネットワーク設定は、セカンダリサイトで有効にならないことがありま
す。 LDom リソースに対して、以下の追加の設定変更を行う必要があります。
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メモ: この配備モデルを分割 Storage Foundation スタックモデルに適用します。
ゲストドメインを障害回復用に設定するには、制御ドメインの両方のサイトにある VCS を
GCO オプションを使用して設定します。
VCS グローバルクラスタについて詳しくは『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
ゲストドメインを障害回復用に設定するには

1

プライマリサイトで、ldm コマンドを使用してゲストドメインを作成し、ネットワーク関連
のパラメータを設定します。

2

プライマリサイトで、ゲストドメインのブート後に VCS インストールメディアから
VRTSvcsnr パッケージをゲストドメインにコピーしてインストールします。 このパッ
ケージは、vcs ネットワーク再設定サービスをゲストドメインにインストールします。 こ
のサービスにより、ゲストドメインのブート時にサイト固有のネットワークパラメータが
適用されます。

3

プライマリサイトでゲストドメインを停止します。

4

レプリケーション固有のコマンドを使用して、プライマリサイトからセカンダリサイトにレ
プリケーションをフェールオーバーします。

5

セカンダリサイトで手順 1 を繰り返します。

6

プライマリクラスタとセカンダリクラスタで、手順 7、手順 8、手順 9、手順 10 を繰り返
します。

7

VCS サービスグループを作成し、ゲストドメイン用の VCS LDom リソースを追加し
ます。
サイト固有の値（IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、DNS（DNS サーバー））を
使用して、以下の障害回復関連の属性を LDom リソース上で設定します。
ConfigureNetwork 属性の値を 1 に設定して、変更を有効にします。 LDom エー
ジェントは、ConfigureNetwork 属性の値が 0 の場合、障害回復関連の属性をゲス
トドメインに適用しません。

8

該当するマウントリソースとディスクグループリソースを、ファイルシステム用のサービ
スグループと、ゲストドメインのブートイメージが存在するディスクグループに追加し
ます。
LDom リソースからマウントリソースへのリソース依存関係と、マウントリソースからディ
スクグループリソースへの別の依存関係を追加します。

9

該当する VCS レプリケーションリソースをサービスグループに追加します。 ハード
ウェアレプリケーションエージェントには、EMC SRDF 用の SRDF、Hitachi TrueCopy
用の HTC、EMC MirrorView 用の MirrorView などがあります。
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レプリケーションリソースの設定方法について詳しくは、該当する VCS レプリケー
ションエージェントマニュアルを参照してください。
VVR ベースのレプリケーション用に、該当する RVGPrimary リソースをサービスグ
ループに追加します。
詳しくは、以下のマニュアルを参照してください。
■

VVR 関連のリソースについて詳しくは『Storage Foundation and High
Availability Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。

■

VVR 関連のエージェントについて詳しくは『Cluster Server 付属エージェントリ
ファレンスガイド』を参照してください。

10 ディスクグループリソースからレプリケーションリソースへの依存関係を追加します。
図 4-12

ハードウェアレプリケーションベースのゲストドメインのリソース依存
関係の例を示した図
LDom
Mount
DiskGroup
SRDF

図 4-13

VVR レプリケーションベースのゲストドメインのリソース依存関係の
例を示した図
LDom

Mount
RVGPrimary

レプリケーションリソースは、リソースがサイトでオンラインになっている場合に、下位レプ
リケートデバイスがプライマリモードになっていることと、リモートデバイスがセカンダリモー
ドになっていることを確認します。 したがって、LDom リソースがオンラインになると、下位
ストレージは常に読み書きモードになります。 LDom リソースがオンラインになると、ゲス
トドメインを開始する前に、ゲストドメイン用に DR 関連のパラメータを EEPROM パラメー
タのネットワークブート引数に設定します。 ゲストドメインがブートすると、vcs ネットワーク
再設定サービスがゲストドメイン内で開始します。 このサービスは EEPROM パラメータ
を読み取り、ゲストドメイン内の該当するファイルを変更することにより、障害回復関連の
パラメータを適用します。
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ソフトウェアの制限事項
ここでは、Oracle VM server for SPARC ソフトウェアの一部の制限事項とそれらのソフ
トウェア制限事項が Storage Foundation 製品の機能に及ぼす影響について説明しま
す。

I/O ドメインに失敗すると、vxdisk scandisks コマンドまたは vxdctl enable
コマンドの完了に長い時間がかかる（2791127）
I/O ドメインに失敗すると、Oracle VM Server for SPARC ゲストで実行する vxdisk
scandisks コマンドまたは vxdctl enable コマンドの完了に長い時間がかかります。
DKIOCGGEOM と DKIOCINFO のような vdc_ioctls も値を返すまでに時間がかかります。
これらの問題は、Solaris オペレーティングシステム層で実行した操作を再試行するため
に起きることがあります。
vdc_timeout 値を小さくするとダウンタイムにつながることがあります。 DMP（Dynamic
Multi-Pathing）コードを最適化して、Oracle VM Server for SPARC ゲスト環境でのこの
ような vdc_ioctl 呼び出しをできるだけ回避します。この変更により遅延が大幅に減少
します。
この問題を完全に解決するには、Solaris オペレーティングシステムの変更が必要な場
合があります。

スライスまたはフルディスクとしてエクスポートした Veritas Volume
Manager ボリュームのサイズ変更時に、ゲストのボリュームに変更後の
サイズが動的に反映されない
ゲストにエクスポートした VxVM ボリュームのサイズ変更後、仮想ディスクに変更前のボ
リュームサイズが表示されます。仮想ディスクドライバはボリュームのサイズ変更後にバッ
クエンドボリュームのサイズを更新しません。
Oracle 社はこの問題を RFE（request for enhancement）としています（CR 6699271
Dynamic virtual disk size management）。
回避策: 変更後のサイズを反映するには、ゲストを停止してバインドし直す必要がありま
す。
この Oracle のバグは Oracle パッチ 139562-02 で修正されました。

既知の問題
ここでは、Oracle VM Server for SPARC の既知の問題の一部とそれらの既知の問題
が Storage Foundation 製品の機能に及ぼす影響について説明します。
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ゲストベースの既知の問題
今回のリリースの Storage Foundation and High Availability Solutions の Oracle VM
Server for SPARC のサポートで発見された、新しい既知の問題は次のとおりです。

非 SCSI ディスクのカプセル化に失敗することがある（1745409）
ディスクスライスまたはスライスとしてエクスポートされるディスクである非 SCSI ディスクを
カプセル化しようとすると、次のエラーが起こることがあります。
VxVM vxslicer ERROR V-5-1-599 Disk layout does not support swap
shrinking
VxVM vxslicer ERROR V-5-1-5964 Unsupported disk layout.
Encapsulation requires at least 0 sectors of unused space either at
the
beginning or end of the disk drive.

これは、このようなディスクに OS をインストールするときに、ディスクに空き容量を残さず
にバックエンドデバイス全体のサイズをスライス「s0」のサイズに指定する必要があること
が原因です。
ブートディスクのカプセル化の処理を進めるには、ディスクの末尾または先頭に空き容量
が必要です。

クラスタ内の他のノードが拒否された後に、ゲストドメインノードに
PGR キーが 2 個ではなく 1 個しか表示されない
クラスタ内の他のノードが拒否された後に、ゲストドメインノードに関する設定情報に PGR
キーが 2 個ではなく 1 個しか表示されません。
p.104 の 図 4-4 を参照してください。
これは、2 つのゲストを収容する物理ホストの両方におけるプライマリドメインと代替 I/O
ドメインの一連の再ブートの実行中に発生しました。ある時点でコーディネータディスク上
でキーが 1 つ失われたことが報告されます。
この問題は調査中です。vxfen ドライバは PGR キーが 1 つあれば機能できます。即時
の中断が発生するものではないため、この問題の重要度は「低」です。この問題は、キー
が失われる根本的な原因が見つかった時点で更新されます。

ミラーボリューム上で I/O の実行中にディスクパスが断続的にオ
フラインになる
これは、SFCFSHA スタックのテストにおいて、4 ノードのゲストクラスタ内で各ノードが同
一ホスト内の複数の I/O ドメインから、ネットワークリソースと仮想ディスクリソースを取得す
る際に発生しました。
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p.103 の 「SFCFSHA と複数の I/O ドメインを使ってサポートされる設定」 を参照してくだ
さい。
ゲスト内のミラーボリューム上での I/O の実行中に、そのディスクへのパスを提示した少
なくとも 1 つの I/O ドメインが動作している場合にも vdisk が断続的にオフラインになるこ
とがありました。

分割 Storage Foundation スタックの既知の問題
今回のリリースの Storage Foundation and High Availability Solutions の Oracle VM
Server for SPARC のサポートで発見された、新しい既知の問題は次のとおりです。

サービスドメインのバックエンドボリュームにおけるデータ書き込
みがキャッシュに保存される
これは、お客様による Storage Foundation を使った Oracle VM Server for SPARC の
評価時に発生しました。この問題は、仮想ディスクに書き込まれるデータが仮想ディスク
のバックエンドに実際に書き込まれる前に、データがサービスドメインのキャッシュに保存
されてしまうために起きます。データがまだキャッシュに保存されている間にサービスドメ
インがクラッシュすると、データが失われる可能性があります。
Oracle (Sun) bug id is: 6684721 (file backed virtual I/O should be synchronous)
この Oracle（Sun）のバグは Oracle（Sun）パッチ 139562-02（138888-07 により廃止）
で修正されました。

制御ドメインを再ブートするとボリュームがゲストからアクセスでき
なくなることがある
プライマリドメインが再ブートされると、ボリュームへのすべてのアクセスがハングアップし
ます。これは、制御ドメインの再ブート後に、ボリュームに対応する vdisk がオンラインに
戻らないことが原因です。
この問題は Oracle (Sun) bug id: 6795836 (vd_setup_vd() should handle errors from
vd_identify_dev() better) で特定および修正されました。
この Oracle（Sun）のバグは Oracle（Sun）パッチ 141777-01 で修正されました。
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Oracle VM Server for
SPARC 環境で複数ノード
の CVM を使用するための
Cluster Server サポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Cluster Volume Manager を使ったクラスタ

■

論理ドメインの複数ノードへの Storage Foundation のインストール

■

制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高可用性の実現

Cluster Volume Manager を使ったクラスタ
Veritas Volume Manager クラスタ機能（CVM）を使うと、論理ボリュームと RAW デバイ
スアプリケーションにクラスタ内のどこからでもアクセスできるようになります。
分割 Storage Foundation モデルの場合、CVM を制御ドメインに、VxFS をゲストドメイ
ンに配置します。このモデルでは、クラスタ内の複数の物理ノードに対し、CVM が制御ド
メインレベルの高可用性と共有ストレージの表示を実現します。
p.144 の 「制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高可用性の実現」 を参照
してください。
ゲストベース Storage Foundation スタックモデルの場合、クラスタ内のノードとして動作
する複数のゲストドメインに対し、ゲストドメインに配置した CVM がゲストドメインレベルの
高可用性と共有ストレージの表示を実現します。
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論理ドメインの複数ノードへの Storage Foundation の
インストール
Solaris Logical Domains 環境の複数ノードに Storage Foundation をインストールする
には、単一ノードの場合と同じように、次の操作を実行する必要があります。
■

p.115 の 「Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定」 を参
照してください。

■

p.116 の 「制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストール」
を参照してください。

■

p.117 の 「ゲストドメインへの Veritas File System のインストール」 を参照してくださ
い。

■

p.117 の 「設定の確認」 を参照してください。

Cluster Volume Manager のクラスタエージェントの再設定
この節は分割 Storage Foundation モデルにのみ当てはまります。
Storage Foundation CVM に、次のような追加の設定手順が必要です。
■

p.142 の 「vxfsckd リソースの削除」 を参照してください。

■

p.143 の 「グループでの CVMVolDg の作成」 を参照してください。

vxfsckd リソースの削除
Storage Foundation と CVM の設定後、vxfsckd リソースを削除します。
vxfsckd リソースを削除するには

1

次のコマンドを使って、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

次のコマンドを使って、リソースを削除します。
# hares -delete vxfsckd

3

次のコマンドを使って、設定を読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero
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4

次のコマンドを使って、リソースを停止します。
# hastop -all

5

次のコマンドを使って、リソースを再起動します。
# hastart
hastart コマンドをクラスタのすべてのノードで実行します。

グループでの CVMVolDg の作成
次の手順に従って、特定のグループに CVMVolDg を作成します。
CVMVolDg を作成するには

1

次のコマンドを使って、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

次のコマンドを使って、CVMVolDg リソースを追加します。
# hares -add name_of_resource CVMVolDg name_of_group

3

次のコマンドを使って、ディスクグループ名をリソースに追加します。
# hares -modify name_of_resource CVMDiskGroup diskgroup_name

4

次のコマンドを使って、属性をシステムのローカルにします。
# hares -local name_of_resource CVMActivation

5

属性をリソースに追加します。
# hares -modify name_of_resource CVMActivation ¥
activation_value -sys nodename

この手順をノードごとに繰り返します。

6

ボリュームを監視するには、次のコマンドを入力します。
# hares -modify name_of_resource CVMVolume ¥
name_of_volume

データベース環境では、監視ボリュームをお勧めします。

7

このリソースのエラーがグループ全体を停止しないようにリソースを修正します。
# hares -modify name_of_resource Critical 0
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8

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify name_of_resource Enabled 1

9

次のコマンドを使って、設定を読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

10 設定を確認します。
# hacf -verify

リソースは main.cf ファイルに格納されているはずです。

制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高
可用性の実現
クラスタの主な利点は、ハードウェア障害に対する保護です。 障害の発生やその他の理
由でプライマリノードが使用できなくなっても、クラスタ内のスタンバイノードに実行制御を
転送することによって、アプリケーションの実行を継続できます。
Oracle VM Server for SPARC を実行する複数の物理ホストの制御ドメインに CVM を
配備することで、制御ドメインの高可用性を実現できます。
図 5-1 に CVM の設定を示します。
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Oracle VM Server for SPARC 環境の CVM 設定

図 5-1

ホスト A

ホスト B

ゲスト: ldom1
VxFS [/fs1]

ゲスト: ldom2
VxFS [/snapfs1]

c0d0s2

c0d0s2

vdisk は共有ボリュームと
スナップショットを
エクスポートして作成

vdisk1

vdisk1

制御ドメイン A

制御ドメイン B

shared-dg1
vol1

snap-vol1

shared-dg1
vol1

snap-vol1

共有ストレージ

制御ドメインでドメインのシャットダウンを引き起こすハードウェアまたはソフトウェアの障害
が発生すると、該当するホスト上のゲストドメインで実行されている、すべてのアプリケー
ションも影響を受けます。 これらのアプリケーションは、クラスタの別のアクティブなノード
で稼働しているゲストにフェールオーバーして再起動できます。
注意: 個々のアプリケーションの設定に基づいて、ゲストで実行中の該当するアプリケー
ションが再開したりタイムアウトになったりする可能性があります。 ユーザーはフェール
オーバー制御ドメインの別のゲストでアプリケーションを再起動するかどうかを決定する必
要があります。 下位共有ボリュームに両方のゲストから同時にアクセスすると、データ破
損が発生するシナリオになる可能性があります。
共有ボリュームとそのスナップショットは、ゲストドメインのデバイスとして使うことができま
す。
メモ: ゲストのファイルシステムは制御ドメインの VxVM ドライバと連携できないため、オン
ラインスナップショットを取得する機能は現在無効になっています。
スナップショットを取得する前に、取得対象のボリュームが閉じていることを確認してくだ
さい。
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次の手順の例では、このような環境で共有ボリュームのスナップショットを管理する方法を
示します。 この例で、datavol1 はゲストドメイン ldom1 で使われる共有ボリュームであり、
c0d1s2 は ldom1 に表示されるこのボリュームのフロントエンドです。
datavol1 のスナップショットを取得するには

1

c0d1s0 に存在する、すべての VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。

2

次のコマンドを使って、ldom1 を停止してバインド解除します。
primary# ldm stop ldom1
primary# ldm unbind ldom1

これで、すべてのファイルシステムのメタデータがバックエンドボリューム datavol1
に確実にフラッシュされます。

3

datavol1 のスナップショットを作成します。
サードミラーブレークオフスナップショットの作成と管理については、『Storage
Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

4

スナップショットの処理が完了したら、ldom1 をバインドし直して再起動します。
primary# ldm bind ldom1
primary# ldm start ldom1

5

ldom1 をブートしたら、VxFS ファイルシステムを c0d1s0 に再マウントします。
メモ: CVM がゲストドメイン内で設定され、ゲストドメインの移行が予定されている場
合は、この手順を実行します。
クラスタのすべてのノードで LLT の peerinact パラメータの値を十分に大きい値に
設定します。 値を十分に大きい値に設定するのは、論理ドメインの移行中に、シス
テムがクラスタの他のメンバーによってクラスタから追い出されないようにするためで
す。
CVM スタックが設定解除されている場合、アプリケーションを停止できます。
LLT チューニングパラメータの設定手順について詳しくは、『Cluster Server 管理
者ガイド』を参照してください。

制御ドメインの Flexible Storage Sharing ボリュームを使用したゲスト
へのストレージのプロビジョニング
複数の物理ホストの制御ドメインの共有なしストレージで作成された FSS（Flexible Storage
Sharing）ボリュームを、ゲストドメインへのストレージのプロビジョニングに使うことができま
す。 FSS ボリュームは制御ドメインのクラスタノード全体でミラー化されます。 ある物理ホ
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スト上のゲストドメイン内で実行しているアプリケーションを、制御ドメインクラスタのアクティ
ブなノードを持つ別の物理ホスト上で実行しているゲストにフェールオーバーすることが
できます。 また、移行中にターゲットホストが FSS ボリュームのストレージ全体にアクセス
できない場合でも、制御ドメイン内の FSS ボリュームを使った論理ドメインのライブ移行
は可能です。
図 5-2 にゲストドメインにプロビジョニングされた FSS ボリュームのストレージを示します。
ゲストドメインにプロビジョニングされた FSS ストレージ

図 5-2

ホスト A

ホスト B

ゲスト: ldom1

ゲスト: ldom2

c0d0s2

c0d0s2

Vdisk は、DAS
ストレージで作成され、
2 つのホストにミラー
リングされた FSS
リュームをエクスポートして作成

vdisk1

制御ドメイン B

制御ドメイン B

FSS-dg1
FSS-vol1

vdisk2

FSS-dg1

FSS-vol2

FSS-vol1

FSS-vol2

FSS のストレージ
ローカル/DAS
ストレージ

ローカル/DAS
ストレージ

メモ: LDOM のライブ移行を実行する場合は、ソースとターゲットのそれぞれの物理ホス
トの SRU（Support Repository Updates）に互換性があることを確認してください。 LDOM
の移行について詳しくは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
物理ホストが LDOM (ゲストドメイン) を実行しているときに、FSS ボリュームがルートまた
はデータディスクで物理ホスト上の FSS ボリュームにローカルストレージを利用できない
場合は、高速 GAB 相互接続を使うことをお勧めします。
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6
VCS: Oracle VM Server
for SPARC を高可用性用
に設定する
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS について

■

Oracle VM Server for SPARC 環境での Cluster Server の設定モデル

■

VCS 環境の Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの移行

■

複数の I/O ドメインを使用した VCS for Oracle VM Server for SPARC の設定につ
いて

■

複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメインを管理するための VCS の設
定

■

複数の I/O ドメインのサービスを使ってアプリケーションを管理するための論理ドメイ
ン上の VCS の設定

Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS について
VCS（Cluster Server）は、Oracle VM Server for SPARC に高可用性（HA）を提供しま
す。 論理ドメイン、論理ドメインへのサービス、および論理ドメインで動作するアプリケー
ションを監視するためや、論理ドメインで動作するアプリケーションのみを監視するために
VCS を設定できます。
p.152 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Cluster Server の設定モデル」 を
参照してください。

第 6 章 VCS: Oracle VM Server for SPARC を高可用性用に設定する
Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS について

表 6-1 に、Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS 設定を計画するときの基礎に
できる障害シナリオと VCS のフェールオーバーオプションを示します。
表 6-1

論理ドメインエラー用の VCS フェールオーバーオプション

障害シナリオ

VCS フェールオーバー

一般的な VCS 設定

論理ドメイン、ストレージ、スイッ VCS はそのノードから別のノー VCS は各ノードの制御ドメイン
チのいずれかに障害が発生
ドに論理ドメインをフェールオー にインストールされる。
バーする。
p.153 の 「論理ドメインでの障害
発生時に論理ドメインをフェー
ルオーバーする Cluster Server
の設定」 を参照してください。
論理ドメインで動作するアプリ
ケーションに障害が発生

VCS はアプリケーションをその VCS は各ノードのゲストドメイン
論理ドメインから別の論理ドメイ にインストールされる。
ンにフェールオーバーする。
または
p.157 の 「アプリケーションでの
障害発生時に論理ドメイン内で
アプリケーションを実行している
実行中のアプリケーションを
論理ドメインに障害が発生
フェールオーバーする Cluster
Server の設定」 を参照してくだ
さい。

Oracle VM Server for SPARC 環境で論理ドメインを管理するために
VCS を使う利点
次に、Oracle VM server for SPAC 環境で論理ドメインを管理するために VCS（Cluster
Server）を使う利点を一覧で示します。
■

VCS は、ユーザーによって開始されたネーティブドメインの移行（ライブ/ウォーム/コー
ルド）に、段階的に応答します。

■

VCS は、クラスタノード間でオフライン化やオンライン化を行う代わりに、ドメインをラ
イブ移行するためのコマンドラインインターフェース hagrp -migrate を提供します。

■

VCS は、オンライン、フェールオーバー、スイッチオーバーの間に、設定ファイルから
論理ドメインを作成できます。

■

VCS は、複数の I/O ドメイン環境の論理ドメインに高可用性を提供します。

■

VCS は、複数の I/O ドメイン環境の制御ドメインの保守（再ブート/シャットダウン）の
間にも、論理ドメインの可用性を確保できます。

■

VCS は、アクティブな論理ドメインに割り当てられたメモリと CPU の動的な再設定を
サポートします。

■

VCS には、クラスタノード間で論理ドメインの設定ファイルを同期するコマンドがあり
ます。
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■

VCS は、制御ドメイン（間）とゲストドメイン（間）の階層クラスタ化を同時にサポートし
ます。 制御ドメインのクラスタによって論理ドメイン（インフラストラクチャ）に可用性が
提供され、ゲストドメインのクラスタによってアプリケーションに可用性が提供されます。

ゲストドメインのメモリおよび CPU の動的再設定
VCS は、ゲストドメインに割り当てられたメモリおよび CPU の動的再設定をサポートしま
す。 LDom リソースの Memory および NumCPU 属性の値を変更して、ゲストドメインの
メモリと CPU を動的に再構成します。

論理ドメインの AdaptiveHA
VCS（Cluster Server）は、論理ドメイン（LDoms）を監視するためのリソースを含むサー
ビスグループに対する AdaptiveHA（AHA）をサポートします。 AdaptiveHA によって、
VCS は論理ドメインをフェールオーバーするための最大限利用可能な CPU とメモリシ
ステムを動的に選択します。 AdaptiveHA は、LDom リソースを含むサービスグループ
に対して、属性 FailOverPolicy を BiggestAvailable に設定することで有効になります。
AdaptiveHA は、論理ドメインによって要求される CPU（vCPU）およびメモリを定期的に
測定します。 また、AHA は物理サーバーで利用可能な空き CPU（vCPU）およびメモリ
を測定します。 VCS はこれらの値を使い、FailOverPolicy 属性の設定に基づいて論理
ドメインをフェールオーバーする決定を行います。
AdaptiveHA について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
LDom エージェントについて詳しくは、『Cluster Server Bundled Agents リファレンスガ
イド』を参照してください。

Cluster Server の必要条件
インストールの必要条件については、
p.114 の 「システム必要条件」 を参照してください。
VCS が制御ドメインにインストールされる設定モデルの場合は、次のとおりです。
■

クラスタのすべてのノードで表示できる共有ストレージが必要である。

■

各クラスタノードで論理ドメインを設定する。

■

論理ドメインのブートデバイスとアプリケーションデータが共有ストレージに存在する
必要がある。

VCS がゲストドメインにインストールされる設定モデルの場合は、次のとおりです。
■

共有ストレージ上にアプリケーションデータが存在する必要がある。

■

各ノードに複数の論理ドメインを設定できる。

■

論理ドメインごとに固有のブートデバイスを設定できる。
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Cluster Server の制限事項
設定モデルによって、次の制限事項が Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS に
適用されます。
制御ドメインの VCS 設定の制限事項は、次のとおりです。
■

VCS に設定された論理ドメインごとに 2 つ以上の VCPU が必要になります。 VCPU
が 1 つしかないと、制御ドメインはその論理ドメインの CPU 利用率を常に 100% と
して登録します。 これは Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアの問題です。

ディスクベースのフェンシングを設定している場合は、ゲストドメインの VCS 設定に次の
制限事項があります。
■

同じ物理ノードの複数のゲストドメインに物理デバイスをエクスポートしないでくださ
い。 例: ゲストドメインに I/O フェンシングを設定する場合、ゲストドメインの 1 つが停
止すれば、I/O フェンシングは他のゲストドメインも切り離します。

■

コーディネータディスクとデータディスクの場合は、クラスタを形成する複数のゲストド
メインが同じ物理ホストに存在するときは異なる HBA からディスクを指定する必要が
あります。

■

コーディネータディスクとデータディスク用にエクスポートするディスクは、SCSI 準拠
のフルディスクである必要があります。

Cluster Server の既知の問題
以下では、Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS の既知の問題について説明し
ます。

制御ドメインをシャットダウンするとゲストドメインがクラッシュする
ことがある（1631762）
セットアップ

制御ドメインとゲストドメインをそれぞれ持つ
Oracle SPARC Enterprise T5240 サーバーの
物理ボックス 2 台。各物理ボックスのゲストドメイ
ンは 2 ノードクラスタを形成します。これらのノー
ドの名前は node 0 と node 1 です。

症状

node 0 の制御ドメインを正常にシャットダウンす
ると、node 0 のゲストドメインがクラッシュします。
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分析

制御ドメインのシャットダウン時にゲストドメインが
機能を継続できる場合でも、制御ドメインのシャッ
トダウンにより node 0 と node 1 の間のハート
ビートが失われます。その結果、クラスタは 2 つ
のサブクラスタを別個に形成し、それらのサブク
ラスタは互いのハートビートを参照できません。
I/O フェンシングは、このスプリットブレインの状
況を解決し、一方のサブクラスタでパニックが起
きても、もう一方のサブクラスタのみ機能し続ける
ようにします。このため、node 0 のパニックは想
定される動作です。

解決法:

なし。これは想定される動作です。ただし、ゲス
トドメインの SFCFSHA と SF for Oracle RAC
スタックが適切に機能するように、制御ドメインの
高可用性を維持することをお勧めします。
2 つのゲスト (node 0 と node 1) 間で仮想プラ
イベート LLT ハートビートをセットアップしていれ
ば、ゲストはクラッシュしません。

Oracle VM Server for SPARC 環境での Cluster
Server の設定モデル
Oracle VM Server for SPARC 環境に VCS（Cluster Server）を設定する場合、論理ド
メイン、ネットワーク、論理ドメインで稼働する必要があるストレージデバイスについて特定
の情報が必要です。
論理ドメインに関する次の情報を用意してください。
■

論理ドメインの名前

■

各ノードのプライマリネットワークインターフェースの名前

■

論理ドメインが使う仮想スイッチ

■

論理ドメインが使うストレージの名前とタイプ

VCS の設定は、障害発生時に VCS で論理ドメインとアプリケーションのどちらをフェー
ルオーバーするのかによって異なります。
■

p.153 の 「論理ドメインでの障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーする Cluster
Server の設定」 を参照してください。

■

p.157 の 「アプリケーションでの障害発生時に論理ドメイン内で実行中のアプリケー
ションをフェールオーバーする Cluster Server の設定」 を参照してください。

p.148 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS について」 を参照してください。
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論理ドメインでの障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーする
Cluster Server の設定
図 6-1 は、制御ドメインにインストールした VCS（Cluster Server）で論理ドメインとそのリ
ソースの高可用性を実現する一般的な設定を示しています。
制御ドメインにインストールされた VCS で論理ドメインの高可用性を
実現する一般的な設定

図 6-1

ldom1

制御ドメイン

論理ドメイン

制御ドメイン

ldom1
VCS

論理ドメイン
ldom1

VCS

仮想層
論理層
VCS プライベート
ネットワーク

ノード 1

ノード 2

ブートデバイス

アプリケーション
ストレージ

プライベートネットワーク

論理ドメイン高可用性のための一般的な 2 ノードの VCS 設定には、次のソフトウェアと
ハードウェアインフラストラクチャが含まれます。
■

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアがノード 1 とノード 2 の各システム上に
インストールされる。

■

共有ストレージが各システムに接続される。

■

論理ドメイン（ldom1）は、共有ブートデバイスがある両方のノードにある。

■

各 LDom にオペレーティングシステムがインストールされる。

■

VCS は各ノードの制御ドメインにインストールされる。
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障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするように VCS を設
定するワークフロー

図 6-2

VCS で LDom を
監視するには:
必要なハードウェアを設定する
（システム、ネットワーク、ストレージ）

Solaris 10/11 をインストールして
LDoms を設定する

各サーバーの制御ドメインに
VCS をインストールする

制御ドメインの LDom の
VCS サービスグループを作成する

設定シナリオ
図 6-3 は論理ドメインリソースの基本的な依存関係を示しています。
図 6-3

ストレージリソースとネットワークリソースに依存する論理ドメインリ
ソース
LDom

Storage

Network
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ネットワーク設定
プライマリネットワークインターフェースは、仮想インターフェースか物理インターフェース
かを問わず、NIC エージェントを使って監視します。 ifconfig コマンドで表示されるイ
ンターフェースを使ってください。
監視するべき推奨のネットワークデバイス。
図 6-4 は論理ドメインサービスグループの例です。 論理ドメインソースには、ネットワーク
（NIC）とストレージ（Volume と DiskGroup）の両方のリソースが必要です。
NIC エージェントについて詳しくは、『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイ
ド』を参照してください。

ストレージ設定
ストレージ設定に応じて、Volume エージェント、DiskGroup エージェント、Mount エー
ジェント、Disk エージェントを組み合わせて使って論理ドメインのストレージを監視しま
す。
メモ: VCS が制御ドメインにある設定では、LDom ストレージとして、VxVM で管理される
ボリュームまたはボリューム内のフラットファイルをお勧めします。

Veritas Volume Manager の公開されたボリューム
制御ドメインに VCS（ Cluster Server）のストレージソリューションがある構成には VxVM
（Veritas Volume Manager）の公開されたボリュームをお勧めします。 VxVM ボリューム
の監視には Volume エージェントと DiskGroup エージェントを使います。 VCS と VxVM
を組み合わせることによって、高可用性アプリケーションの保護を強化できます。
図 6-4 に、Volume リソースと DiskGroup リソースに依存する論理ドメインリソースを示し
ます。
図 6-4

論理ドメインリソースは、環境に応じて、NIC、ボリューム、および
DiskGroup などのリソースに依存します。
LDom
LDom

Volume

NIC

DiskGroup

Volume エージェントと DiskGroup エージェントについて詳しくは、『Cluster Server 付
属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。
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イメージファイル
イメージファイルの監視には、Mount、Volume、DiskGroup エージェントを使います。
図 6-5 は LDom リソースがイメージファイルを使用したリソースにどのように依存するかを
示します。
図 6-5

LDom リソースとさまざまなストレージリソースの関係
LDom
LDom

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

Mount エージェントについて詳しくは、『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガ
イド』を参照してください。

論理ドメインの設定
論理ドメインを設定するには、次の手順を実行する必要があります。
論理ドメインを設定するには

1

ネットワークとストレージの設定が VCS の必要条件に適合することを確認します。
p.150 の 「 Cluster Server の必要条件」 を参照してください。

2

必要な Solaris オペレーティングシステムを論理ドメインにインストールしたことを確
認します。

3

同一の設定とブートデバイスを使って各システム上に論理ドメイン（ldom1）を作成し
ます。

制御ドメイン内への Cluster Server のインストール
VCS（Cluster Server）を各システムの制御ドメインにインストールする必要があります。
制御ドメイン内に VCS をインストールするには
◆

各システムの制御ドメインに VCS をインストールして設定します。

制御ドメインに VCS をインストールする手順は、通常の VCS のインストールとほとんど
同じです。 ただし、VCS のインストール先ホスト名として制御ドメインのホスト名を指定す
る必要があります。
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VCS のインストールと設定の手順について詳しくは、『Cluster Server 設定/アップグレー
ドガイド』を参照してください。

論理ドメインの VCS サービスグループの作成
Veritas InfoScale Operations Manager またはコマンドラインを使ってサービスグルー
プを作成したり管理することもできます。
サービスグループの使用と管理について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

論理ドメインサービスグループのフェールオーバーの検証
さまざまな状況で設定を検証します。

hagrp -switch コマンドの使用
論理ドメインサービスグループをクラスタ内の別のノードに切り替えて、サービスグループ
がフェールオーバーすることを確認します。すべてのリソースが適切に設定されている場
合には、サービスグループが最初のノードでシャットダウンされ、2 つ目のノードに引き継
がれます。

その他の検証シナリオ
次の検証シナリオでは、論理ドメインを停止または移動するか、または該当する論理ドメ
インのリソースを停止しています。 VCS が障害発生または移動を検出して、対象の論理
ドメインをフェールオーバーするか、または何も起きないかのいずれかになります。
簡単なテスト用のシナリオは、次の一覧のとおりです。
■

VCS 制御の外側から論理ドメインを停止します。 VCS が論理ドメインを別のノードに
フェールオーバーすることを確認します。

■

hagrp -online コマンドを入力して、VCS 経由で論理ドメインをブートします。論理

ドメインが稼働しているノードで VCS 経由で論理ドメインをシャットダウンし、別のノー
ドに移動します。 その別のノードで、VCS 制御の外側から論理ドメインをブートする
と、そのノードでサービスグループがオンラインになります。

アプリケーションでの障害発生時に論理ドメイン内で実行中のアプリケー
ションをフェールオーバーする Cluster Server の設定
図 6-6 は、ゲストドメインで実行されるアプリケーションの高可用性を実現する一般的な
VCS（Cluster Server）設定を示しています。
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ゲストドメインにインストールされた Cluster Server でアプリケーショ
ンの高可用性を実現する一般的な設定

図 6-6

アプリケーション
制御ドメイン

論理ドメイン
ldom1

制御ドメイン

論理ドメイン
ldom2

アプリケー
ション

アプリケー
ション

VCS

VCS

仮想層
物理層
VCS プライベート
ネットワーク

ノード 1

ノード 2

ブートデ アプリケーショ
ンストレージ プートデバイス
バイス

パブリックネットワーク

アプリケーションをフェールオーバーして論理ドメインで実行されるアプリケーションの高
可用性を維持する、一般的な 2 ノードの VCS 設定によるインフラストラクチャは次のとお
りです。
■

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアがノード 1 とノード 2 の各システム上に
インストールされる。

■

共有ストレージが各システムに接続される。

■

ローカルブートデバイスが存在する可能性のある、両方のノード上に論理ドメインが
作成される。

■

各 LDom にオペレーティングシステムがインストールされる。

■

VCS は各ノードのゲストドメインにインストールされる。

ワークフロー:
■

ゲストドメインを設定し、Solaris OS をインストールする

■

ゲストドメインで VCS をインストールする

■

ゲストドメインでアプリケーションサービスグループを作成する
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エラー発生時にアプリケーションをフェールオーバーするための
VCS の設定
VCS（Cluster Server）でゲストドメインのアプリケーションを管理できるようにするには、各
システムのゲストドメインに VCS をインストールして設定する必要があります。
ゲストドメインのアプリケーションを管理するように VCS を設定するには

1

各システムのゲストドメインに VCS をインストールして設定します。
インストールと設定の手順については、『Cluster Server 設定/アップグレードガイド』
を参照してください。

2

プライベート相互接続用のプライベート仮想スイッチを使って、2 つの仮想 NIC を
作成します。
同じ制御ドメイン内の論理ドメイン間でフェールオーバーする場合、物理ネットワー
クインターフェースのない仮想スイッチを設定できます。

3

監視するアプリケーションの VCS サービスグループを設定します。
■

ストレージを監視する、Mount リソースと Disk リソースを設定します。

■

ネットワークを監視する NIC リソースを設定します。

■

アプリケーション固有のエージェントを使ってアプリケーションリソースを設定しま
す。

VCS でアプリケーションとリソースを設定する方法について詳しくは、『Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。
ストレージとネットワーク関連の付属エージェントについて詳しくは、『Cluster Server
付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

VCS 環境の Oracle VM Server for SPARC ゲストド
メインの移行
VCS は、Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインのコールド移行、ウォーム移行、
ライブ移行（ドメイン移行とも呼びます）をサポートしています。
ドメイン移行では、あるホストシステムからの別のホストシステムにゲストドメインを移行でき
ます。 移行が開始されるシステムはソースシステムです。 ドメインの移行先のシステムは
ターゲットシステムです。
移行操作が進行中の間、ソースシステムからターゲットシステム上の移行先ドメインに、移
行するドメインへが転送されます。
Oracle VM Server for SPARC 2.0 リリースまでのドメイン移行はウォーム移行です。
ウォーム移行では、移行するドメインが移行の前に中断状態になります。
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Oracle VM Server for SPARC 2.1 ではライブ移行が導入され、アクティブなドメインを
動作中に移行でき、パフォーマンスが向上します。
ライブ移行に加えて、バインドされたドメインまたは非アクティブなドメインを移行できます。
この移行はコールド移行です。
次のようなタスクを実行するためにドメイン移行を使うことができます。
■

システム間の負荷の分散

■

ゲストドメインが動作し続けている間のハードウェア保守の実行

ウォーム移行の概要
ソースシステムの論理ドメインマネージャはドメインを移行する要求を受け入れ、ターゲッ
トシステムで動作する論理ドメインマネージャとの安全なネットワーク接続を確立します。
この接続が確立されたら、移行が行われます。
移行操作は次の各段階で行われます。
段階 1

ターゲットホストで動作する論理ドメインマネージャとの接続の後で、ソースシステ
ムとドメインについての情報がターゲットホストに転送されます。 ターゲットホストの
論理ドメインマネージャは、移行が可能であるかどうか判断するための一連の検査
を実行するためにこの情報を使います。 検査はソースドメインの状態によって異な
ります。 たとえば、ソースドメインがアクティブな場合、論理ドメインマネージャは、ド
メインがバインドされているか非アクティブな場合とは異なる、一連の検査を実行し
ます。

段階 2

段階 1 のすべての検査に合格すると、ソースおよびターゲットシステムは移行のた
めに準備します。 ソースの論理ドメインマネージャはソースドメインを中断します。
ターゲットシステムで、論理ドメインマネージャはソースドメインを受信するためのド
メインを作成します。

段階 3

アクティブなドメインの場合、次の段階はドメインのすべての実行時状態情報をター
ゲットに転送することです。 論理ドメインマネージャはハイパーバイザからこの情報
を取得します。 ターゲットで、論理ドメインマネージャはハイパーバイザに状態情
報をインストールします。

段階 4

ハンドオフ - すべての状態情報が転送された後、ターゲットドメインが実行を再開
すると、ハンドオフが起こります（ソースがアクティブだった場合）。 ソースの論理ド
メインマネージャはソースドメインを破棄します。 ここから先は、ターゲットドメインが
実行中ドメインの唯一のバージョンになります。

ライブ移行の概要
ソースシステムの論理ドメインマネージャはドメインを移行する要求を受け入れ、ターゲッ
トシステムで動作する論理ドメインマネージャとの安全なネットワーク接続を確立します。
移行はこの接続が確立された後行われます。
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移行操作は次の各段階で行われます。
段階 1

ソースシステムがターゲットシステムで動作する論理ドメインマネージャと接続した
後、論理ドメインマネージャは移行対象のソースシステムとドメインについての情報
をターゲットシステムに転送します。 論理ドメインマネージャは、移行が可能である
かどうか判断するための一連の検査を実行するためにこの情報を使います。 論理
ドメインマネージャは、移行予定のドメインに対し、状態によって左右される検査を
実行します。 実行される検査は、アクティブなドメインと、バインドされているか非ア
クティブなドメインでは異なります。

段階 2

段階 1 のすべての検査に合格すると、ソースおよびターゲットシステムは移行のた
めに準備します。 ターゲットシステムで、論理ドメインマネージャはドメインを受信
するためのドメインを作成します。 移行するドメインが非アクティブまたはバインドさ
れている場合、移行操作は段階 5. に進みます。

段階 3

移行するドメインがアクティブな場合、その実行時の状態情報がターゲットシステム
に転送されます。 ドメインは動作し続け、論理ドメインマネージャは同時にオペレー
ティングシステムがこのドメインに対して行う変更を追跡します。 ソースの論理ドメイ
ンマネージャはソース上でソースハイパーバイザからこの情報を取り込み、ターゲッ
トの論理ドメインマネージャにこの情報を送ります。 ターゲットの論理ドメインマネー
ジャはターゲットのハイパーバイザにこの情報をインストールします。

段階 4

論理ドメインマネージャは移行するドメインを中断します。 この時点で、残りの変更
された状態情報がターゲットシステムにすべて再コピーされます。 このように、ドメ
インへの認識可能な中断はほとんどまたはまったくありません。 中断の量は作業
負荷によって決まります。

段階 5

ソースシステムの論理ドメインマネージャからターゲットシステムの論理ドメインマ
ネージャにハンドオフが行われます。 ハンドオフは、移行されたドメインが実行を
再開され（移行対象のドメインがアクティブだった場合）、ソースシステムのドメイン
が破壊されたときに行われます。 ここから先は、移行されたドメインが実行中ドメイ
ンの唯一のバージョンになります。

Oracle VM Server for SPARC 2.1 では、試みられるデフォルトのドメイン移行はライブ
移行です。 Oracle VM Server for SPARC のインストールされたバージョンが 2.0 なら、
デフォルトのドメイン移行はウォーム移行です。 サポート対象の構成について詳しくは、
『Oracle® VM Server for SPARC Administration Guide』の「Migrating Domains」を
参照してください。
VCS（Cluster Server）は、Oracle VM Server for SPARC のゲストドメインの移行のた
めに、次のサポートを提供します。
p.162 の 「VCS によって開始される、Oracle VM for SPARC のゲストドメインを監視する
ように設定された LDom リソースを持つサービスグループの移行」 を参照してください。
p.164 の 「VCS が管理する Oracle VM ゲストドメインのユーザーによる移行」 を参照して
ください。
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ゲストドメインの移行の場合は、移行されるゲストドメインで使われる各仮想ディスクのバッ
クエンドが、ターゲットマシン上で定義されていることを確認してください。 定義されてい
る仮想ディスクのバックエンドのボリューム名とサービス名が、ソースマシンと同じである必
要があります。 同様に、移行されるドメインの各仮想ネットワークのデバイスが、対応する
仮想ネットワークスイッチをターゲットマシン上に持っている必要があります。 各仮想ネッ
トワークスイッチに、ソースマシン上でデバイスが接続されている仮想ネットワークスイッチ
と同じ名前が付いている必要があります。 ゲストドメインの移行要件の完全なリストについ
ては、使用している適切なバージョンの Oracle VM for SPARC の管理者ガイドを参照
してください。
メモ: CVM が移行の予定されている論理ドメイン内で設定されている場合は、この手順
を実行します。
クラスタのすべてのノードで LLT の peerinact パラメータの値を十分に大きい値に設定
します。 値を十分に大きい値に設定するのは、論理ドメインの移行中に、システムがクラ
スタの他のメンバーによってクラスタから追い出されないようにするためです。
CVM スタックが設定解除されている場合、アプリケーションを停止できます。
LLT チューニングパラメータの設定手順について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。

メモ: ストレージを移行元システムと移行先システムのホストに物理的に接続していなくて
も、制御ドメインから FSS ボリュームをゲストドメインにエクスポートするとライブ移行を実
行できます。
p.146 の 「制御ドメインの Flexible Storage Sharing ボリュームを使用したゲストへのスト
レージのプロビジョニング」 を参照してください。

VCS によって開始される、Oracle VM for SPARC のゲストドメ
インを監視するように設定された LDom リソースを持つサービス
グループの移行
この項では、VCS（Cluster Server）でサービスグループの移行を開始する方法につい
て説明します。
VCS には、サービスグループの移行を開始するための「移行」操作が含まれます。 LDom
エージェントには、ゲストドメインの移行を開始するための「移行」エントリポイントが含まれ
ています。
VCS によって開始される移行でサポートされるサービスグループの設定について詳しく
は、Solaris の『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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サービスグループの移行を VCS で開始するには

1

ゲストドメインは、メモリ、CPU、ファームウェアバージョン、OVM バージョンなどにつ
いて、ドメイン移行の必要条件を満たしている必要があります。
ドメイン移行の必要条件について詳しくは、Oracle VM server for SPARC のマニュ
アルを参照してください。

2

サービスグループを移行します。次のように入力します。
# hagrp -migrate service_group -to sys_name

3

LDom エージェントの UserName 属性と Password 属性は、VCS によって開始さ
れるサービスグループの移行をサポートするための必須の属性です。 サービスグ
ループの移行の設定例:
group sg1 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
LDom ldmres1 (
LDomName = ldm1
CfgFile = "/etc/ldm1.xml"
NumCPU = 16
Memory = 8G
Password = aabbccddee
UserName = user1
)

論理ドメインマネージャにコマンドを発行するために root 以外のユーザーを承認す
るための手順について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

4

ゲストドメインの移行コマンドでは物理システムの名前が使われます。VCS のノード
名が物理システムの名前と異なる場合は、各 VCS ノードの物理システムの名前に
合わせて、VCS の PhysicalServer 属性（システムレベル）を設定する必要がありま
す。 各ノードで、次のコマンドを入力します。
# haconf -makerw
# hasys -modify node_name PhysicalServer node_name

Oracle VM server for SPARC では、移行元または移行先のどちらでも、システムで一
度に複数のゲストドメインを移行することはサポートされません。 2 つのシステム間で一度
に複数のサービスグループの移行を VCS で開始しようとすることはサポートされません。
また、VCS によって開始される移行では、サービスグループ内に複数の LDom リソース
を設定することもサポートされません。
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移行関連の問題のトラブルシューティング
ノード A からノード B へのサービスグループの移行と、ノード B からノード A への別の
サービスグループの移行が同時に試行されると、サービスグループがソースノードで
ONLINE|STOPPING|MIGRATING のままになり、ターゲットノードで
OFFLINE|STARTING|MIGRATING のままになる
OVM for SPARC ソフトウェアの以前のバージョンでは、2 つのゲストの移行が 2 つのシ
ステム間で反対方向で試行されると、両方の移行の試行が失敗し、ldm コマンドがハン
グアップすることがありました。これにより、LDom リソースが ADMIN WAIT の状態にな
り、監視機能もタイムアウトになります。
ldm コマンドがハングアップする問題を解決するには

1

ldmd サービスを再起動します。
# svcadm restart svc:/ldoms/ldmd:default

2

サービスグループの状態をクリアするには
# hagrp -flush -force service_group -sys system

VCS が管理する Oracle VM ゲストドメインのユーザーによる移
行
VCS は、 Oracle VM Server for SPARC のドメイン移行の次の 3 つのバリエーションを
サポートします。
■

1 つの VCS ノードからのクラスタの他の VCS ノードへのゲスト移行。たとえば次のコ
マンドを実行します。
sys1# ldm migrate ldom1 sys2

■

VCS ノードからの非 VCS ノードへのゲストの移行。たとえば次のコマンドを実行しま
す。
sys1# ldm migrate ldom1 sys3

■

ターゲットシステムへの移行の際の論理ドメインの名称変更。たとえば次のコマンドを
実行します。
sys1# ldm migrate ldom1 sys2:ldom2

ドメイン移行を実行する前の前提条件
ドメイン移行を実行する前に次の前提条件を実行してください。
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■

LDom タイプの IntentionalOffline 属性の値が 1 であることを確認します。なお、1
はデフォルト値です。

■

移行予定の LDom の LDom リソースが ONLINE または OFFLINE で一定の状態
にあることを確認してください。

■

論理ドメインを移行するときにその名前を変更するには、VCS の LDom リソースの
LDomName 属性がターゲットノードのターゲット LDom 名でローカライズされている
ことを確認してください。 名前を変更した場合、移行の後で VCS は LDom の監視を
続けることができます。

■

LDom の CfgFile 属性が移行の前に設定されていることを確認してください。

■

RemoveLDomConfigForMigration 属性が移行の前に設定されていることを確認し
てください。 この属性が設定されている場合、LDom エージェントは、offline または
clean が呼び出されたシステムから LDom 設定を削除します。 これは、LDom がター
ゲットノードにフェールオーバーし、ソースノードに移行されるシナリオで役立ちます。
LDom 設定がソースノードに残っている場合、移行を行うことはできません。 詳しく
は、『Bundled Agents Reference Guide for Solaris』の LDom エージェント属性の
説明を参照してください。

VCS を使用した Oracle VM Server for SPARC ドメイン移行のサポー
トされる配備モデル
VCS を使用した Oracle VM Server for SPARC ドメイン移行のサポートされる配備モデ
ルは次のとおりです。
■

p.165 の 「VCS がゲストドメインを管理する制御ドメインにインストールされている場合
の Oracle VM ゲストの移行」 を参照してください。

■

p.167 の 「ゲストドメイン内のアプリケーションを監視するために、VCS が制御ドメイン
にインストールされシングルノードの VCS がゲストドメインにインストールされている場
合の Oracle VM ゲストの移行」 を参照してください。

■

p.168 の 「Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.1 以降のアプリケーションを
管理するために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場合の Oracle VM
ゲストの移行」 を参照してください。

■

p.169 の 「Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.0 のアプリケーションを管理
するために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場合の Oracle VM ゲ
ストの移行」 を参照してください。

VCS がゲストドメインを管理する制御ドメインにインストールされている
場合の Oracle VM ゲストの移行
ゲストドメインを管理する制御ドメインに VCS がインストールされている場合に移行する
には、次の情報を使ってください。
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VCS が制御ドメインにインストールされる場合に LDom の移行を実行するには、次の
手順を実行します。
◆

移行のための ldm コマンドを使います。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2

図 6-7 は、VCS が制御ドメインの間でクラスタ化されている場合の論理ドメインの移行を
示しています。
VCS が制御ドメインの間でクラスタ化されている場合の論理ドメイン
の移行

図 6-7
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ゲストドメイン内のアプリケーションを監視するために、VCS が制御ドメ
インにインストールされシングルノードの VCS がゲストドメインにインス
トールされている場合の Oracle VM ゲストの移行
次の場合には、移行のために次の情報を使ってください。
■

VCS が制御ドメインにインストールされている

■

制御ドメインの VCS はゲストドメインのアプリケーションを管理する

■

ゲストドメインにインストールされたシングルノード VCS がゲストドメインのアプリケー
ションを監視する

VCS が、ゲストドメインのアプリケーションを管理する制御ドメインにインストールされて
いる場合に LDom の移行を実行するには
◆

移行のための ldm コマンドを使います。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2

図 6-7 は、VCS が制御ドメイン間でクラスタ化され、ゲストドメイン内のシングルノード
VCS がアプリケーションを監視している場合のドメイン移行を示しています。
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VCS が制御ドメイン間でクラスタ化され、ゲストドメイン内のシングル
ノード VCS がアプリケーションを監視している場合のドメイン移行

図 6-8
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Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.1 以降のアプリケーション
を管理するために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場
合の Oracle VM ゲストの移行
VCS クラスタがゲストドメインの間で設定されている場合にゲストドメインを移行する場合
には、次の手順の 1 つを実行します。
Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.1 以降のゲストドメインにあるアプリケー
ションを管理するゲストドメインに VCS がインストールされている場合に LDom の移行
を実行するには
◆

移行のための ldm コマンドを使います。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2
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メモ: CVM を論理ドメインの内部に設定している場合は次の手順を実行します。
クラスタのすべてのノードで LLT の peerinact パラメータの値を十分に大きい値に設定
します。 値を十分に大きい値に設定するのは、論理ドメインの移行中に、システムがクラ
スタの他のメンバーによってクラスタから追い出されないようにするためです。
CVM スタックが設定解除されている場合、アプリケーションを停止できます。
LLT チューニングパラメータの設定手順について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.0 のアプリケーションを管
理するために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場合の
Oracle VM ゲストの移行
ドメイン移行はウォーム移行です。
メモ: LLT と GAB の開始と終了を行う必要はありません。 ウォーム移行では、LLT と GAB
は適切な手順を経て自動的に再起動します。
VCS がゲストドメインにインストールされている場合に LDom のドメイン移行を実行す
るには

1

VCS エンジンを停止します。 移行する論理ドメインがあるシステムで hastop -local
-force コマンドを使います。 この手順を実行すると、移行の完了時に GAB によっ
て VCS（Cluster Server）エンジンプロセスを強制終了する必要がなくなります。 設
定がクラスタの他のメンバーと同期していない場合、GAB はすべてのクライアントの
再設定と再起動を要求します。

2

CVM が論理ドメイン内で設定されている場合、この手順を実行します。 クラスタの
すべてのノードで LLT の peerinact パラメータの値を十分に大きい値に設定しま
す。 値を十分に大きい値に設定するのは、論理ドメインの移行中に、システムがクラ
スタの他のメンバーによってクラスタから追い出されないようにするためです。 CVM
スタックが設定解除されている場合、アプリケーションを停止できます。
LLT チューニングパラメータの設定手順について詳しくは、『Cluster Server 管理
者ガイド』を参照してください。

3

フェンシングが論理ドメイン内の単一インスタンスモードで設定されている場合、この
手順を実行します。 Unconfigure and unload the vxfen module in the logical
domain. この手順を実行すると、論理ドメインの移行完了時に GAB がノードをパ
ニックにしないようになります。
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4

ldm インターフェースを使って、論理ドメインを制御ドメインから移行します。 移行が
完了するまで待機します。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2

5

手順 3 を実行した場合、この手順を実行します。 論理ドメインで vxfen モジュール
をロードおよび設定します。 I/O フェンシングとその管理について詳しくは、『Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。

6

手順 2 を実行した場合、この手順を実行します。 クラスタのすべてのノードで、LLT
の peerinact パラメータの値を元の値にリセットします。
LLT チューニングパラメータの設定手順について詳しくは、『Cluster Server 管理
者ガイド』を参照してください。

7

hastart コマンドを使って、論理ドメイン内で VCS エンジンを起動します。

図 6-9 は、VCS が制御ドメイン間でクラスタ化され、ゲストドメイン内のシングルノード
VCS がアプリケーションを監視している場合のドメイン移行を示しています。
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VCS がゲストドメインの間でクラスタ化されている場合の論理ドメイ
ンの移行

図 6-9
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複数の I/O ドメインを使用した VCS for Oracle VM
Server for SPARC の設定について
Oracle VM Server for SPARC の仮想化技術を使用すると、ゲスト論理ドメインに冗長
なストレージとネットワークサービスを提供するために複数の I/O ドメイン（制御ドメインと
代替の I/O ドメイン）を作成できます。 複数の I/O ドメインを使うために設定される典型的
なクラスタセットアップには 2 つの物理システムがあります。 各物理システムで、制御ドメ
インと代替の I/O ドメインが論理ドメインにバックエンドのストレージからの I/O サービスと
ネットワークデバイスを提供します。
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図 6-10

ストレージおよび制御ドメインと代替の I/O ドメインからのネットワー
クサービスを使った、システム A とシステム B 上のゲスト論理ドメイ
ン

いずれかのドメインのストレージサービスまたはネットワークサービスが障害になっても、
ゲスト論理ドメインは、他の I/O ドメインから I/O サービスの提供を受けるので、同じ物理
システムで機能し続けます。 ただし、物理システムの両方の I/O ドメインのサービスで障
害が発生すると、物理システムの論理ドメインが障害になります。
論理ドメインを管理するために複数の I/O ドメインで VCS（Cluster Server）を設定してく
ださい。 VCS は、両方のドメインのサービスが障害になると、1 つのシステムから別のシ
ステムの論理ドメインに論理ドメインをフェールオーバーします。
メモ: フェールオーバーは、すべての I/O ドメインの I/O サービスが障害になるか、制御
ドメインがダウン状態になると起こります。

代替 I/O ドメインについて
代替 I/O ドメインは、物理システム上のゲストドメインに高可用性のストレージとネットワー
クサービスを提供する、Oracle VM server for SPARC で利用可能な Oracle の技術で
す。
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代替 I/O ドメインのセットアップ
論理ドメインをサポートするためにシステムをセットアップしている間、制御ドメイン（プライ
マリドメイン）は物理システムのすべての I/O デバイスを所有します。 代替の I/O ドメイン
を作成するためには、制御ドメインからのいずれかの PCI Express バスの所有権を放棄
し、論理ドメインに割り当てる必要があります。
代替 I/O ドメインの作成について詳しくは、Oracle Solaris のマニュアルを参照してくだ
さい。

複数の I/O ドメインを持つ論理ドメインを管理するための VCS の設定
VCS（Cluster Server）の設定に進みます。p.173 の 「複数の I/O ドメインからのサービス
を使って論理ドメインを管理するための VCS の設定」 を参照してください。

複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメイン
を管理するための VCS の設定
VCS は、複数の I/O ドメインの I/O サービスを使用して論理ドメインに高可用性を提供
します。 制御ドメインと代替 I/O ドメインの I/O サービスに障害が発生すると、VCS は
LDom をあるシステムから別のシステムにフェールオーバーします。 LDom は同じシス
テムで引き続き機能し、いずれかの I/O ドメインが引き続きサービスを提供する場合は
フェールオーバーの必要はありません。
VCS はサービスグループとリソースを使って、論理ドメインに提供されるストレージサービ
スとネットワークサービスを管理します。 これらのサービスグループは、AlternateIO リソー
スによって監視されます。 AlternateIO サービスグループは、LDom エージェントにスト
レージサービスとネットワークサービスの状態についての情報を提供します。 VCS は両
方の I/O ドメインからのサービスで障害が発生すると、論理ドメインをフェールオーバーし
ます。
論理ドメインを管理するよう VCS を設定するには、以下のタスクを実行します。
■

「サポートされるストレージとネットワークサービスを特定する」

■

「VCS クラスタを形成するためのノードの数を特定する」

■

「制御ドメインおよび代替 I/O ドメイン内での VCS のインストールと設定」

■

「ストレージサービスの設定」

■

「ストレージサービスグループを設定する」

■

「ネットワークサービスグループを設定する」

■

「複数の I/O ドメインからのサービスを監視するためのサービスグループの設定 」

■

「AlternateIO リソースの設定」
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■

「論理ドメインのサービスグループの設定」

174

第 6 章 VCS: Oracle VM Server for SPARC を高可用性用に設定する
複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメインを管理するための VCS の設定

図 6-11

論理ドメインを管理するために物理システムの VCS を設定するため
のワークフロー
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複数の I/O サービスを使用した論理ドメインの典型的な設定
複数の I/O ドメインからの I/O サービスを使ったゲスト論理ドメイン。
図 6-12

複数の I/O ドメインからの I/O サービスを使って論理ドメインを監視
する VCS の設定

システム A、システム B - T5440 サーバー
LDom SG - 論理ドメインサービスグループ
AlternateIO SG - AlternateIO サービスグループ
ストレージ SG - ストレージサービスグループ
ネットワーク SG - ネットワークサービスグループ
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サポートされるストレージとネットワークサービスを特定する
次のバックエンドストレージおよびネットワークサービスは論理ドメインにエクスポートでき
ます。
I/O サービス

バックエンドデバイス

使われるべき VCS エージェ
ント

ストレージ

LUN、共有ディスク

Disk

フラットファイル

Mount

zpool

Zpool

Veritas CVM ボリューム

CVMVolDG

NIC

NIC

ネットワーク

VCS クラスタを形成するためのノードの数を特定する
VCS クラスタを形成するノードの合計数は、物理システム数に各物理システムの制御ドメ
インと代替の I/O ドメインを掛けたもので決まります。
たとえば、2 つの物理システムがあり、それぞれ制御ドメインと代替の I/O ドメインがある
場合、4 ノードクラスタとして VCS を設定する必要があります。

制御ドメインおよび代替 I/O ドメイン内での VCS のインストールと設定
制御ドメインおよび代替 I/O ドメイン内での VCS のインストールと設定
詳しくは、『Cluster Server 設定/アップグレードガイド』を参照してください。

ストレージサービスの設定
ストレージサービスによって、設定手順は異なります。
■

LUN、共有ディスク、または CVM ボリューム
p.178 の 「LUN、共有ディスク、または CVM ボリュームの仮想ディスクの設定」 を参
照してください。

■

ZFS ボリューム
p.180 の 「バックエンドデバイスが ZFS ボリュームである場合のストレージサービスの
設定」 を参照してください。

■

フラットファイル
詳しくは、『LDom Administrator’s guid』を参照してください。

■

Zpool
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詳しくは、『LDom Administrator’s guid』を参照してください。

LUN、共有ディスク、または CVM ボリュームの仮想ディスクの設
定
LUN、共有ディスク、または CVM ボリュームの仮想ディスクを設定するには次の手順を
使用します。
仮想ディスクを設定するには

1

プライマリドメインにディスクサービスの物理ディスクバックエンドパスを追加します。
# ldm add-vdsdev backend_path1 volume@primary-vds0

ここで、backend_path1 はプライマリドメインから仮想ディスクバックエンドへのパス
です。

2

手順 1 で追加したディスクの代替 I/O ドメインに、ディスクサービスの物理ディスク
バックエンドパスを追加します。
# ldm add-vdsdev backend_path2 volume@alternate-vds0

ここで、backend_path2 は代替 I/O ドメインから仮想ディスクバックエンドへのパス
です。

3

ゲストドメインに仮想ディスクをエクスポートします。
# ldm add-vdisk disk_name volume@primary-vds0 ldom_name
# ldm add-vdisk disk_name volume@alternate-vds0 ldom_name

ここで、disk_name は仮想ストレージデバイスの名前です。
ここで、ldom_name は論理ドメインの名前です。
メモ: Options 属性の値を排他（excl）に設定しないでください。 排他に設定した場
合、論理ドメインはマルチパス化機能を使うことができません。
仮想ディスクのマルチパス化の設定について詳しくは、『Oracle VM server for
SPARC Administration Guid』を参照してください。
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CVM ボリュームのサンプル図

図 6-13
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DMP での仮想ディスクの設定
ゲストドメインにエクスポートしたディスクに各 I/O ドメインの複数の I/O パスがある場合
は、各 I/O ドメインに DMP （Dynamic Multi-Pathing）をインストールします。 DMP のノー
ド名をバックエンドデバイスとして使って、ゲストドメインにエクスポートされる仮想ディスク
を設定します。
パス管理のためにゲストドメインの DMP を使う必要があります。
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層状の DMP の連携

図 6-14
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バックエンドデバイスが ZFS ボリュームである場合のストレージ
サービスの設定
ZFS ボリュームをバックエンドストレージとして論理ドメインにエクスポートする場合、次
のことを行う必要があります。

1

制御ドメインに作成された ZFS ボリュームをエクスポートします。

2

代替 I/O ドメインに作成された ZFS ボリュームをエクスポートします。
メモ: 両方のドメインに作成された ZFS ボリュームが同じであることを確認します。

3

制御ドメインと代替 I/O ドメインからエクスポートされたボリュームから、論理ドメイン
内に ZFS ルートプールミラーを作成します。
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ストレージサービスグループを設定する
VCS のエージェントはゲスト論理ドメインで使用できるようにされたストレージサービスを
管理します。 バックエンドストレージデバイスによって、適切な VCS のエージェントを使っ
てください。 サポート対象の VCS のエージェントについて詳しくは、「サポートされるスト
レージとネットワークサービスを特定する」を参照してください。
メモ: クラスタの各物理システムでストレージサービスグループを設定する必要がありま
す。
図 6-15

に、物理システム上の制御ドメインと代替 I/O ドメインのストレージ
サービスグループを示します
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設定パラメータ

説明

リソース属性値のローカ
ライズ

バックエンドストレージデバイスの種類によって、VCS リソース属性を
ローカライズする必要がある場合もあります。
たとえば、Disk リソースの場合、制御ドメインと代替 I/O ドメインからの
バックエンドストレージパスが異なっていれば、パーティション属性をロー
カライズする必要があります。

Disk disk1
(
Partition @primary = ¥
"/dev/rdsk/c3t50060E8000C46C50d2s2"
Partition @alternate = ¥
"/dev/rdsk/c1t50060E8000C46C50d2s2"
)
サービスグループの種類 制御ドメインと代替 I/O ドメインのストレージサービスを管理するサービ
スグループはパラレルサービスグループとして設定する必要がありま
す。
SystemList 属性の設定 サービスグループの SystemList 属性を変更し、物理システムで設定
されている制御ドメインと代替 I/O ドメインのホスト名を追加します。
Phantom リソースの設定 すべてのリソースの種類が Disk の場合、Phantom リソースを設定して
ください。
Disk リソースの種類は OnOnly であり、サービスグループの状態を判
断するために貢献しません。 Phantom リソースにより、VCS は、OnOff
リソースを含まないパラレルサービスグループの状態を判別できます。
Phantom エージェントについて詳しくは『Cluster Server 付属エージェ
ントリファレンスガイド』を参照してください。
main.cf 設定を使ったストレージサービスグループの設定例（2 台の物理システムがあ

る場合の設定）
制御ドメインのホスト名 - primary1、primary2
代替ドメインのホスト名 - alternate1、alternate2
group primary1-strsg (
SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
AutoStartList = { primary1, alternate1 }
Parallel = 1
)
Disk disk1
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(
Partition @primary1 = "/dev/rdsk/c3t50060E8000C46C50d2s2"
Partition @alternate1 = "/dev/rdsk/c1t50060E8000C46C50d2s2"
)
Phantom ph1 (
)
group primary2-strsg (
SystemList = { primary2 = 0, alternate2 = 1 }
AutoStartList = { primary2, alternate2 }
Parallel = 1
)
Disk disk2
(
Partition @primary2 = "/dev/rdsk/c3t50060E8000C46C50d2s2"
Partition @alternate2 = "/dev/rdsk/c1t50060E8000C46C50d2s2"
)
Phantom ph2 (
)

ネットワークサービスグループを設定する
VCS のエージェントはゲスト論理ドメインで使用できるようにされたネットワークリソースを
管理します。 バックエンドストレージデバイスによって、適切な VCS のエージェントを使っ
てください。 詳しくは、「サポートされるストレージとネットワークサービスを特定する」を参
照してください。
メモ: クラスタの各物理システムでネットワークサービスグループを設定する必要がありま
す。
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図 6-16

に、制御ドメインと代替の I/O ドメインのネットワークサービスグルー
プを示します。
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各物理システムでネットワークサービスのグループの設定の手順を実行してください。
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設定パラメータ

説明

ネットワークリソース属性のローカ バックエンドネットワークデバイスに応じて VCS リソースをロー
ライズ
カライズする必要がある場合もあります。
たとえば、ディスクエージェントの場合、制御ドメインおよび代替
I/O ドメインからエクスポートされたネットワークデバイスが異なっ
ていれば、Device 属性をローカライズする必要があります。
NIC primary1-network
(
Device @primary = nxge3
Device @alternate = nxge4
)
サービスグループの種類

制御ドメインと代替 I/O ドメインのネットワークサービスを管理す
るサービスグループはパラレルサービスグループとして設定す
る必要があります。

SystemList 属性の設定

サービスグループの SystemList 属性を変更し、物理システム
で設定されている制御ドメインと代替 I/O ドメインのホスト名を
追加します。

Phantom リソースの設定

すべてのリソースの種類が NIC の場合、Phantom リソースを
設定してください。
NIC リソースの種類は OnOnly であり、サービスグループの状
態を判断するために貢献しません。 Phantom リソースにより、
VCS は、OnOff リソースを含まないパラレルサービスグループ
の状態を判別できます。
Phantom エージェントについて詳しくは『Cluster Server 付属
エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

main.cf を使ったネットワークサービスグループの設定例（2 台の物理システムがある場

合の設定）
制御ドメインのホスト名 - primary1、primary2
代替ドメインのホスト名 - alternate1、alternate2
group primary1-nwsg (
SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
AutoStartList = { primary1, alternate1 }
Parallel = 1
)
NIC nicres1 (
Device @primary1 = nxge3
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Device @alternate1 = nxge1
)
Phantom ph3 (
)
group primary2-nwsg (
SystemList = { primary2= 0, alternate2 = 1 }
AutoStartList = { primary2, alternate2 }
Parallel = 1
)
NIC

nicres2(
Device @primary2= nxge3
Device @alternate2 = nxge1
)

Phantom ph4 (
)

複数の I/O ドメインからのサービスを監視するためのサービスグループ
の設定
AlternateIO リソースのサービスグループを、バックエンドデバイスから論理ドメインにエク
スポートされたストレージおよびネットワークサービスを監視するために設定してください。
サービスグループの設定の注意事項
■

パラレルまたはフェールオーバーサービスグループとしてサービスグループを設定す
る。 「AlternateIO リソースのサービスグループ設定の種類」を参照。

■

複数のストレージサービスが論理ドメインにエクスポートされている場合、各ストレージ
サービスを監視するために個別のサービスグループを設定できる。 たとえば、LUN
ボリュームストレージサービスと ZFS ボリュームストレージサービスを監視するために
個別のサービスグループを設定できます。

■

サービスグループの SystemList 属性はクラスタ内の各物理システムに存在する制
御ドメインのホスト名のみ含んでいる必要がある。

■

各ノード用に設定されたストレージサービスグループのリストで、サービスグループの
StorageSG の属性をローカライズする。

■

フェールオーバータイプサービスグループの preonline のトリガを有効にする。
# hagrp -modify aiosg TriggerPath bin/AlternateIO

ここで aiosg はサービスグループの名前である。
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# hagrp -modify aiosg TriggersEnabled PREONLINE

AlternateIO リソースのサービスグループ設定の種類
サービスグループの種類

条件

パラレル

ストレージサービスがクラスタのすべてのノードに同時にアクセス可
能な場合、AlternateIO リソースのサービスグループはパラレルサー
ビスグループとして設定する必要があります。
たとえば、共有 LUN、共有ディスク、CVM ボリューム。

フェールオーバー

ストレージサービスがクラスタの 1 つの物理システムでのみアクセス
可能（制御ドメインと代替の I/O ドメイン）である必要がある場合、
フェールオーバーサービスグループとして AlternateIO リソースの
サービスグループを設定してください。
たとえば、zpool。

AlternateIO リソースの設定
AlternateIO リソースは、ゲスト論理ドメインにエクスポートされるストレージとネットワーク
サービスを監視します。 AlternateIO リソースはストレージまたはネットワークリソースに依
存していません。 ただし、その状態は、ストレージまたはネットワークサービスグループの
状態に依存します。
図 6-17

に、AlternateIO リソースにストレージまたはネットワークリソースへ
の依存関係がないことを示します。
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設定パラメータ

説明

StorageSG 属性

この属性はキーと値のペアです。 ストレージサービスグループはキー
であり、キーの値は 0 または 1 のいずれかです。
AlternateIo リソースがオンラインになる場合にサービスグループをオ
ンラインにし、AlternateIo リソースがオフラインになる場合にサービス
グループをオフラインにしするには、キーの値を 1 に設定します。
各ノードで設定されているストレージサービスグループのリストで、
AlternateIO リソースの StorageSG 属性をローカライズしてください。

AlternateIO altiores1
(
StorageSG @primary1 = { primary1-strsg1 = 1 }
StorageSG @primary2 = { primary2-strsg1 = 1 }
)
NetworkSG 属性

この属性はキーと値のペアです。 ネットワークサービスグループはキー
であり、キーの値は 0 または 1 のいずれかです。
AlternateIo リソースがオンラインになる場合にサービスグループをオ
ンラインにし、AlternateIo リソースがオフラインになる場合にサービス
グループをオフラインにしするには、キーの値を 1 に設定します。
各ノードで設定されているネットワークサービスグループのリストで、
AlternateIO リソースの NetworkSG 属性をローカライズしてください。

AlternateIO altiores1
(
NetworkSG @primary1 = { primary1-nwsg = 0 }
NetworkSG @primary2 = { primary2-nwsg = 0 }
)
preonline トリガ

StorageSG または NetworkSG 属性で設定されるいずれかのサービ
スグループに対し、値を 1 に設定した場合、サービスグループレベル
で preonline トリガを設定してください。
preonline のトリガを設定することで、StorageSG 属性でリストされた
サービスグループが、フェールオーバーか手動切り替えが開始される
システムを除くすべてのシステムでオフラインになります。
preonline トリガの有効について詳しくは、「複数の I/O ドメインからの
サービスを監視するためのサービスグループの設定」を参照してくだ
さい。
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AlternateIO リソースのサンプルサービスグループ設定
仮定 - ストレージとネットワークサービスのグループの種類はパラレルです。
group aiosg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1, primary2 }
Parallel = 1
)
AlternateIO aiores1 (
StorageSG @primary1 =
StorageSG @primary2 =
NetworkSG @primary1 =
NetworkSG @primary2 =
)

{
{
{
{

primary1-strsg = 0 }
primary2-strsg = 0 }
primary1-nwsg = 0 }
primary2-nwsg = 0 }

論理ドメインのサービスグループの設定
VCS はゲスト論理ドメインを管理するために LDOM エージェントを使います。論理ドメイ
ンリソースには、AlternateIO リソースへの online local hard 依存関係があります。
図 6-18

LDom サービスグループから AlternateIO サービスグループへの依
存

LDOM
サービス
グループ

代替 I/O
サービス
グループ

設定のノート
■

サービスグループをフェールオーバータイプサービスグループとして設定する。

■

LDOM サービスグループの SystemList 属性には、クラスタの各物理システムから制
御ドメインのホスト名のみを指定する必要があります。

189

第 6 章 VCS: Oracle VM Server for SPARC を高可用性用に設定する
複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメインを管理するための VCS の設定

■

LDom サービスグループには、AlternateIO サービスグループとの online local hard
依存関係を設定する必要があります。

計画された保守のためにプライマリドメインが再ブートされる、または停止される時にもゲ
ストドメインを利用可能にする必要がある場合。
ゲストドメインを利用可能にするには

1

クラスタのすべての LDOM リソースで、LDOM リソースの属性 DomainFailurePolicy
を { primary=ignore, alternate1=stop } に設定します。これらは重要なリソースで、
プライマリドメインと制御ドメインの保守時にも利用できる必要があります。この設定
により、プライマリドメインと制御ドメインが計画された保守のために停止している間
にも、ゲストドメインが停止されないようにできます。
# hares -modify DomainFailurePolicy ldmres primary ignore ¥
alternate1 stop

2

LDOM サービスグループの属性 SysDownPolicy を AutoDisableNoOffline に設
定します。この設定により、サービスグループがオンラインになっているプライマリド
メインや制御ドメインが停止した場合でも、VCS はサービスグループをフェールオー
バーしません。
# hagrp -modify ldmsg SysDownPolicy AutoDisableNoOffline

3

サービスグループは、制御ドメインが保守のために停止しているときに、クラスタで自
動的に無効になります。制御ドメインが再度オンラインになったら、次のコマンドを実
行して自動的に無効化されたシステムをクリアします。
# hagrp -autoenable ldmsg -sys primary1

4

制御ドメインの保守が完了したら、DomainFailurePolicy 属性を元の値（デフォルト
は {primary = stop}）に設定します。また、サービスグループの属性 SysDownPolicy
をリセットします。
# hares -modify ldmres DomainFailurePolicy primary stop
# hagrp -modify ldmsg SysDownPolicy -delete AutoDisableNoOffline

LDom サービスグループの設定例
LDom サービスグループには、AlternateIO サービスグループとの online local hard 依
存関係を設定する必要があります。
group ldmsg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1, primary2 }
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SysDownPolicy = { AutoDisableNoOffline }
)
LDom ldmres (
LDomName = ldg1
DomainFailurePolicy={ primary=ignore,
alternate1="stop"}
)

フェールオーバーのシナリオ
シナリオ

制御ドメイン

代替 I/O ドメイン

VCS の動作

Online

フェールオーバーなし

Online

フェールオーバーなし

Online

オフライン
(Offline)/FAULT

フェールオーバーなし

Offline/FAULT

Offline/FAULT

フェールオーバー

Online

フェールオーバーなし

Online

フェールオーバーなし

Online

オフライン
(Offline)/FAULT

フェールオーバーなし

Offline/FAULT

Offline/FAULT

フェールオーバー

Up

Up

フェールオーバーなし

Up

ダウン

フェールオーバーなし

Down

Up

フェールオーバー *

Down

ダウン

フェールオーバー **

各ストレージサー Online
ビスグループの状
Offline/FAULT
態

各ネットワークサー Online
ビスグループの状
Offline/FAULT
態

ドメインの状態

* 制御ドメインの LDom リソースの属性 DomainFailurePolicy が「無視」に設定され、
LDom サービスグループの属性 SysDownPolicy が「AutoDisableNoOffline」に設定さ
れている場合、VCS の動作は「フェールオーバーなし」になり、サービスグループは自動
的に無効化される状態になります。
** 制御ドメインと I/O ドメインの LDom リソースの属性 DomainFailurePolicy が「無視」
に設定され、LDom サービスグループの属性 SysDownPolicy が「AutoDisableNoOffline」
に設定されている場合、VCS の動作は「フェールオーバーなし」になり、サービスグルー
プは自動的に無効化される状態になります。
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VCS と Oracle VM Server for SPARC を複数の I/O ドメインを使用し
て設定する際の推奨事項
■

StorageSG 属性のサービスグループのオンラインとオフライン動作
StorageSG 属性で設定されているサービスグループを手動でオンライン状態にする
か、またはオフラインにするには、AlternateIO リソースまたはそのサービスグループ
を使わないでください。
代わりに、StorageSG 属性で設定されているサービスグループを使ってください。

■

AlternateIO リソースのサービスグループをフリーズする
AlternateIO リソースの StorageSG 属性で設定されたサービスグループをオンライ
ン状態にするか、またはオフラインにする前に、AlternateIO サービスグループをフ
リーズしてください。 サービスグループをフリーズしない場合、論理ドメインの動作は、
AlternateIO サービスグループに依存するため、不明です。

■

preonline トリガのストレージサービスグループ用の設定
以下のシナリオでは、preonline トリガを設定する必要があります。
AlternateIO リソースの StorageSG 属性で設定されたサービスグループのタイプが
フェールオーバーの場合で、クラスタ内の別の物理システムでストレージサービスグ
ループを誤ってオンラインにした場合。
バックエンドストレージサービスを監視するように設定されたリソースが、各物理システ
ムのさまざまなサービスグループに存在するため、別の物理システムでストレージサー
ビスグループをオンラインにすることは可能です。 したがって、VCS は、複数のシス
テムでリソースがオンラインになることを防止できません。 これにより、データが破損す
る場合があります。
メモ: 各ノードのストレージサービスグループで、この手順を実行します。
StorageSG 属性に一覧表示されているサービスグループごとに preonline トリガを
設定するには
■

次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify stg-sg TriggerPath bin/AlternateIO/StorageSG
# hagrp -modify stg-sg TriggersEnabled PREONLINE

ここで stg-sg はストレージサービスグループの名前です。
■

仮想ディスクの接続タイムアウト期間を設定する
ディスクデバイスが利用可能でない場合、ゲストドメインから仮想ディスクへの I/O サー
ビスは遮断されます。
無期限に待つ代わりに、設定された期間の後にアプリケーションがタイムアウトするよ
うに、各仮想ディスクの接続のタイムアウト期間を設定することをお勧めします。次の
コマンドを実行します。
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# ldm add-vdisk timeout=seconds disk_name ¥
volume_name@service_name ldom
■

すべての I/O ドメインが停止しているときの、LDom サービスグループのフェールオー
バー。サービスグループで属性 SysDownPolicy が AutoDisableNoOffline に設定
されている場合に、システムでオンラインのサービスグループが停止すると、サービス
グループの状態は OFFLINE|AutoDisabled に変わります。他のノードのサービスグ
ループを自動的に有効化したり、オンラインにする前に、停止しているシステム（制御
ドメイン）上でゲストドメインが停止していることを確認する必要があります。これは、マ
スタードメインのエラーポリシーが、「無視する」に設定されている場合に特に重要で
す。

次のシナリオを考慮します。LDom リソースの DomainFailurePolicy はデフォルトで
{primary=”stop”} に設定されています。
保守のためにプライマリドメインが再ブートされるまたは停止される時にも、ゲストドメイン
を利用可能にする必要がある場合。
■

DomainFailurePolicy 属性は {primary=ignore, alternate1=stop} または
{primary=ignore, alternate1=ignore} に変わります。
ゲストドメインは、プライマリドメインが再ブートまたは終了される時にも停止しません

■

SysDownPolicy 属性は、計画された保守のために AutoDisableNoOffline に設定
されます。VCS は、ノードが停止した場合にもサービスグループをフェールオーバー
せず、代わりにグループを自動的に無効化された状態にします。

制御ドメインが保守のために停止しているときも、ゲストドメインは、代替の I/O ドメインを
介して利用可能な I/O サービスを利用して、機能し続けることができます。
制御ドメインの保守が行われているときに、代替の I/O ドメインでエラーが発生する場合
は、次のいずれかの理由によります。
■

DomainFailurePolicy 属性が {primary=ignore, alternate1=stop} に設定され、代
替 I/O ドメインの I/O サービスのみが利用できない場合（I/O ドメインはアクティブで
も、n/w またはストレージが消失している）。

■

DomainFailurePolicy 属性が {primary=ignore, alternate1=ignore} に設定されて
いて、代替 I/O ドメインが停止している場合（ドメインがアクティブでない）。

この場合、ゲストドメインは正常には動作せず、ゲストドメインにアクセスする方法がなくな
るため、ゲストドメインを停止させることはできません。そのようなシナリオでは、他の利用
可能ないずれかのノードで LDom サービスグループをオンラインにするために、次の手
順を実行する必要があります。
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LDom サービスグループをオンラインにするには

1

プライマリドメインを起動できる場合は、プライマリドメインを起動して、ゲストドメイン
を停止します。
# ldm stop ldom_name

これが可能でない場合は、ゲストドメインが停止するようにするために、コンソールか
ら物理システムの電源を切ります。

2

サービスグループを自動的に有効にします。
# hagrp -autoenable group -sys system

3

LDom サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online group -any

フェールオーバーのタイプとして設定される AlternateIO のリソースのサ
ンプル VCS 設定
include "types.cf"
cluster altio-cluster (
UserNames = { admin = XXXXXXXXXXX }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system primary1 (
)
system alternate1 (
)
system primary2 (
)
system alternate2 (
)
group aiosg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1 }
TriggerPath = "bin/AlternateIO"
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TriggersEnabled @primary1 = { PREONLINE }
TriggersEnabled @primary2 = { PREONLINE }
)
AlternateIO altiores
StorageSG @primary1
StorageSG @primary2
NetworkSG @primary1
NetworkSG @primary2
)

//
//
//
//
//
//

(
=
=
=
=

{
{
{
{

primary1-strsg = 1 }
primary2-strsg = 1 }
primary1-nwsg = 0 }
primary2-nwsg = 0 }

resource dependency tree
group aiosg
{
AlternateIO altiores
}

group ldomsg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1 }
SysDownPolicy = { AutoDisableNoOffline }
)
LDom ldmguest (
LDomName = ldg1
)
requires group aiosg online local hard

//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group ldomsg
{
LDom ldg1
}

group primary1-strsg (
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SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
AutoStart = 0
Parallel = 1
TriggerPath = "bin/AlternateIO/StorageSG"
TriggersEnabled @primary1 = { PREONLINE }
TriggersEnabled @alternate1 = { PREONLINE }
AutoStartList = { primary1, alternate1 }
)
Zpool zpres1 (
PoolName @primary1= zfsprim
PoolName @alternate1 = zfsmirr
ForceOpt = 0
)

// resource dependency tree
//
//
group primary1-strsg
//
{
//
Zpool zpres1
//
}

group primary1-nwsg (
SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
Parallel = 1
)
Phantom ph1 (
)
NIC nicres1 (
Device @primary1 = nxge3
Device @alternate1 = nxge4
)

// resource dependency tree
//
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//
//
//
//
//

group primary1-nwsg
{
Phantom ph1
Proxy nicres1
}

group primary2-strsg (
SystemList = { primary2 = 0, alternate2 = 1 }
Parallel = 1
TriggerPath = "bin/AlternateIO/StorageSG"
TriggersEnabled @primary2 = { PREONLINE }
TriggersEnabled @alternate2 = { PREONLINE }
)
Zpool zpres2 (
PoolName @ primary2 = zfsprim
PoolName @ alternate2 = zfsmirr
ForceOpt = 0
)

// resource dependency tree
//
//
group primary2-strsg
//
{
//
Zpool zpres2
//
}

group primary2-nwsg (
SystemList = { primary2 = 0, alternate2 = 1 }
Parallel = 1
)
Phantom ph2 (
)
NIC nicres2 (
Device @primary2 = nxge3
Device @alternate2 = nxge4
)
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//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group primary2-nwsg
{
Phantom ph2
Proxy nicres2
}

複数の I/O ドメインのサービスを使ってアプリケーション
を管理するための論理ドメイン上の VCS の設定
この項では、複数の I/O ドメインのサービスを使ってアプリケーションを管理するために論
理ドメイン上の VCS（Cluster Server）を構成する方法について説明します。
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各ゲストドメインが複数の I/O ドメインから I/O サービスを受信する
論理ドメイン上に設定された標準的な 2 ノード VCS クラスタセット
アップ

図 6-19

T5440

T5440

DMP ノード名
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ゲスト
ドメイン

ゲスト
ドメイン

VCS

VCS

mpgroup=data

DMP ノード名

DMP ノード名

mpgroup=data

DMP ノード名

I/O ドメイン
プライマリ

I/O ドメイン
代替

I/O ドメイン
プライマリ

I/O ドメイン
代替

DMP

DMP

DMP

DMP

データ
ゲストドメインの標準的な 2 ノード VCS クラスタは、アプリケーションの高可用性を保つ
ために、ゲストドメイン間でアプリケーションをフェールオーバーします。
複数の I/O ドメインのサービスを使うゲストドメインでの VCS 設定

1

必要なハードウェア、システム、ストレージ、ネットワークを設定します。

2

物理システム上にオペレーティングシステムと Oracle VM Server for SPARC をイ
ンストールします。
詳しくは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。

3

代替 I/O ドメインをセットアップします。
詳しくは、『Oracle VM Server for SPARC Administration Guide』を参照してくだ
さい。
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4

ゲストドメインを設定し、すべての I/O ドメインからゲストドメインに I/O サービスを提
供します。
詳しくは、『Oracle VM Server for SPARC Administration Guide』を参照してくだ
さい。
ゲストドメインのセットアップの間に、次のいずれかを選択できます。
■

ゲストドメインへのブートディスクとしてのローカルディスクまたは SAN ディスク

■

アプリケーションのデータディスクとしての SAN ディスク

ゲストドメインの移行を計画する場合は、ブートディスクとデータディスクとして SAN
ディスクを使います。
■

5

ストレージデバイスが各 I/O ドメインからの複数のパスを含んでいる場合は、次
のオプションがあります。
■

ゲストドメインへの DMP （Dynamic Multi-Pathing）のインストール
各 I/O ドメインからストレージデバイスへのすべてのパスをエクスポートしま
す。ゲストドメインの DMP により、I/O ドメイン間のパス管理が処理されます。

■

I/O ドメインとゲストドメインへの DMP （Dynamic Multi-Pathing）のインストー
ル
各 I/O ドメインからゲストドメインに、DMP ノード名をエクスポートします。 ゲ
ストドメインの DMP により、I/O ドメイン間のパス管理が処理されます。

ゲストドメインで VCS をインストールする。
詳しくは『Cluster Server 設定/アップグレードガイド』を参照してください。

6

アプリケーションサービスグループを設定します。
詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』と『Cluster Server 付属エージェントリファ
レンスガイド』を参照してください。
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SF Oracle RAC による
Oracle VM Server for
SPARC 環境のサポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle VM Server for SPARC 環境での SF Oracle RAC の配備について

■

設定シナリオの例

■

論理ドメイン環境での SF Oracle RAC 配備の準備

■

2 つのホストの I/O ドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データベース

■

2 つのホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データベース

■

単一ホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データベース

■

単一ホストの I/O ドメインとゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC デー
タベース

Oracle VM Server for SPARC 環境での SF Oracle
RAC の配備について
Oracle 社が提供する Oracle VM Server for SPARC（以前は Logical Domains と呼ば
れていた）は、プロセッサ、メモリ、ディスク、ネットワークデバイスなどのリソースを論理コン
テナに割り当てて、それらを物理ホスト内の論理ドメインとして管理する技術です。 結果
として作成される論理ドメインには独自のオペレーティングシステムが含まれ、そのレルム
内のリソースを個別に管理します。
論理ドメインは、次のいずれかの役割で機能するように設定できます。
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制御ドメイン

制御ドメインは、システム上のすべての物理リソースにアクセスできる物
理ホストです。 ゲストドメインと I/O ドメインを管理するために使われる
Oracle VM Server ソフトウェアは、このドメインにインストールされます。
制御ドメインは I/O ドメインとしても機能し、他のゲストドメインへのサー
ビス提供も行います。

I/O ドメイン

I/O ドメインは I/O デバイスに直接アクセスできます。 1 つの論理ドメイ
ンで最大 2 つの I/O ドメインを設定できます。このドメインは、他のゲス
トドメインに I/O サービスを提供するときは、サービスドメインとも呼ばれ
ます。

ゲストドメイン

ゲストドメインは、サービスドメインによって配信されるサービスを使っ
て、物理デバイスにアクセスします。 ゲストドメインは、仮想リソースとオ
ペレーティングシステムの独自のコピーを含む独立したエンティティと
して存在します。

Oracle VM Server for SPARC は、SF Oracle RAC を配備するための費用効果の高
い代替のアーキテクチャを提供します。各種の論理ドメイン内の複数のアプリケ−ション用
に、同じ物理サーバーを最適なリソース利用率で使うことができます。 Oracle VM Server
for SPARC はハードウェアに依存し、最新の SUN CoolThreads サーバーで動作しま
す。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

設定シナリオの例
このマニュアルで示すシナリオの例では、次のサーバー設定を使います。
サーバー

Oracle Sun SPARC Enterprise T-3 サーバー

プロセッサ

24 の T3 ベースのプロセッサ（4 つのコア * コア当たり 6 つのス
レッド）

メモリ

8 GB

PCI デバイス

2 枚の NIC カード + バス当たり 1 つの HBA バス、すべての内蔵
ハードドライブは 1 つの PCI バスに属する

オペレーティングシステム

Solaris 11 Update 1

Oracle VM Server for
SPARC のバージョン

Oracle VM Server for SPARC 3.0
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データベースのバージョン

Oracle RAC 11g リリース 2
サポートされている Oracle データベースのバージョンに関する最
新情報については、次を参照してください。
https://sort.veritas.com/scl

SF Oracle RAC のバージョン SF Oracle RAC 7.3
インストールとセットアップ手順 手順については、『Storage Foundation for Oracle RAC 設定/
アップグレードガイド（7.3）』を参照してください。

配備シナリオの例は次のとおりです。
■

2 つのホストの I/O ドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データベース
p.204 の 「2 つのホストの I/O ドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データ
ベース」 を参照してください。

■

2 つのホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データベース
p.206 の 「2 つのホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データ
ベース」 を参照してください。

■

単一ホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データベース
p.208 の 「単一ホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC データベー
ス」 を参照してください。

■

単一ホストのゲストドメインと I/O ドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC デー
タベース
p.211 の 「単一ホストの I/O ドメインとゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle
RAC データベース」 を参照してください。

論理ドメイン環境での SF Oracle RAC 配備の準備
Oracle VM Server for SPARC 環境に SF Oracle RAC を配備する前に、次のタスクを
完了します。
1.

Oracle VM Server のソフトウェアをインストールします。

2.

物理ホストをプライマリドメインとして設定します。
プライマリドメインは、デフォルトでは制御、IO、サービスのドメインとして機能します。

3.

新しい論理ドメインの設定を作成します。
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2 つのホストの I/O ドメイン上の SF Oracle RAC と
Oracle RAC データベース
この項では、2 つのホスト上の I/O ドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定
するために必要なタスクについて説明します。
このアプローチの利点は次のとおりです。
■

ホスト上のコンピュータリソースを他の論理ドメインに利用できます。

■

ストレージへの直接アクセスによりデータベースのパフォーマンスが向上します。

このアプローチの欠点は、I/O の負荷が大きいと、他の論理ドメイン上の I/O 遅延が長く
なることです。
図 7-1 に、このシナリオを示しています。
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2 つのホストの I/O ドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC
データベース

図 7-1
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2 つのホスト上の I/O ドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定するには

1

論理ドメイン環境を設定するための準備手順を完了します。
p.203 の 「論理ドメイン環境での SF Oracle RAC 配備の準備」 を参照してください。

2

セカンダリ I/O ドメインを作成します。

3

プライマリドメインからセカンダリ I/O ドメインに PCI バスをプロビジョニングします。

4

プライマリドメインに仮想ネットワークサービスを作成します。
サービスに接続されている仮想インターフェースは、セカンダリ I/O ドメインでパブ
リックインターフェースとして使われます。 セカンダリ I/O ドメインに残っているイン
ターフェースは、LLT ハートビートに使われます。

5

プライマリドメインに仮想ディスクサービスを作成します。
サービスに接続されている仮想ディスクは、セカンダリ I/O ドメインでルートディスク
として使われます。

6

ネーティブオペレーティングシステムのインストール方式を使って Solaris オペレー
ティングシステムをセカンダリ I/O ドメインにインストールします。
OS のインストール後、プロビジョニングされた PCI バス上のすべてのデバイスがセ
カンダリ I/O ドメインで表示されます。

7

2 つ目のホストで手順 2 から 6 を繰り返します。

8

SF Oracle RAC をインストールし、設定します。

9

Oracle RAC データベースを設定します。

2 つのホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と
Oracle RAC データベース
この項では、2 つのホスト上のゲストドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定
するために必要なタスクについて説明します。
このアプローチの利点は次のとおりです。
■

この設定は、完全に仮想化されたドメインを提供します。

■

ハードウェアリソースは他の論理ドメインと効果的に活用できます。

このアプローチの欠点は、仮想ドメインから物理ディスクへの直接ディスクアクセスがない
ため、ディスクのアクセス時間にわずかな遅れが生じる可能性があることです。
図 7-2 に、このシナリオを示しています。
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2 つのホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC
データベース

図 7-2
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2 つのホスト上のゲストドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定するには

1

論理ドメイン環境を設定するための準備手順を完了します。
p.203 の 「論理ドメイン環境での SF Oracle RAC 配備の準備」 を参照してください。

2

プライマリドメインに仮想ディスクサービスとネットワークサービスを作成します。
仮想サービスは、ゲスト論理ドメイン用に作成された仮想デバイスにバインドされま
す。ゲスト論理ドメインは、仮想サービスに接続された仮想デバイス経由で物理ハー
ドウェアにアクセスします。ストレージの各ディスクに個々のサービスを割り当てます。
これにより、ゲストドメイン内のディスクの順序を維持できます。

3

ゲストドメインを作成します。

4

ゲストドメインに仮想デバイスを作成し、プライマリドメインに作成された仮想サービ
スにそれをバインドします。

5

ネーティブオペレーティングシステムのインストール方式を使って Solaris オペレー
ティングシステムをゲストドメインにインストールします。

6

2 つ目のホストで手順 2 から 5 を繰り返します。

7

SF Oracle RAC をインストールし、設定します。

8

Oracle RAC データベースを設定します。

単一ホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と
Oracle RAC データベース
この項では、単一ホスト上のゲストドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定す
るために必要なタスクについて説明します。
メモ: この設定は、設定が同じである追加の物理ホストを使うことで 4 ノードクラスタとして
使う場合に推奨されます。
このアプローチの利点は次のとおりです。
■

物理サーバーの使用数を減らすと、非常に費用効果の高い設定になります。

■

この設定は、作成と保守が簡単です。 また、柔軟性があり移植も可能です。

■

複数のシステムにある多数のゲスト論理ドメインを結合して、より大きいクラスタを形成
できます。

■

プライマリドメインが再ブートすると、それに接続されているゲスト論理ドメインのみが
影響を受けます。セカンダリサービスドメインに接続されているゲスト論理ドメインは、
引き続き利用可能です。プライマリドメインを停止するとすべてのドメインが停止する
ことに注意してください。
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このアプローチの欠点は次のとおりです。
■

ハードウェア障害が単一点障害となり、関連付けられたすべてのドメインが終了しま
す。

■

T2000 サーバー上でこの設定を作成すると、ほとんどすべての物理リソースが消費さ
れます。

図 7-3 に、このシナリオを示しています。
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単一ホストのゲストドメイン上の SF Oracle RAC と Oracle RAC
データベース

図 7-3
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単一ホスト上のゲストドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定するには

1

論理ドメイン環境を設定するための準備手順を完了します。
p.203 の 「論理ドメイン環境での SF Oracle RAC 配備の準備」 を参照してください。

2

T5k、T4、T2000 のサーバーに分割 PCI 設定を作成します。
各バスは 2 つの NIC と 1 つの HBA を持ちます。

3

1 つのプライマリドメインと 1 つのセカンダリドメインを作成します。
プライマリドメインは、制御および I/O ドメイン（プライマリサービスドメイン）として使わ
れるように設定する必要があります。 セカンダリドメインは、最初は I/O ドメインとして
設定する必要があります。 次に、セカンダリ I/O ドメインを、セカンダリサービスドメイ
ンとして使われるように設定します。 プライマリドメインは、このセカンダリサービスド
メイン用のサービスを作成して割り当てるために使われます。
プライマリとセカンダリの両方のサービスドメインは、それぞれのパスを通してストレー
ジを認識します。

4

プライマリサービスドメインのディスクサービスとネットワークサービスを作成し、それ
をゲスト論理ドメイン A に割り当てます。

5

プライマリサービスドメインを使って、セカンダリサービスドメイン用に 1 組のディスク
サービスとネットワークサービスを別に作成して割り当てます。 これにより、ゲスト論
理ドメイン B のサービスがセカンダリサービスドメインによって提供されるようになりま
す。

6

ネーティブオペレーティングシステムのインストール方式を使って、セカンダリサービ
スドメインとゲスト論理ドメインに Solaris オペレーティングシステムをインストールし
ます。

7

SF Oracle RAC をインストールし、設定します。
メモ: NIC を使えないために優先度の低いハートビートリンクとして使われるパブリッ
クリンクを設定します。

8

Oracle RAC データベースを設定します。

単一ホストの I/O ドメインとゲストドメイン上の SF Oracle
RAC と Oracle RAC データベース
この項では、単一ホスト上のゲストドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定す
るために必要なタスクについて説明します。
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メモ: この設定は、設定が同じである追加の物理ホストを使うことで 4 ノードクラスタとして
使う場合に推奨されます。
このアプローチの利点は次のとおりです。
■

論理ドメインを追加する余地がない状態ですべてのリソースが利用されるシナリオ 3
とは異なり、ゲスト論理ドメインをいつでもホストに追加できます。

■

シナリオ 3 と比べ、この設定ではディスクのパフォーマンスが向上します。

■

プライマリドメインが再ブートすると、それに接続されているゲスト論理ドメインのみが
影響を受けます。セカンダリサービスドメインに接続されているゲスト論理ドメインは、
引き続き利用可能です。プライマリドメインを停止するとすべてのドメインが停止する
ことに注意してください。

このアプローチの欠点は、ハードウェア障害が単一点障害となり、関連付けられたすべて
のドメインが終了することです。
図 7-4 に、このシナリオを示しています。
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単一ホストの I/O ドメインとゲストドメイン上の SF Oracle RAC と
Oracle RAC データベース
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単一ホスト上のゲストドメインを、SF Oracle RAC を配備できるように設定するには

1

論理ドメイン環境を設定するための準備手順を完了します。
p.203 の 「論理ドメイン環境での SF Oracle RAC 配備の準備」 を参照してください。

2

T2000 サーバーに分割 PCI 設定を作成します。
各バスは 2 つの NIC と 1 つの HBA を持ちます。

3

セカンダリ I/O ドメインを作成します。

4

プライマリドメインからセカンダリ I/O ドメインに PCI バスをプロビジョニングします。

5

プライマリドメインに仮想ディスクサービスを作成します。サービスに接続されている
仮想ディスクは、セカンダリ I/O ドメインでルートディスクとして使われます。

6

プライマリサービスドメインのディスクサービスとネットワークサービスを作成し、それ
をゲストドメインに割り当てます。

7

ネーティブオペレーティングシステムのインストール方式を使って、セカンダリサービ
スドメインとゲストドメインに Solaris オペレーティングシステムをインストールします。

8

SF Oracle RAC をインストールし、設定します。
SF Oracle RAC の設定後に、次の手順を実行します。

9

■

NIC を使えないために優先度の低いハートビートリンクとして使われるパブリック
リンクを設定します。

■

Oracle Clusterware のインストール後に、コマンド「oifcfg」を実行します。
これは、ゲスト論理ドメインとセカンダリ I/O 論理ドメインのインターフェース名が
異なる問題を解決するために必要になります。

■

MultiPrivNic を手動で設定します。

Oracle RAC データベースを設定します。
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8
FSS 環境でのライブ移行の
サポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

FSS 環境のライブ移行について

■

FSS 環境での Oracle VM Server for SPARC システムのライブ移行の実行

FSS 環境のライブ移行について
FSS（Flexible Storage Sharing）環境の制御ドメイン間で Oracle VM Server for SPARC
システムを移行できます。 このサポートは現在、SF Oracle RAC 環境と SFCFSHA 環
境でテストされています。
移行では、元の制御ドメインで Oracle VM サーバーにアクセスできるすべてのデバイス
が新しい制御ドメインでもアクセスできる必要があります。 ただし、FSS 環境の制御ドメイ
ンに接続される DAS ディスクは新しい制御ドメインではアクセスできません。 そのため移
行では、VxVM 設定からローカル DAS デバイスを削除し、Oracle VM サーバーからも
それらをアンエクスポートする必要があります。 すべての実行中のアプリケーションとマウ
ントポイントは、移行中にリモートノードのストレージを使うことで、アクティブであり続けま
す。
ソースの制御ドメインからエクスポートされるすべてのデバイスは、Oracle VM サーバー
を移行するターゲットの制御ドメインに存在する必要があります。
ソースとターゲットの制御ドメインのファームウェアとアーキテクチャを同じにすることを推
奨します。
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FSS 環境での Oracle VM Server for SPARC システ
ムのライブ移行の実行
FSS（Flexible Storage Sharing）環境で Oracle VM Server for SPARC システムのラ
イブ移行を実行するには、次の手順を実行します。
FSS 環境で Oracle VM Server for SPARC システムのライブ移行を実行するには

1

Oracle VM Server for SPARC クラスタで、各 FSS ボリュームにターゲットの制御
ドメインのクラスタノード全体のミラーがあること検証します。
# vxprint

2

VxVM 設定から DAS デバイスを削除します。
# vxdmpadm exclude dmpnodename=vm_diskname
# vxdisk list

DMP から DAS デバイスを除外すると、除外したデバイスは vxdisk list の出力
で「リモートディスク」として表示されます。

3

リモートプレックスを使って、移行システムのアプリケーションとマウントポイントが正し
く動作していること検証します。
# cfsmntadm display

4

Oracle VM サーバーからデバイスをアンエクスポートします。
# ldm remove-vdisk vdisk_nameoracle_vm_name

5

Oracle VM サーバーシステムを移行します。
# ldm migrate oracle_vm_namecontroldomain_name

6

リモートプレックスを使って、移行システムのアプリケーションとマウントポイントが正し
く動作していること検証します。
# cfsmntadm display

移行したシステムを元の制御ドメインに戻す場合は必ず、移動して戻した後に Oracle
VMサーバーにローカル DAS デバイスをエクスポートし、ローカルアクセスのための VxVM
設定にそれらを追加します。
# ldm add-vdisk vdisk_name vdsdev@vds oracle_vm_name
# vxdmpadm include dmpnodename=vm_diskname
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VxVM 設定にローカル DAS デバイスを追加すると、手動で介入しなくても、ローカルプ
レックスによって自動的に再同期されます。
次のコマンドを使って、ローカルプレックスとローカル DAS デバイスの状態を検証できま
す。
# vxprint
# vxdisk list -o alldgs
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A
詳しい情報の入手先
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas InfoScale のマニュアル

■

Solaris の仮想化マニュアル

■

サービスとサポート

■

Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) について

Veritas InfoScale のマニュアル
最新のマニュアルは、SORT (Veritas Services and Operations Readiness Tools)
Web サイトで入手できます。マニュアルの形式は Adobe PDF (Portable Document
Format) です。
このリリースでのマニュアル変更について詳しくは、リリースノートを参照してください。
マニュアルの最新版を使用していることを確認してください。 マニュアルのバージョンは
各ガイドの 2 ページ目に記載されています。 マニュアルの発行日付は、各マニュアルの
タイトルページに記載されています。 マニュアルは誤記の訂正や修正を反映するために
定期的に更新されます。
https://sort.veritas.com/documents
適切なドキュメントを見つけるには、製品、プラットフォーム、その他のフィルタを指定する
必要があります。

Solaris の仮想化マニュアル
Oracle VM Server for SPARC（旧 Solaris Logical Domains）、ブランドゾーン、プロ
ジェクト、およびゾーンのインストールと設定について詳しくは、Oracle 社の Web サイト
（www.oracle.com）を参照してください。

付録 A 詳しい情報の入手先
サービスとサポート

Oracle 社は、Oracle VM Server for SPARC、ブランドゾーン、およびゾーン機能の更
新とパッチを定期的に提供しています。 詳しくは Oracle 社にお問い合わせください。

サービスとサポート
セルフサービスナレッジベースにアクセスするには、次の URL に移動します。
https://www.veritas.com/support/en_US.html

Veritas SORT (Services and Operations Readiness
Tools) について
Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) は、最も時間のかかる管
理タスクの一部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンター
をさらに効率的に管理し、Veritas 製品を最大限に活用できるようになります。
SORT によって実行できるようになる操作は、次のとおりです。
次のインストールまたは
■
アップグレードのための準
備
■

■

■

リスクの管理

効率の向上

製品のインストールとアップグレートの必要条件（オペレーティング
システムバージョン、メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含む）
を一覧表示する。
Veritas 製品をインストールまたはアップグレードする準備ができて
いるかどうかを判断するためにシステムを分析する。
中央リポジトリから最新のパッチ、マニュアル、高可用性エージェン
トをダウンロードする。
ハードウェア、ソフトウェア、データベース、オペレーティングシステ
ムの最新の互換性リストにアクセスする。

■

中央リポジトリにあるパッチ、アレイ固有のモジュール (ASL、APM、
DDI、DDL)、高可用性エージェントの変更について自動電子メー
ル通知を取得する。
システムと環境におけるリスクを識別して軽減する。

■

何百もの Veritas エラーコードの説明と解決策を表示する。

■

製品のバージョンとプラットフォームに基づいてパッチを検索して
ダウンロードする。
インストール済みの Veritas 製品とライセンスキーを一覧表示す
る。
環境をチューニングして最適化する。

■

■

■

メモ: SORT の機能の一部はすべての製品で使用できません。 SORT へは追加料金な
しでアクセスできます。
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SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.veritas.com
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