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1
ディザスタリカバリのための
Storage Foundation and
High Availability Solutions
の概要

■

第1章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて

■

第2章 ディザスタリカバリの計画

1
サポートされるディザスタリ
カバリシナリオについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディザスタリカバリのシナリオについて

■

キャンパスクラスタの設定について

■

RDC（Replicated Data Cluster）について

■

グローバルクラスタについて

■

Veritas InfoScale 製品スイートのコンポーネントのディザスタリカバリ機能のサポート

■

レプリケート環境での Storage Foundation and High Availability Solutions 7.0 製
品の仮想化サポート

ディザスタリカバリのシナリオについて
Storage Foundation は、アクティブ設定による費用効率が高い短距離間のディザスタリ
カバリを提供します。ディザスタリカバリの必要条件の効果的な管理のために長距離のレ
プリケーションソリューションも提供します。
このマニュアルでは、キャンパスクラスタ、グローバルクラスタ、次の Storage Foundation
and High Availability Solutions 製品を使ったディザスタリカバリフェールオーバーの
RDC（Replicated Data Cluster）の設定方法について説明します。
■

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）

■

SF Oracle RAC（Storage Foundation™ for Oracle® RAC）

■

SF Sybase CE（Storage Foundation™ for Sybase® Adaptive Server Enterprise
Cluster Edition）

■

Cluster Server（VCS）

第 1 章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて
ディザスタリカバリのシナリオについて

■

Volume Replicator（VVR）

メモ: SF Sybase CE のディザスタリカバリのシナリオは、 Cluster Volume Manager と
Veritas Volume Replicator の使用にかぎりテストおよびサポートされています。
SFCFSHA の設定について詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
SF Oracle RAC の設定について詳しくは、『Storage Foundation for Oracle RAC 管
理者ガイド』を参照してください。
SF Sybase CE の設定について詳しくは、『Storage Foundation for SF Sybase ASE
CE 管理者ガイド』を参照してください。
VCS 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。
VVR 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。
表 1-1 に、キャンパスクラスタ、グローバルクラスタ、およびレプリケートされたデータクラ
スタディザスタリカバリの設定の主な使用例を一覧表示します。
表 1-1
使用例の説明

ディザスタリカバリの設定の主な使用例
ディザスタリカバリの推奨設定

実稼動サイトから地理的に分散されたディザスタ グローバルクラスタでの Cluster Server HA/DR
リカバリ（DR）サイトへの業務上重要なアプリケー
p.21 の 「 VCS グローバルクラスタの動作」 を参
ションのディザスタリカバリ。
照してください。
■ 2 つのサイト間の距離は 80 km（50 マイル）
グローバルクラスタでの SFRAC
を超えます
■ アプリケーションデータはレプリケーションを
介して DR サイトで使用できるようになります
■ アプリケーションは、ある時点（アクティブ/パッ
シブ）での 1 つのサイトでのみでアクティブ
であると見なされます
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第 1 章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて
キャンパスクラスタの設定について

使用例の説明

ディザスタリカバリの推奨設定

実稼動サイトから地理的に分散されたディザスタ レプリケートされたデータクラスタ（RDC）での
リカバリ（DR）サイトへの業務上重要なアプリケー Cluster Server HA/DR
ションのディザスタリカバリ。
p.20 の 「 VCS レプリケーションデータクラスタ
■ 2 つのサイト間の距離は 80 km（50 マイル） の動作」 を参照してください。
以下です
■ アプリケーションデータはレプリケーションを
介して DR サイトで使用できるようになります
■ アプリケーションは、ある時点（アクティブ/パッ
シブ）での 1 つのサイトでのみでアクティブ
であると見なされます
■ サイト内のアプリケーションの自動フェール
オーバー、サイト間の自動フェールオーバー
実稼動サイトから地理的に分散されたディザスタ キャンパスクラスタでの Cluster Server HA/DR
リカバリ（DR）サイトへの業務上重要なアプリケー
p.13 の 「 VCS キャンパスクラスタの動作」 を参
ションのディザスタリカバリ。
照してください。
■ 2 つのサイト間の距離は 80 km（50 マイル）
リモートミラー化のための Storage Foundation
以下です
■ アプリケーションデータはリモートミラー化を
介して DR サイトで使用できるようになります
■ アプリケーションは、ある時点（アクティブ/パッ
シブ）での 1 つのサイトでのみでアクティブ
であると見なされます
■ サイト内のアプリケーションの自動フェール
オーバー、サイト間の自動フェールオーバー
2 つの地理的に分散したサイト間の業務上重要 キャンパスクラスタでの Cluster Server
なアプリケーションの高可用性。
p.13 の 「 VCS キャンパスクラスタの動作」 を参
■ 2 つのサイト間の距離は 80 km（50 マイル） 照してください。
以下です
リモートミラー化およびパラレルクロスサイトアク
■ アプリケーションデータはリモートミラー化を
セスのための Storage Foundation Cluster File
介して DR サイトで使用できるようになります System High Availability
■ アプリケーションは両方のサイト（アクティブ/
アクティブ）で同時にアクティブであると見な リモートミラー化およびパラレルクロスサイトアク
セスのためのキャンパスクラスタでの SFRAC
されます

キャンパスクラスタの設定について
キャンパスクラスタを設定することにより、単一の VCS クラスタで、ローカルの範囲内の高
可用性とディザスタリカバリ機能を実現します。この設定では、データミラー化を使って、
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第 1 章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて
キャンパスクラスタの設定について

異なるサイトにデータを複製します。ホストベースまたはアレイベースのレプリケーション
は関与しません。
VCS は、Veritas Volume Manager を使ってミラー化を行うディスクグループを活用する
キャンパスクラスタをサポートします。

VCS キャンパスクラスタの要件
VCS キャンパスクラスタに関する次の要件を確認してください。
■

VCS をインストールする必要があります。

■

2 つのサイトからなり、各サイトに少なくとも 1 台のノードが存在する単一の VCS クラ
スタが必要であり、それらのサイト間の物理的な距離は 80km 以内にとどまっている
ものとします。 サイトが 80 km よりも離れている場合、グローバルクラスタオプション
（GCO）の設定を実行できます。

■

ノード間の冗長ネットワーク接続が必要です。 ストレージへのすべてのパスも冗長化
されている必要があります。
シマンテック社は、キャンパスクラスタの設定に関して次のことをお勧めします。
■

ストレージと LLT プライベートネットワークに関する一般的なサイト間物理インフ
ラ。
シマンテック社では、ストレージと LLT プライベートネットワークに一般的なサイト
間物理インフラを推奨します。

■

ネットワークの高密度波長分割多重（DWDM）とサイトにわたる I/O などの技術。
冗長リンクを使ってネットワークエラーの影響を最小化します。

■

Veritas Volume Manager と FMR ライセンスの組み合わせと、Site Awareness ライ
センスをインストールする必要があります。

■

シマンテック社は、リンク障害イベントによるデータの破損を防止するために I/O フェ
ンシングを設定することをお勧めします。
詳しくは、『Cluster Server 設定およびアップグレードガイド』を参照してください。

■

VxVM に関するサイトベースの割り当てとサイト一貫性の要件を満たすようにストレー
ジを設定する必要があります。
■

適切な VxVM サイト名を使って、サイト内のすべてのノードにタグを付ける必要が
あります。

■

適切な VxVM サイト名を使ってすべてのディスクにタグを付ける必要があります。

■

キャンパスクラスタ内に存在する両方のサイトの VxVM サイト名を、ディスクグルー
プに追加する必要があります。

■

ディスクグループ内に存在する各ボリュームの allsites 属性を on に設定する必
要があります （デフォルトでは、この値は on に設定されています）。

■

ディスクグループの siteconsistent 属性は on に設定する必要があります。
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■

サイトの各ホストはストレージスイッチに接続されている必要があります。 スイッチはす
べてのサイトでストレージアレイにアクセスできる必要があります。

■

FSS（Flexible Storage Sharing）機能が使われている環境では、ノードは外部スト
レージスイッチに接続されない場合があります。 ローカルに接続されたストレージは、
サイト内とサイト中のノードとネットワークを共有できるようにエクスポートされる必要が
あります。 FSS について詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System 管理
者ガイド』を参照してください。

■

SF Oracle RAC のキャンパスクラスタでは、両方のサイトから割り当てられたストレー
ジ付きのミラーボリュームが必要です。

VCS キャンパスクラスタの動作
このトピックでは、VCS と VxVM の組み合わせにより、キャンパスクラスタ環境で高い可
用性を提供する方法について説明します。
キャンパスクラスタの設定では、VxVM は複数のサイト間でボリュームを自動的にミラー化
します。 読み取り処理速度を向上させるために、VxVM はアプリケーションが動作してい
るローカルサイトにある複数のプレックスから読み取りを行います。 VxVM は両方のサイ
トにあるプレックスに対して書き込みを行います。
どちらかのサイトでストレージエラーが発生した場合は、VxVM はエラーサイトに存在す
るすべてのディスクをディスクグループから切断し、データ一貫性を維持します。 エラー
が発生したストレージがオンラインに復帰した時点で、VxVM は自動的にそのサイトをディ
スクグループに接続し、プレックスを修復します。
詳しくは、『 Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。
サービスグループまたはシステムの障害が発生した時点で、クラスタ属性 SiteAware と
サービスグループ属性 AutoFailOver に対して設定した値に基づいて、VCS はサービ
スグループをフェールオーバーします。
キャンパスクラスタを設定する場合、サイトを定義して、定義したサイトにシステムを追加
する必要があります。 システムは 1 つのサイトにのみ属すことができます。 サイト定義は
VCS 全体で同じです。サイト Veritas Operations Manager、および VxVM を定義でき
ます。 同じサイト内部でフェールオーバーするには、接続したアプリケーションを制限す
るようにサイトの依存関係を定義します。
サイトは次を使って定義できます。
■

Veritas InfoScale Operations Manager
サイトの設定について詳しくは、『Veritas InfoScale Operations Manager ユーザー
ズガイド』の最新版を参照してください。

AutoFailOver 属性値に基づいた、VCS によるフェールオーバー動作は次のようになり
ます。
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0

VCS はサービスグループをフェールオーバーしません。

1

VCS はサービスグループを別の適切なノードにフェールオーバーします。
デフォルトでは、AutoFailOver 属性の値は 1 に設定されています。

2

同じサイト内に他の適切なノードが存在する場合、VCS はサービスグルー
プをフェールオーバーします。 それ以外の場合、VCSは管理者が対処し、
他のサイト内に存在する適切なノードに対してサービスグループのフェール
オーバーを実行するまで待機します。
この設定を使用するには、HA/DR ライセンスを有効にしておく必要がありま
す。
シマンテック社は、AutoFailOver 属性の値を、2 に設定することをお勧めし
ます。

VCS の main.cf 内では、これらのサービスグループの属性に関するサンプルの定義は
次のようになります。
cluster VCS_CLUS (
PreferredFencingPolicy = Site
SiteAware = 1
)
site MTV (
SystemList = { sys1, sys2 }
)
site SFO (
Preference = 2
SystemList = { sys3, sys4 }
)

hybrid_group を AutoFailover = 1 に、failover_group を AutoFailover = 2 にした設定
例は次のようになります。
hybrid_group (
Parallel = 2
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 = 2, sys4 = 3 }
)
failover_group (
AutoFailover = 2
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 = 2, sys4 = 3 }
)

表 1-2 に、考えられるいくつかのエラーシナリオと、VCS キャンパスクラスタがそれらのエ
ラーからの修復を実行する方法を示します。

14

第 1 章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて
キャンパスクラスタの設定について

表 1-2

キャンパスクラスタでのエラーのシナリオ

エラー

説明とリカバリ

ノードエラー

■

■

一方のサイトで 1 台のノードエラーが発生しました。
AutoFailOver 属性の値が 1 に設定されている場合、VCS は、クラスタ
に対して定義された同じサイト内、または SystemZones 属性の中で定
義されているか、Veritas InfoScale Operations Manager で定義され
た同じサイト内にある別のシステムにサービスグループをフェールオー
バーします。
一方のサイトですべてのノードのエラーが発生しました。

AutoFailOver 属性の値が 0 に設定されている場合、どちらのノードエラー
が発生した状況でも、VCS は管理者が対処してフェールオーバーを実行
することを必要とします。
アプリケーションエ
ラー

動作は、ノードエラーの場合と同等です。

ストレージエラー ストレージでエラーが発生しても VCS はサービスグループをフェールオー
一方のサイトで 1 台 バーしません。
以上のディスクのエ
ディスクのエラーが発生したサイトで、ディスクグループに属するボリューム
ラーが発生
のいずれかが有効なプレックスを 1 つも所有していない場合、VxVM はそ
のサイトをディスクグループから切断します。
次の状況では、VxVM はサイトをディスクグループから切断しません。
■

エラーが発生したディスク上でプレックスがまったく設定されていない。

■

エラーが発生したディスク上でいくつかのプレックスが設定済みであり、
各サイトで少なくとも 1 つのボリュームに対応するプレックスが存続して
いる。

エラーが発生したディスクのうち数台のみがオンラインに復帰し、vxrelocd
デーモンが動作している場合、VxVM はエラーが発生した残りのディスクを、
利用可能な任意のディスクに再配置します。 その後、VxVM は自動的にサ
イトをディスクグループに再接続し、プレックスを再同期化してボリュームを
修復します。
エラーが発生したディスクすべてがオンラインに復帰した場合、VxVM は自
動的にサイトをディスクグループに再接続し、プレックスを再同期化してボ
リュームを修復します。
ストレージエラー VCS は、DiskGroup エージェントの PanicSystemOnDGLoss 属性の値
両方のサイトですべ に基づいて動作します。
てのディスクのエ
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
ラーが発生
ください。
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エラー

説明とリカバリ

サイトエラー

一方のサイトですべてのノードとストレージのエラーが発生しました。
AutoFailOver 属性値に基づいて、VCS はサービスグループを次のように
フェールオーバーします。
■

■

値が 1 に設定されている場合、VCS はサービスグループをシステムに
フェールオーバーします。
値が 2 に設定されている場合、VCS は管理者が対処して、他のサイト
にある システムにサービスグループのフェールオーバーを実行すること
を必要とします。

エラーが発生したサイトにあるストレージはアクセス不可能なので、VCS は
アプリケーションサービスグループにディスクグループをインポートし、エラー
が発生したサイトに存在しているすべてのデバイスに対して NODEVICE と
いうマークを付けます。
エラーが発生したサイトに存在しているストレージがオンラインに復帰した場
合、VxVM は自動的にサイトをディスクグループに再接続し、プレックスを再
同期化してボリュームを修復します。
ネットワークエラー 各サイトに存在しているノードが、もう一方のサイトに存在しているノードに対
（LLT 相互接続のエ する接続を失います。
ラー）
ノード間のすべてのプライベート相互接続でエラーが発生した場合、スプリッ
トブレインのシナリオが生じてデータが破損する可能性があります。
スプリットブレインを発生させる可能性のある他の原因と、I/O フェンシングが
共有データの破損を防止する方法を参照してください。
シマンテック社は、キャンパスクラスタ内でのデータの破損を防止するため
に I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
クラスタ属性 PreferredFencingPolicy の値を Siteに設定すると、コーディ
ネーションポイントの獲得処理の間、フェンシングドライバは、優先度が高い
サイトが存在するノードを優先します。 VCS はサイトレベル属性の
Preference を使ってノードの重みを判断します。
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エラー

説明とリカバリ

ネットワークエラー 各サイトに存在しているノードが、ストレージおよびもう一方のサイトに存在し
（LLT とストレージ相 ているノードに対する接続を失います。
互接続のエラー）
シマンテック社は、スプリットブレインとシリアルスプリットブレインの条件を防
止するために I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
■

■

I/O フェンシングが設定されている場合の動作:
制御権を獲得できなかったサイトでは、システムパニックが発生します。
ネットワーク接続をユーザーが修復した場合、VxVM はエラーが発生し
ていたサイトに存在しているストレージを検出し、自動的にサイトをディス
クグループに再接続し、プレックスを再同期化してボリュームを修復しま
す。
I/O フェンシングが設定されていない場合の動作:
そのようなエラーが発生している間、アプリケーションサービスグループ
がサイト A でオンライン状態だった場合、そのアプリケーションサービス
グループは同じサイト上でオンライン状態にとどまります。 ストレージは
アクセス不可能なので、VxVM はエラーが発生していたサイトに存在し
ているディスクをディスクグループから切断します。 サイト B ではアプリ
ケーションサービスグループはオフライン状態なので、VCS はこのアプ
リケーションサービスグループをオンライン化し、ディスクグループをイン
ポートし、サイト A に存在しているすべてのデバイスに対して NODEVICE
というマークを付けます。 したがって、アプリケーションサービスグループ
は両方のサイトでオンライン状態になり、各サイトはローカルストレージを
使用します。 この結果、互いに整合性のない複数のデータコピーが発
生し、サイト単位のスプリットブレインにつながります。
ユーザーがこれらのサイト間でネットワーク接続を復元した段階で、シリ
アルスプリットブレインが存在する可能性があります。
シリアルスプリットブレイン条件からの復元について詳しくは、『 Storage
Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

VCS キャンパスクラスタの一般的な設定
図 1-1 に、VCS キャンパスクラスタの一般的な設定を示します。
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VCS キャンパスクラスタの一般的な設定

図 1-1

キャンパスクラスタ
サイト A (プライマリ)

ノード1

サイト B (セカンダリ)

パブリック
ネットワーク

ノード2

ノード3

ノード4

プライベート
ネットワーク

スイッチ

スイッチ

ディスクアレイ

ディスクアレイ

VxVM ミラー化ボリューム

スイッチ

サイト C

ディスクアレイ

調整ポイント

VCS キャンパスクラスタには通常、次の特性があります。
■

単一の VCS クラスタが複数のサイトにまたがります。
サンプルの図では、VCS は 4 台のノードで設定されています。ノード 1 とノード 2 は
サイト A に、ノード 3 とノード 4 はサイト B に配置されています。

■

I/O フェンシングは、キャンパスクラスタを構成する各サイトに属する 1 つのコーディ
ネータディスクと、3 番目のサイトに属するもう 1 つのコーディネータディスクを使って
設定されています。
図 1-1 に、ディスクベースの I/O フェンシングの一般的な設定を示します。サーバー
ベースの I/O フェンシングも設定できます。
各サイトからの 2 つのコーディネータディスクと、3 番目のサイトの CP サーバーから
構成される、混合モードのフェンシングもサポートされます。
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■

共有データは、Veritas Volume Manager を使って設定されているディスクグループ
上に存在するミラー化ボリュームに配置されています。

■

アプリケーションで必要とされるボリュームは、両方のサイトにミラーを有しています。

■

クラスタ内に存在するすべてのノードは、VxVM サイト名を使ったタグを付けられてい
ます。サイトに所属するすべてのディスクは、対応する VxVM サイト名を使ったタグを
付けられています。

■

ディスクグループは VCS の中で DiskGroup タイプのリソースとして設定され、Mount
リソースタイプを使用してマウントされます。

RDC（Replicated Data Cluster）について
Replicated Data Cluster では、共有ディスクは存在しません。代わりに、レプリケーショ
ン製品が、ノードまたはサイト間のデータを同期します。レプリケーションは、アプリケー
ション、ホストまたはストレージのレベルで実行することができます。アプリケーションレベ
ルのレプリケーション製品には、Oracle DataGuard などがあり、システム間のデータの
一貫性を SQL またはデータベースレベルで維持します。また、ホストベースのレプリケー
ション製品には、Veritas Volume Replicator などがあり、論理ボリュームレベルでデータ
の一貫性を維持します。 ストレージベースまたはアレイベースのレプリケーションは、ディ
スクまたは RAID の LUN レベルでデータの一貫性を維持します。
図 1-2 に、共有ディスクと RDC を混成したハイブリッド型のクラスタを示します。この例で
は、共有ディスクのノードと RDC のノードで、サービスグループの優先度を変更していま
す。
図 1-2

共有ストレージ RDC（Replicated Data Cluster）

サービスグループ

レプリケーション

RDC はローカルにフェールオーバーできないように設定することも可能ですが、前述の
ような共有ディスクとの混成を推奨します。
p.20 の 「 VCS レプリケーションデータクラスタの動作」 を参照してください。
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VCS レプリケーションデータクラスタの動作
RDC 設定の動作を理解するために、VCS レプリケーションデータクラスタ（RDC）の中で
設定されたアプリケーションを例として取り上げます。RDC 設定には次の 2 つのシステ
ムゾーンがあります。
■

プライマリゾーン（ゾーン 0）。プライマリサイトに配置され、プライマリストレージに接続
されたノードで構成されます。

■

セカンダリゾーン（ゾーン 1）。セカンダリサイトに配置され、セカンダリストレージに接
続されたノードで構成されます。

アプリケーションは、クラスタ内のすべてのノードにインストールおよび設定されています。
アプリケーションデータを各 RDC サイトの共有ディスクに置き、RDC サイト間で複製す
ることにより、データの同時性が保たれます。アプリケーションサービスグループは、現在
のプライマリゾーンでオンライン状態であり、クラスタ内でフェールオーバーするよう設定
されています。
図 1-3 に、VCS レプリケーションデータクラスタで設定されるアプリケーションを示します。
VCS レプリケーションデータクラスタ設定

図 1-3

クライアント

ゾーン 0

クライアント

クライアント

クライアント

リダイレクト
されたクライ
アント

パブリック
ネットワーク

ゾーン 1

プライベート
ネットワーク

サービス
グループ

サービス
グループ

アプリケー
ションフェー
ルオーバー

レプリケーション
データ

個別のストレージ

個別のストレージ

システムまたはアプリケーションに障害が発生した場合、VCS はアプリケーションサービ
スグループを同じ RDC サイト内にある別のシステムにフェールオーバーしようと試みま
す。ただし、プライマリの RDC サイト内にフェールオーバー先のノードが見つからない場
合は、サービスグループを現在セカンダリである RDC サイト（ゾーン 1）に切り替えます。
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グローバルクラスタについて
グローバルクラスタは、別々の場所にあるクラスタをリンク接続し、広域フェールオーバー
およびディザスタリカバリを有効にします。
ローカルクラスタは、それぞれのサイトまたは建物で、フェールオーバーを実行します。
キャンパスクラスタまたは RDC を構築することで、局所的な災害に対処することが可能
です。洪水、台風および地震などの大規模な災害の場合、街や地域全体で停電が発生
することがあります。このような場合、物理的に遠く離れた場所にあるサイトにアプリケー
ションをフェールオーバーすることによって、データの可用性を実現します。
図 1-4 に、グローバルクラスタ構成を示します。
グローバルクラスタ

図 1-4

クライアント

クライアント

クラスタ A

クライアント

クライアント

リダイレクト
されたクライ
アント

パブリック
ネットワーク

クラスタ B

アプリケーション
フェールオーバー
Oracle
グループ

Oracle
グループ

レプリケーション
データ

個別のストレージ

個別のストレージ

グローバルクラスタでは、あるシステム上のアプリケーションに障害が発生した場合、その
アプリケーションは同じクラスタ内の別のシステムにフェールオーバーします。クラスタ全
体に障害が発生した場合、アプリケーションは別のクラスタにフェールオーバーされます。
また、グローバルレベルのクラスタ化では、ローカルクラスタの共有ディスク上のデータを
リモートサイトのクラスタにレプリケーションしておく必要があります。

VCS グローバルクラスタの動作
ローカルクラスタは、それぞれのサイトまたは建物で、フェールオーバーを実行します。た
だし、これらの設定は、洪水、台風、地震など、都市や地域全体の機能が麻痺するような
大規模災害には対応できません。大規模な災害の場合、クラスタ全体が影響を受ける可
能性があります。
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このような場合、VCS グローバルクラスタでは、物理的に遠く離れた場所にあるリモートク
ラスタにアプリケーションをフェールオーバーすることによって、データの可用性を実現し
ます。
VCS グローバルクラスタに設定された Oracle データベースを例として取り上げます。
Oracle は、A、B 両方のクラスタにインストールされています。Oracle データを各クラスタ
内の共有ディスクに置き、クラスタ間で複製することにより、データの同時性が保たれま
す。Oracle サービスは、クラスタ A のシステムでオンライン状態であり、クラスタ A および
B でグローバルにフェールオーバーするよう設定されています。
図 1-5 に、サンプルのグローバルクラスタ設定を示します。
グローバルクラスタの設定例

図 1-5

クライアント

クラスタ A

クライアント

クライアント

クライアント

リダイレクト
されたクライ
クラスタ
アント

パブリック
ネットワーク

B

アプリケーション
フェールオーバー
Oracle
グループ

Oracle
グループ

レプリケーション
データ

個別のストレージ

個別のストレージ

VCS は、継続的に監視を行い、クラスタ間でイベントを伝達します。クラスタ間通信によ
り、グローバルクラスタは常に、グローバルクラスタの中で設定されたサービスグループの
状態を把握できます。
システムまたはアプリケーションに障害が発生した場合、VCS は Oracle サービスグルー
プを同じクラスタ内にある別のシステムにフェールオーバーします。クラスタ全体の障害
時には、グローバルクラスタに属するリモートクラスタにサービスグループをフェールオー
バーします。また、アプリケーションが新しい場所でオンライン化されると、クライアントのリ
ダイレクトも行います。

グローバルクラスタでのユーザー権限
クラスタ間のオンライン操作またはオフライン操作は、その操作を開始するユーザーが次
の権限のうちいずれかを保持している場合にのみ VCS で許可されます。
■

リモートクラスタのグループに対する Group Administrator または Group Operator
権限
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■

リモートクラスタの Cluster Administrator または Cluster Operator 権限

クラスタ間の切り替え操作は、その操作を開始するユーザーが次の権限を保持している
場合のみ VCS で許可されます。
■

両クラスタのグループに対する Group Administrator または Group Operator 権限

■

両クラスタの Cluster Administrator または Cluster Operator 権限

VCS グローバルクラスタ: 構成単位
VCS では、次の機能によって、広域での高可用性からディザスタリカバリにまで概念が
拡張されています。
■

リモートクラスタオブジェクト
p.23 の 「 リモートクラスタオブジェクトの視覚化」 を参照してください。

■

グローバルサービスグループ
p.24 の 「グローバルサービスグループについて」 を参照してください。

■

グローバルクラスタの管理
p.24 の 「グローバルクラスタの管理について」 を参照してください。

■

シリアル化
p.25 の 「シリアル化について - Authority 属性」 を参照してください。

■

耐性と優先権
p.26 の 「耐性と優先権について」 を参照してください。

■

広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント
p.27 の 「 広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント」 を参照して
ください。

■

2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるスプリットブレイン
p.29 の 「Steward プロセスについて: 2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるス
プリットブレインの処理」 を参照してください。

■

安全な通信
p.30 の 「 グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化」 を参照してください。

リモートクラスタオブジェクトの視覚化
VCS では、VCS CLI や Veritas InfoScale Operations Manager などの VCS の管理
に使われる任意のサポート対象コンポーネントを使って、リモートクラスタオブジェクトを視
覚化できます。
リモートクラスタは、設定ファイル main.cf で定義できます。 リモートクラスタ設定ウィザー
ドは、この定義を行うための使いやすいインターフェースです。 このウィザードは、必要な
設定の変更を行って、接続されているすべてのクラスタの main.cf ファイルを更新しま
す。
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グローバルサービスグループについて
グローバルサービスグループは、広域フェールオーバーを有効にするプロパティを備え
た通常の VCS グループです。グローバルサービスグループの ClusterList 属性は、そ
のグループがフェールオーバーできるクラスタのリストを定義します。グローバルサービス
グループは、所属するすべてのクラスタ上に同じ名前で設定する必要があります。 グロー
バルグループ設定ウィザードには、グローバルグループを設定するための使いやすいイ
ンターフェースが用意されています。
VCS エージェントは、クラスタ間フェールオーバー時のレプリケーションを管理します。
p.27 の 「 広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント」 を参照してくだ
さい。

グローバルクラスタの管理について
VCS では、任意のクラスタのどのシステムからでもグローバルサービスグループを操作
（オンライン化、オフライン化、切り替え）できます。クラスタの操作に必要な適切な権限で
ログインする必要があります。
p.22 の 「グローバルクラスタでのユーザー権限」 を参照してください。
サービスグループのオンライン化や切り替えは、任意のクラスタおよびシステム上で行え
ます。対象のシステムが指定されていない場合、VCS は FailOverPolicy を使ってシス
テムを特定します。
リモートクラスタオブジェクトの管理には、Wide Area Connector（wac）プロセスによって
実行されるクラスタ間通信を使います。

Wide Area Connector プロセスについて
Wide Area Connector（wac）は、フェールオーバーアプリケーションリソースで、クラスタ
間通信を実現します。
図 1-6 では、Wide Area Connector のプロセスを示します。
図 1-6
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広域コネクタ（wac）プロセスは各クラスタ内の 1 つのシステム上で動作し、リモートクラス
タのシステムに接続します。 このプロセスは、クラスタ、サービスグループおよびシステム
に関する情報をやり取りします。 この情報のやり取りにより、VCS はグローバルクラスタを
設定するすべてのクラスタの状態を 1 つにまとめて表示できます。 また、wac プロセスは
広域ハートビートを管理し、リモートクラスタの状態を判断します。 さらに、クラスタ間でコ
マンドを伝達し、送信もとのクラスタに結果を返します。
VCS には、Wide Area Connector（wac）相互間の情報のやり取りをセキュアにするオプ
ションがあります。
p.30 の 「 グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化」 を参照してください。

広域ハートビートエージェントについて
広域ハートビートエージェントは、クラスタ間のハートビートを管理します。ハートビートは、
リモートクラスタの状態監視に使われます。 VCS 広域ハートビートエージェントには Icmp
と IcmpS が含まれます。 他の VCS リソースエージェントは VCS エンジンに状態を報告
しますが、ハートビートエージェントは状態を WAC プロセスに直接報告します。 ハート
ビートの名前は、ハートビートタイプの名前と同じである必要があります。 特定のハート
ビートタイプのハートビートは 1 つのみ追加できます。
p.25 の 「広域ハートビートエージェントの設定例」 を参照してください。
カスタム広域ハートビートエージェントを作成できます。 たとえば、SRDF 用の VCS レプ
リケーションエージェントには、Symmetrix アレイ用のカスタムハートビートエージェントが
含まれます。
hahb -add heartbeatname コマンドを使うとハートビートを追加でき、hahb -modify

コマンドを使うとハートビートエージェントのデフォルト値を変更できます。

広域ハートビートエージェントの設定例
以下は広域ハートビートエージェントの設定例です。
Heartbeat Icmp (
ClusterList = {priclus
Arguments @Cpriclus =
{"10.209.134.1"
)

シリアル化について - Authority 属性
VCS では、グローバルサービスグループの操作がシリアルに行われるため、タイミングに
関する問題が回避され、安定した処理速度を実現できます。Authority 属性によって、
サービスグループが複数のクラスタ内で同時にオンライン化されることはありません。
Authority は永続的なサービスグループ属性であり、グローバルサービスグループをオン
ライン化する権限を持つクラスタを指定します。この属性を実行時に変更することはでき
ません。
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2 クラスタのあるグローバルグループで、1 つのサービスグループを 2 人の管理者が同
時にオンライン化しようとした場合、Authority 属性の値に基づいて一方のコマンドは受
理され、もう一方は拒否されます。
Authority 属性は、権限を持たないクラスタでサービスグループがオンライン化されること
を防止します。 権限を持っているクラスタが停止している場合は、hagrp -online -force
service_group コマンドを使って強制的にテイクオーバーできます。このコマンドを使う
と、災害が発生したときにアプリケーションを別のクラスタにフェールオーバーできます。
メモ: クラスタがグループの権限を持っていても、このクラスタ上でグループがオンライン
になることが保証されるわけではありません。この属性は、単にクラスタ内でサービスグ
ループをオンラインにする権限を指定するだけです。Authority 属性の有無によって、フ
リーズ、自動無効化、未調査などのオンライン化を妨げる設定が上書きされることはありま
せん。
権限を有するクラスタがない場合は、権限をシードする必要があります。
グローバルグループのオフライン操作は任意のクラスタから実行でき、この権限を変更す
る必要はありません。これは、グループのオフライン化が、必ずしもクラスタ間フェールオー
バーの実行を意図しているわけではないためです。

Authority 属性と AutoStart 属性について
Authority および AutoStart 属性は連携して動作することにより、マルチクラスタ設定に
おける潜在的な同時性違反を防ぐことができます。
AutoStartList 属性が設定されており、グループの Authority 属性が 1 に設定されてい
る場合、VCS エンジンは、wac プロセスが対象システムに接続されるのを待ちます。接
続が失敗した場合、システムが停止していることを示し、AutoStart プロセスが実行されま
す。接続が成功した場合、HAD はリモートスナップショットを待ちます。このシステムがグ
ループの権限を持っており、リモートグループがオンラインである場合（テイクオーバーの
ため）、ローカルクラスタはグループをオンライン化せず、権限を放棄します。
Authority 属性が 0 に設定されている場合、AutoStart は呼び出されません。

耐性と優先権について
VCS グローバルクラスタは、Wide Area Connector プロセスと ClusterService グルー
プを使って耐性を維持します。Wide Area Connector プロセスは、クラスタ内で少なくと
も 1 つのノードが動作していれば動作します。
Wide Area Connector、そのエイリアスおよび notifier は、ClusterService グループの
コンポーネントです。
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広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント
VCS エージェントは、広域フェールオーバーの一部である外部オブジェクトを管理でき
ます。 これらのオブジェクトには、レプリケーション、DNS の更新などが含まれます。 これ
らのオブジェクトは、属性や再起動を指定するための堅ろうなフレームワークを備えてお
り、フェールオーバー時にオンラインにできます。
DNS エージェント

DNS エージェントは、広域フェールオーバーの実行後、ドメイン
ネームサーバーの正規名マッピングを更新します。
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。
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VCS agents for VVR

VCS グローバルクラスタの設定では、次の VCS Agents for VVR
を使うことができます。
■

■

■

■

■

■

RVG エージェント
RVG エージェントは、RVG（Replicated Volume Group）を
管理します。 具体的には、RVG のオンライン化、RVG への
読み書きアクセスの監視および RVG のオフライン化を行い
ます。 VVR を使ってレプリケーションを行う場合は、このエー
ジェントを使います。
RVGPrimary エージェント
RVGPrimary エージェントは、アプリケーションのフェール
オーバー後、セカンダリサイトからプライマリサイトへの移行、
すなわちテイクオーバーを行います。 このエージェントでは、
オフライン化および monitor ルーチンに関連するアクション
は実行されません。
RVGShared エージェント
RVGShared エージェントは共有環境の RVG を監視します。
これは並列リソースです。 RVGShared エージェントは、クラ
スタの RVG を使うように並列アプリケーションを設定できま
す。 RVGShared エージェントは共有ディスクグループ環境
の RVG を監視します。
RVGSharedPri エージェント
RVGSharedPri エージェントを使うことにより、VCS 環境でパ
ラレルグループの VVR RDS の移行とテイクオーバーが可
能になります。 RVGSharedPri タイプのリソースをオンライン
にすると、ローカルホストの RVG がプライマリになります。
RVGLogowner エージェント
RVGLogowner エージェントは、CVM クラスタ内のノードを
ログ所有者として割り当てたり、割り当ての解除を行います。
これはフェールオーバーリソースです。 RVGLogowner エー
ジェントでは、クラスタ内のノードをログ所有者として割り当て
たり、割り当ての解除を行います。 共有ディスクグループ環
境では、セカンダリに対するデータのレプリケーションを行え
るのはログ所有者である 1 つのノードのみです。
RVGSnapshot エージェント
ファイアドリルサービスグループで使われる RVGSnapshot
エージェントは、領域最適化スナップショットを取得します。こ
れにより、ファイアドリルの操作中にアプリケーションをセカン
ダリサイトにマウントできます。
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。

CVM 環境では、RVGShared エージェント、RVGSharedPri
エージェント、RVGLogOwner エージェント、RVGSnapshot エー
ジェントがサポートされます。 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。

28

第 1 章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて
グローバルクラスタについて

サードパーティ製のレプリケー VCS には、サードパーティが提供するその他のアレイベースま
ション技術向け VCS エージェ たはアプリケーションベースのレプリケーションソリューション向け
ント
のエージェントも用意されています。 これらのエージェントは High
Availability Agent Pack ソフトウェアに付属します。
VCS がサポートするレプリケーション技術の一覧については、『
High Availability Agent Pack Getting Started Guide』を参照し
てください。

Steward プロセスについて: 2 つのクラスタのグローバルクラスタ
におけるスプリットブレインの処理
グローバルクラスタの 2 つのクラスタ間でハートビートがすべて失敗した場合は、次のい
ずれかの状態を意味します。
■

リモートクラスタの障害

■

2 つのクラスタ間のすべての通信リンクの破損

3 つ以上のクラスタがあるグローバルクラスタでは、VCS は、接続されているクラスタに対
し、リモートクラスタが停止していることを確認するよう要求します。 このメカニズムを照会
と呼びます。
2 ノードのクラスタでは、VCS は Steward プロセスを使って、広域スプリットブレインの発
生を最小限に抑えます。 Steward プロセスは、グローバルクラスタ設定の外部のシステ
ムで、スタンドアロンのバイナリとして動作します。
図 1-7 は、2 つのクラスタを持つ設定の内部でスプリットブレインの発生を最小限に抑え
る Steward プロセスを示しています。
図 1-7

Steward プロセス: 2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるス
プリットブレインの処理

クラスタ B

クラスタ A
Steward

2 つのクラスタ間のすべての通信リンクが失われた場合、各クラスタは inquiry メッセージ
を使って Steward に問い合わせを行います。 Steward は、問題のクラスタに ICMP ping
を送信し、そのクラスタが動作している場合は否定応答で、そのクラスタが停止している
場合は肯定応答で返答します。 Steward は、3 つ以上のクラスタの設定にも使えます。
VCS には、Steward プロセスと Wide Area Connector（WAC）の間で情報のやり取りを
保全するオプションがあります。

29

第 1 章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて
グローバルクラスタについて

p.30 の 「 グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化」 を参照してください。
非セキュア設定では、グローバルクラスタノードと異なるプラットフォーム上で Steward プ
ロセスを設定できます。 異なるプラットフォームで Steward プロセスを実行する場合につ
いては、安全な設定はテストされていません。
たとえば、Linux システムで実行されるグローバルクラスタに対して、Windows システム
の Steward プロセスを実行できます。 ただし、Linux 用の VCS リリースには、Linux 用
の Steward バイナリしか含まれていません。 Windows 用の Steward バイナリについて
は、Windows クラスタ上の VCS インストールディレクトリ（通常は C:¥Program
Files¥VERITAS¥Cluster Server）からコピーする必要があります。
Steward は、各クラスタから Steward を実行するホストへ、それぞれ独立したパスがある
場合のみ有効です。 2 つのクラスタ間でパスが 1 つしかない場合は、障害が発生する
と、電話または何らかのメッセージングシステムを介してリモートサイトの管理者に手動で
確認し、スプリットブレインを回避する必要があります。 VCS グローバルクラスタは、デフォ
ルトでは、管理者の確認を得て、クラスタの境界を越えたアプリケーションのフェールオー
バーを行います。 ClusterFailOverPolicy 属性を Auto に設定すると、自動フェールオー
バーを設定できます。
Steward プロセス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。
Steward のデフォルトポートは 14156 です。

グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化
グローバルクラスタの場合、VCS には、次の種類の情報のやり取りをセキュアにするオプ
ションが用意されています
■

Wide Area Connector 相互間の情報のやり取り。

■

Wide Area Connector と Steward プロセスの間での情報のやり取り。

認証をセキュアにするために、Wide Area Connector プロセスは、各クラスタノード上で
ローカル認証ブローカー内にあるアカウントという形でセキュリティコンテキストを取得しま
す。
WAC アカウントは HAD および Command Server と同じドメインに属し、次の形式で指
定します。
name = WAC
domain = VCS_SERVICES@cluster_uuid

セキュアモードで動作しているすべてのクラスタの中で、Wide Area Connector プロセス
を設定する必要があります。 Wide Area Connector プロセスがセキュアモードで動作し
ている場合、Steward もセキュアモードで実行する必要があります。
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CP サーバーと VCS クラスタの通信に対する設定の非セキュア
からセキュアへの移行
次の手順では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）と VCS クラスタの設
定を非セキュアからセキュアに移行する方法を説明します。 この手順は、CP サーバーと
VCS クラスタ間の Symantec Product Authentication Services（AT）ベースの通信に
のみ適用されます。
CP サーバーと VCS クラスタの設定を非セキュアからセキュアに移行するには

1

CP サーバーを使うすべてのクラスタノードで VCS を停止します。
# hastop -all

2

すべてのクラスタのすべての VCS クラスタノードでフェンシングを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

3

各 CP サーバーで次のコマンドを使ってすべての CP のサーバーを停止します。
# hagrp -offline CPSSG -any

4

CP サーバーとすべてのクライアントでセキュリティが通信に対して設定されているこ
とを確認します。
詳しくは、『Cluster Server 設定およびアップグレードガイド』を参照してください。

5

■

CP サーバーが SFHA クラスタでホストされている場合は、各 CP サーバーでこ
の手順を実行します。
CPSSG サービスグループ内のマウントリソースをオンラインにします。
# hares -online cpsmount -sys local_system_name

残りの手順を完了します。
■

6

CP サーバーがシングルノード VCS クラスタでホストされている場合は、手順 8
にスキップして、残りの手順を完了します。

マウントリソースがオンラインになったら、デフォルトの場所から共有ストレージに
credentials ディレクトリを移動します。
# mv /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER /etc/VRTSvcs/db/

7

CP サーバーのすべてのノードでソフトリンクを作成します。
# ln -s /etc/VRTScps/db/CPSERVER ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER

8

security=1 に設定するように各 CP サーバーの /etc/vxcps.conf を編集します。
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9

次のコマンドを使って CP サーバーを起動します。
# hagrp -online CPSSG -any

10 クラスタの最初のノードで /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf を編集し、
UseFence=SCSI3 属性を削除します。
クラスタの最初のノードで VCS を起動した後、クラスタのその他すべてのノードで
VCS を起動します。

11 インストーラを使って各クラスタでフェンシングを再設定します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -fencing

Veritas InfoScale 製品スイートのコンポーネントのディ
ザスタリカバリ機能のサポート
表 1-3 に、Veritas InfoScale 製品スイートのコンポーネントで利用可能な高可用性とディ
ザスタリカバリ機能を示します。
Veritas InfoScale 製品スイートコンポーネントでサポートされる機能

表 1-3
高可用性機能とディザス VCS
タリカバリ機能

VCS

高可用性（HA）を確保するク Y
ラスタ化

SFHA

SFCFS HA

SFRAC

SF Syb CE

Y

Y

Y

Y

Y

データベースとアプリケーショ Y
ン/ISV エージェント

Y

Y

Y

Y

Y

高度なフェールオーバーのロ Y
ジック

Y

Y

Y

Y

Y

I/O フェンシングのデータ整
合性の保護

Y

Y

Y

Y

Y

Y

高度な仮想マシンサポート

Y

Y

Y

Y

Y

N

Virtual Business Services

Y

Y

Y

Y

Y

N

VVR のレプリケーションエー N
ジェント

Y

O

O

O

O

HA/DR

32

第 1 章 サポートされるディザスタリカバリシナリオについて
Veritas InfoScale 製品スイートのコンポーネントのディザスタリカバリ機能のサポート

高可用性機能とディザス VCS
タリカバリ機能

VCS

サードパーティ製のアレイ
N
ベースのレプリケーション向
けレプリケーションエージェン
ト
RDC（Replicated Data
Cluster）

SFHA

SFCFS HA

SFRAC

SF Syb CE

Y

O

O

O

N

N

Y

O

O

N

N

キャンパスまたはストレッチク N
ラスタ

Y

O

O

O

N

VVR を使ったグローバルクラ N
スタ化

Y

O

O

O

O

サードパーティ製のアレイ
ベースのレプリケーションを
使ったグローバルクラスタ化

N

Y

O

O

O

N

ファイアドリル

N

Y

O

O

O

N

HA/DR

■

Y=機能はライセンスに含まれています。

■

O=機能はライセンスに含まれませんが、別にライセンス付与される場合があります。

■

N=機能はライセンスでサポートされません。

次のコンポーネントは、複数のサードパーティ製レプリケーションオプションをサポートし
ます。
■

Cluster Server（VCS）

■

SFHA（Storage Foundation High Availability）

■

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）

■

Storage Foundation for Oracle RAC（SF Oracle RAC）

Storage Foundation for Sybase CE は今回のみ VVR レプリケーションをサポートしま
す。
サードパーティ製レプリケーションのサポートの現在の情報については
https://sort.symantec.com/agents を参照し、［エージェントのタイプ］の下にある［レプリ
ケーションエージェント］を選択します。
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Veritas InfoScale 製品スイートのコンポーネント全体のデータ―ベー
スでサポートされるレプリケーション

表 1-4
データベースのレプリケー VCS
ションのサポート

VCS

DB2

Y

単一インスタンス Oracle

SFHA

SFCFS HA

SFRAC

SF Syb CE

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Oracle RAC

N

N

N

N

Y

N

Sybase

Y

Y

Y

Y

N

N

Syabase ASE CE

N

N

N

N

N

Y

HA/DR

単一インスタンス Oracle と Oracle RAC のレプリケーションのサポートには、SFDB
（Storage Foundation for Databases）ツールのレプリケーションのサポートが含まれま
す。

レプリケート環境での Storage Foundation and High
Availability Solutions 7.0 製品の仮想化サポート
SORT に一覧表示される、VCS がサポートするすべてのレプリケーションエージェントは
ゲスト内でサポートされます（仮想から仮想へのクラスタ化）。レプリケーションエージェン
トのゲスト内のサポートマトリックスは VCS サポートマトリックスと同じです。VCS が仮想
プラットフォームのゲスト内でサポートされる場合、レプリケーションエージェントもサポー
トされます。
Linux の場合:
サポート対象の Linux 仮想化技術:
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）および SLES（SUSE Linux Enterprise Server）
向けの KVM（カーネルベースの仮想マシン）技術

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

■

Microsoft Hyper-V

■

OVM（Oracle Virtual Machine）

仮想環境でのレプリケーションエージェントサポートの前提条件
RDM に対しての VMware、物理ディスクまたはスライスオプションなしのディスク Lun に
対しての LDOM といったように、データディスクはパススルーデバイスとしてゲストに対し
て可視化される必要があります。
例外:
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Firedrill 機能は次のレプリケーションエージェントの仮想環境でサポートされません。
■

EMC MirrorView

■

HP-UX EVA CA

Firedrill 機能のみが影響を受けます。これらのレプリケーションエージェントは、ゲスト内
のレプリケーションを管理するために使うことができます。
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2
ディザスタリカバリの計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタ設定の計画

■

データレプリケーションの計画

クラスタ設定の計画
Storage Foundation and High Availability Solutions では、キャンパスクラスタやグロー
バルクラスタなど、マルチサイトクラスタでのディザスタリカバリ設定を実行できます。マル
チサイトクラスタでは、建物の様々な場所、別々の建物、または別々の都市にノードを配
置できます。ノード間の距離は、保護を必要とする災害の種類およびデータをレプリケー
トするために使用されるテクノロジによって異なります。 Storage Foundation and High
Availability では、データレプリケーション用のさまざまなレプリケーションテクノロジがサ
ポートされます。
災害によって引き起こされる停止からクラスタを保護するには、クラスタコンポーネントを
地理的に分離する必要があります。

キャンパスクラスタ設定の計画
キャンパスクラスタは、ストレッチクラスタまたはリモートミラー設定とも呼ばれます。キャン
パスクラスタでは、クラスタのホストおよびストレージは、数マイル間隔の複数のサイトにま
たがります。
Storage Foundation キャンパスクラスタを設定するときは、次のベストプラクティスを考慮
してください。
■

通常、キャンパスクラスタのサイトは、冗長性を備えた大容量ネットワークを使って接
続されます。このネットワークは、ストレージへのアクセスと、クラスタノード間でのプラ
イベートネットワーク通信を行います。単一の DWDM リンクをストレージとプライベー
トネットワーク通信の両方に使うことができます。

第 2 章 ディザスタリカバリの計画
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■

サイトに属するディスクまたはエンクロージャを、対応する VxVM サイト名に関連付け
ます。 ボリュームを作成するとき、ボリュームのサイズを変更するとき、ボリュームのレ
イアウトを変更するときに、そのボリュームを含む VxVM ディスクグループ内のディス
クがそのサイト名に関連付けられている場合には、VxVM は正しいサイトからストレー
ジを割り当てます。

■

各ホストを、対応する VxVM サイト名に関連付けます。 ボリュームの読み取りポリシー
が SITEREAD に設定されていることを確認してください。 この設定によって、それらの
ボリューム上での読み取りがローカルサイトのプレックスから行われます。

■

アプリケーションに必要なデータが含まれるすべてのボリュームが均等にミラー化され
るように、それらのボリュームの allsites 属性をオンにします。FlashSnap ログボ
リュームを含め、アプリケーションデータをホスティングするすべてのボリュームのミラー
を、各サイトに 1 つ以上配置する必要があります。

■

サイト対応プレックスの切断を有効にするために、ディスクグループとボリュームの
siteconsistent 属性をオンにします。スナップショットボリュームにはサイト一貫性
は必要ありません。

■

2 サイトのキャンパスクラスタの場合は、第 3 のサイトに 3 つ目のコーディネータディ
スクを配置します。 第 3 のサイトでは、ダークファイバーで接続された FC-SAN ディ
スクの代わりに iSCSI ディスクを使用できます。または、3 番目のコーディネーション
ポイントとして Coordination Point Server（CPS）を使うこともできます。

■

Fast Resync 操作を有効にするために、DCO ログバージョン 20 以上がボリューム
に関連付けられていることを確認してください。

■

データボリュームを含むすべてのディスクグループに対して、global または local
として CVM ディスクを設定します。
OCR と投票ディスクの場合、ディスクグループポリシーを local 切断ポリシーに設定
することをお勧めします。

レプリケートされたデータクラスタの設定の計画
VCS RDC（Replicated Data Cluster）設定は、アプリケーションにとって堅ろうで管理し
やすいディザスタリカバリを実現します。たとえば、 Volume Replicator または変更され
たデータをレプリケートするためのサポート対象のサードパーティ製レプリケーション技術
を使って、VCS クラスタのローカルでの高可用性のために設定された単一インスタンス
のデータベースを、対災害用の RDC インフラストラクチャに変更できます。
RDC を設定するときは、次のベストプラクティスを考慮してください。
■

RDC のシステムゾーンを定義した場合は、各サイトのサイトとシステムが正しく認識さ
れることを確認します。

■

レプリケートされたノード間に専用のデュアル LLT リンクがあることを確認します。
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■

RDC 設定で使われるサイトがメトロ限度内にあるため、通常は同期レプリケーション
が使われます。使用するレプリケーション技術が同期レプリケーションモードをサポー
トしていることを確認します。

RDC はまた、サポート対象のサードパーティ製レプリケーション技術を使って設定するこ
ともできます。
p.38 の 「データレプリケーションの計画」 を参照してください。

グローバルクラスタ設定の計画
グローバルクラスタは、災害が発生した場合に、地理的に分散したクラスタ間でアプリケー
ションをフェールオーバーする機能を提供します。
グローバルなクラスタ化には 2 つの手順があります。
1.

サイト間でのデータのレプリケーション

2.

地理的に離れたサイトに VCS クラスタを設定し、それらの間にグローバルクラスタ接
続を構築

ディザスタリカバリソリューションを設計するときは、次の要素を考慮する必要があります。
■

災害発生時に失われるデータの量（Recovery Point Objective）

■

災害発生後の許容リカバリ時間（Recovery Time Objective）

データレプリケーションの計画
データレプリケーションを計画する場合、ハードウェアとソフトウェアのさまざまなレプリケー
ションテクノロジを調べ、データスループットの必要レベルなどの重要な考慮事項を確認
することが大切です。

データレプリケーションオプション
ディザスタリカバリソリューションは、各種のハードウェアとソフトウェアのレプリケーション
技術をサポートします。
ハードウェアのレプリケーショ ■
ンオプションの例
■

Hitachi True Copy
IBM Metro Mirror

■

IBM SVC

■

EMC Mirrorview

ソフトウェアのレプリケーション ■
オプションの例
■

Volume Replicator（VVR）
Oracle Data Guard
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サポート対象のレプリケーション技術の詳しいリストは、シマンテック社の Web サイトで参
照できます。
https://sort.symantec.com/agents

データレプリケーションの注意事項
レプリケーションソリューションを選択するとき、考慮する必要がある重要な要素の 1 つは
データスループットの必要レベルです。データスループットとは、アプリケーションに対し
て期待されるデータの書き込み速度です。レプリケーションに対する書き込み操作の影
響は読み取り操作よりも重要です。
レプリケーションオプションを選択するときは、前に説明したビジネスニーズだけでなく、
次の要素を考慮する必要があります。
■

レプリケーションのモード

■

ネットワーク帯域幅

■

2 つのサイト間のネットワーク遅延

■

リモートサイトが最初のサイトでのデータ変更に遅れずに対応できること
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2
キャンパスクラスタの実装

■

第3章 VCS と SFHA 用のキャンパスクラスタの設定

■

第4章 SFCFSHA、SFRAC 用のキャンパスクラスタの設定

3
VCS と SFHA 用のキャン
パスクラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

キャンパスクラスタの設定について

■

キャンパスクラスタでのファイアドリル

■

DiskGroupSnap エージェントについて

■

キャンパスクラスタでのファイアドリルの実行について

キャンパスクラスタの設定について
キャンパスクラスタ環境を設定するには、次のタスクを実行する必要があります。
■

「キャンパスクラスタを設定するための準備」

■

「データ破損を防止するための I/O フェンシングの設定」

■

「キャンパスクラスタ設定向けの VxVM ディスクグループの設定」

■

「キャンパスクラスタ向けの VCS サービスグループの設定」

キャンパスクラスタを設定するための準備
設定を行う前に、VCS キャンパスクラスタに関する要件を確認してください。
p.12 の 「 VCS キャンパスクラスタの要件」 を参照してください。
キャンパスクラスタを設定するための準備をするには

1

物理的なインフラを設定します。

第 3 章 VCS と SFHA 用のキャンパスクラスタの設定
キャンパスクラスタの設定について

■

各ノードで、ローカルストレージアレイとリモートストレージアレイに対するアクセス
権を設定します。

■

プライベートハートビートネットワークを設定します。

p.17 の 「 VCS キャンパスクラスタの一般的な設定」 を参照してください。

2

各ノードに VCS をインストールし、2 つのサイトのそれぞれに少なくとも 1 台のノー
ドが存在するクラスタを形成します。
詳しくは、『Cluster Server 設定およびアップグレードガイド』を参照してください。

3

各ノードに、必要なライセンスとともに VxVM をインストールします。
手順については、『Storage Foundation and High Availability 設定およびアップ
グレードガイド』を参照してください。

データ破損を防止するための I/O フェンシングの設定
通信障害イベントによるデータの破損を防止するために次のタスクを実行し、I/O フェン
シングを設定します。
詳しくは、『Cluster Server 設定およびアップグレードガイド』を参照してください。
データ破損を防止するために I/O フェンシングを設定するには

1

3 番目のサイトでストレージを設定します。
DWDM を 3 番目のサイトまで拡張し、3 番目のサイトにあるストレージに対する FC
SAN 接続を確立することもできます。 3 番目のサイトにあるコーディネータディスク
として、iSCSI ターゲットを使用することもできます。

2

I/O フェンシングの設定

キャンパスクラスタ設定向けの VxVM ディスクグループの設定
リモートミラー化に合わせて VxVM ディスクグループを設定するために、次の手順に従っ
てください。
VxVM コマンドについて詳しくは、『 Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
メモ: Veritas InfoScale Operations Manager を使って、リモートミラー化のための VxVM
ディスクグループを設定することもできます。
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キャンパスクラスタ設定向けの VxVM ディスクグループを設定するには

1

各ホストでサイト名を設定します。
# vxdctl set site=sitename

サイト名は /etc/vx/volboot ファイルに格納されます。 サイト名を表示するには、次
のコマンドを使用します。
# vxdctl list | grep siteid

2

単一のエンクロージャ内に存在するすべてのディスクに対してサイト名を設定しま
す。
# vxdisk settag site=sitename encl:enclosure

特定のディスクに対してタグを付けるには、次のコマンドを実行します。
# vxdisk settag site=sitename disk

3

ディスクがサイトに対して登録されていることを確認します。
# vxdisk listtag

4

両方のサイトから、複数のディスクによって形成されるディスクグループを作成しま
す。
# vxdg -s init diskgroup siteA_disk1 siteB_disk2

5

ディスクグループに対して登録しようとする各サイトに対して、作成したディスクグルー
プに対するサイトベースの割り当てを設定します。
# vxdg -g diskgroup addsite sitename

6

ディスクグループに対してサイトの一貫性を設定します。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=on

7

ディスクグループ内で 1 つ以上のミラー化ボリュームを作成します。
# vxassist -g diskgroup make volume size nmirror=1/2

すべてのホストにサイト対応ライセンスがインストールされている状態で、ユーザーが
作成したボリュームには、デフォルトで次の特性があります。
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■

allsites 属性は on に設定されます。ボリュームに対応して、各サイトで少なく

とも 1 つのプレックスが存在しています。
■

ボリュームはサイト間で自動的にミラー化されます。

■

読み取りポリシー rdpol は、siteread に設定されます。

■

ボリュームは、ディスクグループに対して設定されているサイト一貫性の値を継承
します。

キャンパスクラスタ向けの VCS サービスグループの設定
VCS の制御下でディスクグループを設定するための手順に従い、VCS の属性を設定し
てキャンパスクラスタ内でフェールオーバーを定義します。
キャンパスクラスタ向けに VCS サービスグループを設定するには

1

キャンパスクラスタ内で動作するアプリケーションに対して、VCS サービスグループ
（app_sg）を作成します。
hagrp -add app_sg
hagrp -modify app_sg SystemList node1 0 node2 1 node3 2 node4 3

2

システムゾーンかサイトを設定します。 サービスグループに対して SystemZones
属性を設定します。 サイトが Veritas InfoScale Operations Manager を通して設
定されるときは、この手順を省略します。
hagrp -modify app_sg SystemZones node1 0 node2 0 node3 1 node4 1

3

グローバルフェールオーバーポリシーを設定します。 サービスグループに対して
AutoFailOver 属性の値を設定します。
hagrp -modify app_sg AutoFailOver 2

4

キャンパスクラスタ向けに作成したディスクグループに関して、VCS サービスグルー
プ app_sg に対して DiskGroup リソースを追加します。
hares -add dg_res1 DiskGroup app_sg
hares -modify dg_res1 DiskGroup diskgroup_name
hares -modify dg_res1 Enabled 1

5

app_sg サービスグループに対してアプリケーションリソースと他の関連リソースを設
定します。

6

サービスグループをオンラインにします。
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Veritas InfoScale Operations Manager を使った VxVM および VCS
用のキャンパスクラスタの設定
Veritas InfoScale Operations Manager を使用してキャンパスクラスタの VxVM および
VCS ディスクグループを設定する前に、ディスクグループまたはクラスタからサイトタグを
削除する必要があります。また Veritas InfoScale Operations Manager によって設定さ
れたすべてのタグ付けも削除する必要があります。
Veritas InfoScale Operations Manager の Multi Site Management を使用して Storage
Foundation と Cluster Server オブジェクトにまたがってキャンパスクラスタを管理する方
法について詳しくは『Veritas InfoScale Operations Manager ユーザーズガイド』を参照
してください。
VxVM サイトタグ情報を削除するには

1

ホストがどのサイトに属するのかを確認し、各ホストで次のコマンドを実行します。
# vxdctl list | grep siteid

2

各ホストで、定義されたサイト名を削除します。
# vxdctl [-F] unset site

インポートしたディスクグループをサイトに登録する場合は、-F オプションが必須で
す。

3

任意で、ディスクグループの自動タグ付けをオフにします。
# vxdg -g diskgroup set autotagging=off

4

ディスクグループに対してサイトの一貫性が有効になっているかどうかを確認します。
# vxdg list diskgroup | grep siteconsistent

5

ディスクグループに対するサイトの一貫性の必要条件を無効にします。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=off

6

各サイトのサイトレコードをディスクグループで識別します。
# vxprint -g diskgroup | grep ^SR

7

各サイトのサイトレコードをディスクグループで登録解除します。
# vxdg -g diskgroup rmsite sitename
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8

ディスクグループのサイトタグを一覧表示します。
# vxdg listtag [diskgroup]

9

ディスクグループからサイトタグを削除します。
# vxdg [-g diskgroup] rmtag [encl:enclosure] site=sitename

10 どのディスクまたはエンクロージャがサイトに登録されているかを調べます。
# vxdisk [-g diskgroup] listtag

11 ディスクまたはエンクロージャからサイトタグを削除します。
# vxdisk rmtag site=sitenamedisk|encl:enclosure

VCS サイトタグ情報を削除するには

1

クラスタ設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

クラスタのサイトタグ付け情報を一覧表示します。
# hasite -list

3

クラスタのサイトタグ付け情報を削除します。
# hasite -modify sitename SystemList -delete -keys
# hasite -delete sitename

4

設定をダンプします。
# haconf -dump -makero

キャンパスクラスタでのファイアドリル
ファイアドリルは、擬似的なフェールオーバーを実行し、アプリケーションの停止やユー
ザーアクセスの中断を招くことなく設定の設定の障害対応をテストします。
このプロセスには、ファイアドリルサービスグループを作成することが含まれますが、もとの
アプリケーションサービスグループを作成するのに似た作業です。リモートノードでファイ
アドリルサービスグループをオンライン化することによって、アプリケーションサービスグ
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ループをフェールオーバーし、必要に応じてリモートサイトでオンライン化できることを証
明できます。
ファイアドリルサービスグループは外部のクライアントまたはリソースの他のインスタンスと
連動しません。したがって、アプリケーションサービスグループがオンラインであってもファ
イアドリルサービスグループは安全にオンラインにすることができます。ファイアドリルは、
リモートサイトでのみ実行してください。もとのアプリケーションがオンラインになっている
ホストで、ファイアドリルサービスグループをオンラインにすることはできません。

DiskGroupSnap エージェントについて
DiskGroupSnap エージェントは、クラスタ環境での VxVM ディスクグループとボリューム
のサイト対応とエラー対応を検証します。 キャンパスクラスタでファイアドリルを実行する
ために、ファイアドリルサービスグループ内で DiskGroupSnap タイプのリソースを設定
する必要があります。
メモ: ファイアドリルを実行するには、アプリケーションサービスグループをプライマリサイ
トでオンラインにしておく必要があります。
ドリルを実行している間、DiskGroupSnap エージェントは次のことを実行します。
■

サイト内に存在する各ノードに対して、エージェントはアプリケーションサービスグルー
プの SystemZones 属性と、そのノードに対応する VxVM サイト名の相関を示しま
す。

■

アプリケーションサービスグループ内に存在するディスクグループごとに、エージェン
トは VxVM サイトタグがそのディスクグループに対して定義されていることを検証しま
す。

■

アプリケーションサービスグループ内に存在するディスクグループごとに、エージェン
トはセカンダリサイト内に存在するディスクに対して、プライマリサイト内に存在するディ
スクと同じ VxVM サイトタグが付けられていないことを検証します。

■

エージェントは、ディスクグループ内に存在するすべてのボリュームが、各サイトでプ
レックスを所有していることを検証します。

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。

キャンパスクラスタでのファイアドリルの実行について
このトピックでは、キャンパスクラスタでファイアドリルを実行する方法について説明しま
す。
ファイアドリルを実行するには、次のタスクを実行します。
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■

「ファイアドリルサービスグループの設定」

■

「キャンパスクラスタでのファイアドリルの正常な実行」

ファイアドリルサービスグループの設定
このトピックでは、ファイアドリルサービスグループの設定方法についての情報を提供しま
す。
ファイアドリルサービスグループを設定するには

1

2

アプリケーションサービスグループと同様の手順で、ファイアドリルサービスグループ
を設定します。ただし、次の例外があります。
■

AutoFailOver 属性を 0 に設定する必要があります。

■

ネットワーク関連のリソースを設定してはなりません。

■

ファイアドリスサービスグループの中では、DiskGroup リソースと Mount リソース
に対応するディスクグループの名前には、「_fd」を追加する必要があります。
たとえば、アプリケーションサービスグループの中で DiskGroup 属性の値が
ccdg である場合、それに対応するファイアドリルサービスグループ内の値は
ccdg_fd であることが必要です。
アプリケーションサービスグループの中で Mount 属性の値が
/dev/vx/dsk/ccdg/ccvol である場合、それに対応するファイアドリルサービスグ
ループ内の値は /dev/vx/dsk/ccdg_fd/ccvol であることが必要です。

DiskGroupSnap タイプのリソースを追加します。 DiskGroupSnap リソースに対し
て TargetResName 属性と FDSiteName 属性を定義します。
属性について詳しくは、『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。

3

DiskGroup リソースが DiskGroupSnap リソースに依存するよう、依存関係を作成し
ます。

4

ファイアドリルサービスグループがアプリケーションサービスグループに対して offline
local 依存関係を持つように、グループ依存関係を作成します。

キャンパスクラスタでのファイアドリルの正常な実行
アプリケーションを実行していないシステムゾーンの中にあるノードで、ファイアドリルサー
ビスグループをオンラインにします。ファイアドリルサービスグループがオンラインになるこ
とを確認します。この作業により、ソリューションが正しく設定され、プライマリサイトで障害
（災害）が発生した場合は、運用サービスグループがリモートサイトにフェールオーバー
することが検証されます。
ファイアドリルサービスグループがオンラインになっているノード、またはディスクグループ
がオンラインになっているノードで、ノードを停止する前または VCS をローカルで停止す
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る前に、ファイアドリルサービスグループをオフラインにする必要があります。この操作を
実行しなかった場合、ノードが再起動した後、プライマリサイトにインポートされたディスク
グループに対して、ユーザーがファイアドリルを手動で再接続する必要が生じます。
メモ: ファイアドリルを実行しようとするアプリケーションに対して、それらのアプリケーショ
ンリソースタイプに対する FireDrill 属性の値を 1 に設定する必要が生じます。ファイアド
リルが完了した後で、この値を 0 に再設定してください。
ファイアドリルを正常に実行するには

1

ファイアドリルサービスグループのリソースに対してリソースレベルの FireDrill 属性
を上書きします。

2

アプリケーションリソースの FireDrill 属性を 1 に設定します。これは、アプリケーショ
ンサービスグループとファイアドリルサービスグループが同時にオンラインになって
いる場合に、エージェントが同時性違反を報告するのを防ぎます。

3

ファイアドリルサービスグループをオンライン状態にします。
ファイアドリルサービスグループがオンラインにならない場合は、VCS エンジンログ
を確認して、問題のトラブルシューティングを行います。これにより、運用サービスグ
ループで必要な対応措置を取ることができます。
警告: ファイアドリルが完了した後、ファイアドリルサービスグループをオフラインにす
る必要があります。その結果、アプリケーションサービスグループのフェールオーバー
動作が影響を受けることはありません。この作業を実行しなかった場合、プライマリサ
イトで災害が発生したときに、リソースの競合が原因でアプリケーションサービスグ
ループをセカンダリサイトにフェールオーバーすることができません。

4

ファイアドリルが完了した後で、ファイアドリルサービスグループをオフラインにしま
す。

5

リソースに対する Firedrill 属性を 0 に再設定します。

6

リソースレベルからの Firedrill 属性を元に戻すか、上書きします。
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SFCFSHA、SFRAC 用の
キャンパスクラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFCFSHA または SF Oracle RAC のディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタ
の設定について

■

パラレルクラスタデータベース環境のキャンパスクラスタの設定の準備

■

データ破損を防止するための I/O フェンシングの設定

■

パラレルクラスタデータベース環境のキャンパスクラスタの VxVM ディスクグループの
設定

■

SFCFSHA と SF Oracle RAC のキャンパスクラスタの VCS サービスグループの設
定

■

パラレルキャンパスクラスタのチューニングガイドライン

■

パラレルキャンパスクラスタのベストプラクティス

SFCFSHA または SF Oracle RAC のディザスタリカバ
リのためのキャンパスクラスタの設定について
キャンパスクラスタ:
■

ノード間のネットワークアクセスを保証する高速ケーブルを使って接続されます。

■

単一のクラスタで、ローカルの範囲内の高可用性とディザスタリカバリ機能を実現しま
す。

■

Veritas Volume Manager（VxVM）を使ってサイトにわたってミラー化を行う共有ディ
スクグループを活用するキャンパスクラスタをサポートしています。
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■

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）と SF
（Storage Foundation）for Oracle RAC を含む SFHA（Storage Foundation and
High Availability）Solution 製品でサポートされます。

メモ: キャンパスクラスタは現時点で Storage Foundation for Sybase CE ではサポート
されません。
次の高レベルのタスクは、パラレルクラスタデータベース環境のキャンパスクラスタの設定
手順を示します。 例の値は SF for Oracle RAC に指定されたもので、別のデータベー
スアプリケーションを使う SFCFSHA クラスタと適合する必要があります。
次の高レベルのタスクは、SF for Oracle RAC 環境のパラレルキャンパスクラスタの設定
手順を示します。
表 4-1

ディザスタリカバリ用のパラレルキャンパスクラスタを設定するため
のタスク

タスク

説明

キャンパスクラスタを設定するための準備 p.53 の 「パラレルクラスタデータベース環境のキャン
パスクラスタの設定の準備」 を参照してください。
データ破損を防止するための I/O フェン
シングの設定

p.42 の 「データ破損を防止するための I/O フェンシ
ングの設定」 を参照してください。

Oracle RAC Clusterware とデータベー
スのバイナリをインストールする準備

『Storage Foundation for Oracle RAC 設定および
アップグレードガイド』を参照してください。

キャンパスクラスタ用の VxVM ディスクグ
ループの設定

p.56 の 「パラレルクラスタデータベース環境のキャン
パスクラスタの VxVM ディスクグループの設定」 を参
照してください。

Oracle RAC Clusterware とデータベー
スバイナリのインストール

Oracle RAC の場合は、『Storage Foundation for
Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照
してください。
SFCFSHA の場合は、データベースのマニュアルを参
照してください。

VCS サービスグループの設定

p.60 の 「SFCFSHA と SF Oracle RAC のキャンパ
スクラスタの VCS サービスグループの設定」 を参照し
てください。

SF Oracle RAC の設定例は、4 つのノードで構成されるキャンパスクラスタ（各サイトに
2 つのノード）の設定手順を示します。 各ノードは SF Oracle RAC 7.0 を実行していま
す。
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4 ノード SFRAC
キャンパスクラスタの物理的な構
SF Oracle RAC の設定例
成図

図 4-1
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表 4-2

SF Oracle RAC キャンパスクラスタの設定例

サイト

ハードウェアの説明

サイト 1:

サーバー: sys1 と sys2

サイト 1

共有 LUN:

クラスタ名: clus1

disk01
disk02
disk03
disk04（コーディネータディスクとして使われる）
disk05

サイト 2:

サーバー: sys3 と sys4

サイト名: site2

共有 LUN:

クラスタ名: clus1

disk06
disk07
disk08
disk09（コーディネータディスクとして使われる）

サイト 3:
サイト名: site3

共有 LUN disk10（コーディネータディスクとして使われ
る）

クラスタ名: clus1

この例ではコーディネーションポイント（CP）サーバーは使われていませんが、コーディ
ネータディスクの 3 番目のサイトの代わりに使うこともできます。

パラレルクラスタデータベース環境のキャンパスクラスタ
の設定の準備
設定がサポートされているかどうか検証するには、製品の必要条件とライセンス情報を確
認します。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
キャンパスクラスタを設定するには、次を確認する必要があります。
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■

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）または SF
Oracle RAC（Storage Foundation for Oracle RAC）のハードウェア必要条件

■

ライセンスの必要条件: 製品と HA/DR の他に、次のものが必要です。
■

FlashSnap のライセンス

■

Site Awareness のライセンス

キーレスライセンスを使用すると、エンタープライズプロダクトキーにより上記のすべての
機能が有効になります。
キャンパスクラスタを設定する前に、次の準備を完了する必要があります。
キャンパスクラスタを設定するための準備をするには

1

2

キャンパスクラスタの物理的なインフラストラクチャを設定します。
■

各ノードで、ローカルストレージアレイとリモートストレージアレイに対するアクセス
権を設定します。 ストレージリンクは第 3 のサイトにも拡張します。
FSS（Flexible Storage Sharing）機能を使う環境では、この手順は必須ではあ
りません。 FSS について詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System
管理者ガイド』を参照してください。

■

プライベートハートビートネットワークを設定します。
p.17 の 「 VCS キャンパスクラスタの一般的な設定」 を参照してください。

クラスタのすべてのノードにオペレーティングシステムをインストールします。
ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

3

両方のサイトのすべてのノードに SFCFSHA または SF Oracle RAC のいずれか
をインストールし、設定します。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグ
レードガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照し
てください。
設定例では、4 つすべてのノードに SF Oracle RAC 7.0 をインストールして設定す
るための手順を示しています。 インストールと設定手順は、設定の詳細によって必
然的に異なるものになります。

データ破損を防止するための I/O フェンシングの設定
通信障害イベントによるデータの破損を防止するために次のタスクを実行し、I/O フェン
シングを設定します。
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データ破損を防止するために I/O フェンシングを設定するには

1

SFCFSHA または SF Oracle RAC をインストールし、設定した後、データ整合性
のために I/O フェンシングを設定します。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグ
レードガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 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

3 番目のサイトでストレージを設定します。
DWDM を 3 番目のサイトまで拡張し、3 番目のサイトにあるストレージに対する FC
SAN 接続を確立することもできます。 3 番目のサイトにあるコーディネータディスク
として、iSCSI ターゲットを使用することもできます。
次に例を示します。
3 つすべてのサイトからコーディネータディスクを使って I/O フェンシングを有効にし
ます。
# vxdisksetup -i disk04 format=cdsdisk
#
#
#
#
#
#
#
#

vxdisksetup -i disk09 format=cdsdisk
vxdisksetup -i disk10 format=cdsdisk
hastop -all
vxdg init fencedg disk10 disk04 disk09
vxdg -g fencedg set coordinator=on
vxdg deport fencedg
vxdg -t import fencedg
vxdg deport fencedg

main.cf を編集して「UseFence = SCSI3」を追加します。
# vi /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
# more /etc/vxfendg
fencedg
# more /etc/vxfentab
/dev/vx/rdmp/disk10
/dev/vx/rdmp/disk04
/dev/vx/rdmp/disk09
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfemode
#
# /etc/init.d/vxfen start
Starting vxfen..
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Checking for /etc/vxfendg
Starting vxfen.. Done

すべてのノードで VCS を起動します。
# hastart

各ホストでサイト名を設定します。

# vxdctl set site=site1
# vxdctl set site=site2
# vxdctl set site=site3

3

すべてのサイトで I/O フェンシングを開始します。

パラレルクラスタデータベース環境のキャンパスクラスタ
の VxVM ディスクグループの設定
データ整合のための I/O フェンシングを設定した後、データベースをインストールする前
に、リモートミラー用の VxVM ディスクグループを設定することによって、キャンパスクラス
タの VxVM ディスクグループを設定する必要があります。
設定例では、データベースは Oracle RAC です。
SF for Oracle RAC キャンパスクラスタの Oracle RAC の VxVM ディスクグループを
設定するには

1

CDS ディスクとしてディスクを初期化します。
#
#
#
#
#
#
#

2

vxdisksetup
vxdisksetup
vxdisksetup
vxdisksetup
vxdisksetup
vxdisksetup
vxdisksetup

-i
-i
-i
-i
-i
-i
-i

disk01
disk02
disk03
disk05
disk06
disk07
disk08

format=cdsdisk
format=cdsdisk
format=cdsdisk
format=cdsdisk
format=cdsdisk
format=cdsdisk
format=cdsdisk

各ホストでサイト名を設定します。
# vxdctl set site=sitename

サイト名は /etc/vx/volboot ファイルに格納されます。 サイト名は次のようにして表示
します。
# vxdctl list | grep siteid
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たとえば、各サイトに 2 つのノードがある 4 ノードのクラスタでは、次のようにサイトに
マークを付けます。
第 1 のサイトのノード:
# vxdctl set site=site1

第 2 のサイトのノード:
# vxdctl set site=site2

3

次のコマンドを使ってエンクロージャ名を入手します。

# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME
ENCLR_TYPE
ENCLR_SNO STATUS
ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE
=============================================================================
ams_wms0
AMS_WMS
75040638 CONNECTED A/A-A
35
hds9500-alua0 HDS9500-ALUA D600145E CONNECTED A/A-A
9
hds9500-alua1 HDS9500-ALUA D6001FD3 CONNECTED A/A-A
6
disk
Disk
DISKS
CONNECTED Disk
2
-

4

単一のエンクロージャ内に存在するすべてのディスクに対してサイト名を設定しま
す。
# vxdisk settag site=sitename encl:ENCLR_NAME

5

特定のディスクのみにタグを付ける場合は、次のコマンドを実行します。
# vxdisk settag site=sitename disk

次に例を示します。
#
#
#
#
#

6

vxdisk
vxdisk
vxdisk
vxdisk
vxdisk

settag
settag
settag
settag
settag

site=site1
site=site1
site=site1
site=site2
site=site2

disk01
disk02
disk03
disk06
disk08

ディスクがサイトに対して登録されていることを確認します。
# vxdisk listtag

次に例を示します。
# vxdisk listtag
DEVICE
NAME
disk01
site

VALUE
site1
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disk02
disk03
disk04
disk05
disk06
disk07
disk08
disk09

7

site
site
site
site
site
site
site
site

site1
site1
site1
site1
site2
site2
site2
site2

両方のサイトからディスクを選択し、OCR と投票ディスク用のディスクグループと、
Oracle データ用の別のディスクグループを作成します。 次の例で示されているディ
スクグループは 1 つだけですが、必要に応じていくつでも作成できます。
# vxdg -s init ocrvotedg disk05 disk07
# vxdg -s init oradatadg disk01 disk06

8

各サイトのディスクグループでサイトベースの割り当てを有効にします。
# vxdg -g ocrvotedg addsite site1
# vxdg -g ocrvotedg addsite site2
# vxdg -g oradatadg addsite site1
# vxdg -g oradatadg addsite site2

9

エンクロージャを使う場合は、両方のサイトのエンクロージャにタグを設定します。
# vxdg -o retain -g ocrvotedg settag encl:3pardata0 site=site1
# vxdg -o retain -g ocrvotedg settag encl:3pardata1 site=site2
# vxdg -o retain -g oradatadg settag encl:3pardata0 site=site1
# vxdg -o retain -g oradatadg settag encl:3pardata1 site=site2

10 ディスクグループに対するサイトの一貫性を設定します。
# vxdg -g ocrvotedg set siteconsistent=on
# vxdg -g oradatadg set siteconsistent=on

11 ディスクグループ内で 1 つ以上のミラー化ボリュームを作成します。
# vxassist -g ocrvotedg make ocrvotevol 2048m nmirror=2
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# vxassist -g oradatadg make oradatavol 10200m nmirror=2
# vxassist -g ocrvotedg make ocrvotevol 2048m nmirror=2
# vxassist -g oradatadg make oradatavol 10200m nmirror=2

12 Site Awareness ライセンスを検証するには、vxlicrep コマンドを使用します。
Veritas Volume Manager の製品セクションに、「Site Awareness = Enabled」と示
されます。
すべてのホストに Site Awareness ライセンスをインストールすると、作成したボリュー
ムには、デフォルトで次のような特性が設定されます。
■

すべてのサイト属性は ON に設定されます。ボリュームには、各サイトに少なくと
も 1 つのミラーが存在します。

■

ボリュームはサイト間で自動的にミラー化されます。

■

読み取りポリシー（rdpol）は、siteread に設定されます。
読み取りポリシーは vxprint -ht コマンドを使って表示できます。

■

ボリュームは、ディスクグループに対して設定されているサイト一貫性の値を継承
します。

13 CVM マスターから、すべてのディスクグループのボリュームを開始します。
# vxvol -g ocrvotedg startall
# vxvol -g oradatadg startall

14 各ボリュームにファイルシステムを作成して、マウントします。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvotevol
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/oradatadg/oradatavol
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol /ocrvote
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol /oradata

15 OCR および Vote ファイルに対して個別のディレクトリを次のように作成します。
# mkdir -p /ocrvote/ocr
# mkdir -p /ocrvote/vote

16 ディレクトリを作成した後、これらのディレクトリの所有権を Oracle または Grid ユー
ザーに変更します。
# chown -R user:group /ocrvote
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また、/oradata の所有権を Oracle ユーザーに変更します。
# chown user:group /oradata

メモ: VxVM によってすでにミラー化されているため、1 つの投票ディスクで十分で
す。

17 データベースソフトウェアのインストール
Oracle RAC の場合:
■

Oracle Clusterware/GRID をインストールします

■

Oracle RAC バイナリをインストールします。

■

Oracle バイナリのライブラリのリンクを実行します

■

/oradata にデータベースを作成します。 手順の詳細については、
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参
照してください。

SFCFSHA と SF Oracle RAC のキャンパスクラスタの
VCS サービスグループの設定
次の手順に従って、SF（Storage Foundation）for Oracle RAC の制御下でディスクグ
ループを設定し、VCS（ Cluster Server）属性を設定してキャンパスクラスタのパラレルア
プリケーションを定義します。 CVM（Cluster Volume Manager）と Oracle サービスグ
ループは、サービスグループを定義するために VCS 設定ファイル（main.cf）を編集する
ことによって設定できます。
VCS サービスグループを設定するには

1

ディスクグループを SFCFSHA または SF Oracle RAC の制御下で設定し、VCS
属性を設定してキャンパスクラスタのパラレルアプリケーションを定義します。 CVM
と Oracle サービスグループは、サービスグループを定義するために VCS 設定ファ
イル（main.cf）を編集することによって設定できます。

2

以前に説明したようにサービスグループ定義の SystemZones 属性を設定します。
p.44 の 「キャンパスクラスタ向けの VCS サービスグループの設定」 を参照してくだ
さい。
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3

各物理サイトのホストを単一の論理 SystemZone にグループ化します。 これは、
フェールオーバーアプリケーションがリモートサイト上で起動を試行する前に、ロー
カルノード上で起動を試行するようにできます。
すべての SFCFSHA または SF Oracle RAC サービスグループが並列であるわけ
ではありません。 設定ファイルの例では、ホスト sys1 と sys2 はゾーン 0 で設定す
る必要があり、ホスト sys3 と sys4 はゾーン 1 で設定する必要があります。 エラー
イベントでは、この設定は VCS に対してグループを最初に同じサイト内、次にサイ
ト間でフェールオーバーするように指示します。

4

サービスグループの設定後、構成を実稼動に移行させる前に、各種のエラーシナリ
オをテストすることによって設定の耐性を検証できます。

p.179 の 「sfrac11_main.cf ファイル」 を参照してください。

パラレルキャンパスクラスタのチューニングガイドライン
SFCFS HA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）または SF
（Storage Foundation）for Oracle RAC 環境でキャンパスクラスタをチューニングする上
で重要なことは、LLT peerinact 時間を設定することです。次のガイドラインに従って
peerinact 時間の最適値を決定します。
■

lltping（1M）を使ってラウンドトリップ時間を計算します。

■

LLT のハートビート時間をラウンドトリップ時間の半分として見積もります。

■

LLT ピアのトラブル時間をハートビート時間の 2 から 4 倍に設定します。

■

LLT の peerinact 時間はハートビート時間の 4 倍より大きな値に設定する必要があ
ります。

パラレルキャンパスクラスタのベストプラクティス
次のベストプラクティスは堅ろうな SFCFS HA（Storage Foundation Cluster File System
High Availability）または SF（Storage Foundation）for Oracle RAC キャンパスクラスタ
を保証します
■

キャンパスクラスタのすべてのミラーボリュームに適切なサイト名でタグを付けます。
ボリュームにサイト名のタグを付けておくと、ボリュームを作成またはサイズ調整すると
き、またボリュームのレイアウトを変更するときに、VxVM が正しいサイトからストレージ
を割り当てます。

■

アプリケーションに必要なデータが格納されたすべてのボリュームを均等にミラー化
する必要があります。 FlashSnap ログボリュームを含め、アプリケーションデータをホ
スティングするすべてのボリュームのミラーを、各サイトに 1 つ以上配置する必要があ
ります。
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FSS（Flexible Storage Sharing）環境では、可能な場合、使用されているローカル
DAS や内部ディスクによってストレージの可用性がホストの可用性に結び付けられる
ため、各サイトで複数のミラーを使用することになります。 FSS について詳しくは、
『Storage Foundation Cluster File System 管理者ガイド』を参照してください。
■

VxVM スナップショットボリュームでは、サイトの一貫性を有効にしないでください。

■

ストレージとプライベートの相互接続には冗長リンクを使ってください。 ストレージと
ハートビートには DWDM を使うことができます。 別の冗長な DWDM リンクを使って、
単一点障害を防ぐことができます。 別々のスイッチとマルチプレクサ/デマルチプレク
サデバイスを使う必要があります。

■

第 3 のコーディネーションポイントとして Coordination Point Server を使います。

■

ディスクベースまたは Coordination Point Server ベースのコーディネーションポイン
トを置換するには、コーディネーションポイントのオンライン交換の手順を使います。
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3
RDC（Replicated Data
Cluster）の実装

■

第5章 VVR を使った RDC の設定

■

第6章 サードパーティのレプリケーションを使った RDC の設定

5
VVR を使った RDC の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Replicated Data Cluster 構成の設定について

■

サービスグループの移行について

■

レプリケートされたデータクラスタでのファイアドリル

Replicated Data Cluster 構成の設定について
このトピックでは、アプリケーションにとって堅牢かつ管理しやすいディザスタリカバリを実
現するために、VCS RDC 構成を計画、設定、テストおよび使う手順を説明します。 ここ
では、ローカルでの高可用性を考慮して VCS クラスタに設定された単一インスタンス構
成の Oracle データベースを、対災害用の RDC インフラストラクチャに変更する例を示
します。 このソリューションでは、 Volume Replicator を使って、変更されたデータを複
製します。

一般的な RDC（Replicated Data Cluster）の設定について
図 5-1 に、典型的な RDC 設定の依存関係グラフを示します。

第 5 章 VVR を使った RDC の設定
Replicated Data Cluster 構成の設定について

典型的な RDC 設定の依存関係グラフ

図 5-1
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IP

NIC

online local hard の依存関係

レプリケーショングループ
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DiskGroup

IP

NIC

この例では、単一インスタンス構成のアプリケーションが、VCS サービスグループ
（DiskGroup）として 4 ノードのクラスタに設定されており、そのうちの 2 ノードはプライマ
リ RDC システムゾーン、残りの 2 ノードはセカンダリ RDC システムゾーンに属していま
す。プライマリノードで障害が発生した場合は、アプリケーションをプライマリゾーンの 2
番目のノードにフェールオーバーできます。
このプロセスには、次の手順が含まれます。
■

レプリケーションの設定

■

サービスグループの設定

■

サービスグループの依存関係の設定

レプリケーションの設定について
Vertias Volume Replicator（VVR）テクノロジでは、Veritas Volume Manager（VxVM）
のライセンスを使えます。したがって、VxVM で管理するボリュームを、VVR で管理する
レプリケーションボリュームに変換できます。この例では、Oracle データボリュームを RVG
（Replicated Volume Group）にグループ化し、DR サイトにある他の VCS クラスタのホ
ストに VVR セカンダリを作成する必要があります。
VVR を設定する場合の最善の方法は、両サイトで同じ DiskGroup および RVG 名を使
うことです。ボリューム名が両ゾーンで同じ場合、Mount リソースは同じブロックデバイス
をマウントし、障害時には同一の Oracle インスタンスがセカンダリクラスタで起動します。

サービスグループの設定
このトピックでは、サービスグループを設定する方法を説明します。
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レプリケーショングループを設定するには

1

レプリケーション用のハイブリッドサービスグループ（oragrp_rep）を作成します。

2

DiskGroup リソースをアプリケーションから新しいグループにコピーします。このリ
ソースは、RVG を含むディスクグループを参照するように設定します。

3

IP および NIC タイプの新規リソースを設定します。

4

サービスグループに RVG タイプの新規リソースを設定します。

5

次の情報を基に、リソースの依存関係を設定します。

6

■

RVG リソースは IP リソースに依存している

■

RVG リソースは DiskGroup リソースに依存している
IP リソースは NIC リソースに依存している

プライマリ RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 0 に含まれ、セカンダリ
RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 1 に含まれるよう、子グループ
oragrp_rep の SystemZones 属性を設定します。

アプリケーションサービスグループを設定するには

1

元の Oracle サービスグループ（oragroup）で、DiskGroup リソースを削除します。

2

RVGPrimary リソースを追加し、その属性を設定します。
RvgResourceName 属性値に RVG タイプのリソース名を設定します。このタイプ
のリソースは、RVGPrimary エージェントによって昇格および降格されます。
必要に応じて、AutoTakeover および AutoResync 属性のデフォルト値を変更しま
す。

3

すべての Mount リソースが RVGPrimary リソースに依存するよう、リソースの依存
関係を設定します。Mount リソースの数が多い場合は、グループの
TypeDependencies 属性の設定で、Mount リソースタイプが RVGPrimary リソー
スタイプに依存するよう指定できます。

4

プライマリ RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 0 に含まれ、セカンダリ
RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 1 に含まれるよう、Oracle サービス
グループの SystemZones 属性を設定します。親グループと子グループの
SystemZones 属性は、同一である必要があります。

5

設定で BIND DNS を使っている場合は、DNS タイプのリソースを oragroup サー
ビスグループに追加します。アプリケーションがそのクラスタで使っているホストの正
規名または仮想 IP アドレスを、Hostname 属性に設定します。これにより、グルー
プがオンラインになると、DNS がサイトを更新します。DNS リソースは、プライマリ
RDC ゾーンとセカンダリ RDC ゾーンのノードが異なる IP サブネットに属している
場合のみ必要になります。
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サービスグループの依存関係の設定
アプリケーションサービスグループからレプリケーションサービスグループへの online
local hard 依存関係を設定して、サービスグループがともにフェールオーバーし、切り替
わるようにします。

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタ名を選択します。

2

表示パネルで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。サービ
スグループ依存関係グラフが開きます。

3

［リンク（Link）］をクリックします。

4

親グループ oragroup をクリックし、子グループ oragroup_rep までドラッグします。

5

子グループ oragroup_rep をクリックします。

6

［サービスグループのリンクの設定（Link Service Groups）］ダイアログボックスで、
online local および hard の依存関係タイプをクリックし、［OK］をクリックします。

サービスグループの移行について
Oracle データベースが設定されている RDC で、プライマリ RDC ゾーンの共有ストレー
ジ全体に障害が発生した場合について考えてみます。この場合、プライマリゾーンのどの
ノードからもデバイスはまったく見えません。
プライマリ RDC ゾーン内では、Oracle サービスグループのフェールオーバーはできま
せん。これは、どのノードにも共有ボリュームをマウントできないためです。したがって、現
在セカンダリである RDC ゾーンのノードに、サービスグループをフェールオーバーする
必要があります。
RVGPrimary エージェントは VVR ボリュームを書き込み可能にし、DNS エージェントは
DR サイトへの名前解決サービスができるようにします。ローカルストレージの問題が解決
されるまで、アプリケーションは DR サイトで起動、実行できます。
ストレージの問題点が解決されると、VCS を使ってアプリケーションをプライマリサイトに
切り替えることができます。

サービスグループの切り替え
アプリケーションを元のプライマリ RDC ゾーンに戻す前に、フェールオーバー以降、アク
ティブな DR サイトで変更されたデータを、再同期化する必要があります。それには、VVR
を使って手動で同期化するか、RVGPrimary リソースから VCS アクションを実行します。
サービスグループを切り替えるには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［アクション（Action）］をクリックします。
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3

アクションの詳細を次のように指定します。
■

［アクション（Action）］リストから fbsync を選択します。

■

アクションを実行する対象のシステムをクリックします。

■

［OK］をクリックします。

RDS の高速フェールバックが開始されます。RVG リソースの ResourceInfo 属性
を監視することにより、再同期化の完了を確認できます。

4

再同期化が完了したら、サービスグループをプライマリクラスタに切り替えます。
Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、
サービスグループを右クリックします。

5

［切り替え（Switch To）］をクリックし、切り替え先のプライマリ RDC ゾーンのシステ
ムを選択し、［OK］をクリックします。

レプリケートされたデータクラスタでのファイアドリル
ファイアドリルを使うと、プライマリデータセンターのアプリケーションを停止することなく擬
似的なフェールオーバーを実行して、設定の障害対応をテストできます。 ディザスタリカ
バリのファイアドリルを設定するには、ファイアドリルサービスグループを手動で作成して
設定するか、ファイアドリル設定ウィザードを使用します。
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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6
サードパーティのレプリケー
ションを使った RDC の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

サードパーティ製レプリケーションを使ったレプリケートされたデータクラスタの設定に
ついて

■

サードパーティ製レプリケーション使用による典型的な RDC（Replicated Data
Cluster）設定について

■

サードパーティ製レプリケーションの設定について

■

サードパーティ製レプリケーション用のサービスグループの設定

■

サードパーティ製レプリケーションを使ったレプリケートされたデータクラスタでのファ
イアドリル

サードパーティ製レプリケーションを使ったレプリケートさ
れたデータクラスタの設定について
VCS RDC（Replicated Data Cluster）設定は、アプリケーションにとって堅ろうで管理し
やすいディザスタリカバリを実現します。VCS クラスタのローカルでの高可用性のために
設定されるアプリケーションを、対災害用の RDC インフラストラクチャに変換できます。
RDC を設定するときに、サポート対象のサードパーティ製レプリケーション技術をアプリ
ケーションデータのレプリケートに使うことができます。
サードパーティ製レプリケーションを使って RDC を設定する前に、ベストプラクティスと計
画の注意事項を確認してください。
p.38 の 「データレプリケーションの計画」 を参照してください。
p.37 の 「レプリケートされたデータクラスタの設定の計画」 を参照してください。
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サードパーティ製レプリケーション使用による典型的な
RDC（Replicated Data Cluster）設定について
図 6-1 に、サードパーティ製レプリケーション使用による典型的な RDC 設定の依存関
係グラフを示します。
サードパーティ製レプリケーション使用による典型的な RDC 設定の
依存関係グラフ

図 6-1
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この例では、アプリケーションが VCS サービスグループとして 4 ノードクラスタに設定さ
れており、そのうちの 2 つのノードはプライマリ RDC システムゾーン、残りの 2 つのノー
ドはセカンダリ RDC システムゾーンに属しています。プライマリノードで障害が発生した
場合は、アプリケーションをプライマリゾーンの 2 番目のノードにフェールオーバーできま
す。プライマリシステムゾーンにフェールオーバーに利用できるシステムがない場合、VCS
はアプリケーションをセカンダリシステムゾーンのシステムにフェールオーバーします。
メモ: Oracle Dataguard などのサードパーティ製レプリケーションソフトウェアでは、RDC
環境の特別な設定が必要です。詳しくは、それぞれのエージェントのインストール/設定
ガイドを参照してください。
このプロセスには、次の手順が含まれます。
■

レプリケーションの設定

■

サービスグループの設定

サードパーティ製レプリケーションの設定について
典型的な RDC（Replicated Data Cluster）設定の処理には、サービスグループのレプリ
ケーションと設定が含まれます。各種のサードパーティ製レプリケーション技術を使って
RDC のレプリケーションを設定できます。
サードパーティ製レプリケーションを設定するためのベストプラクティスを確認してくださ
い。
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p.100 の 「サードパーティ製レプリケーションの設定」 を参照してください。
レプリケーションを設定したら、システムゾーンに従ってレプリケートされたストレージがク
ラスタのすべてのノードに表示されることを確認してください。

サードパーティ製レプリケーション用のサービスグループ
の設定
元のアプリケーションサービスグループでは、必須アプリケーション、ストレージ、ネットワー
クリソースが設定されています。プライマリ RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾー
ン 0 に含まれ、セカンダリ RDC ゾーンのすべてのノードがゾーン 1 に含まれるよう、アプ
リケーションサービスグループの SystemZones 属性を設定する必要があります。
サードパーティ製レプリケーション用のサービスグループを設定するには

1

アプリケーションサービスグループにレプリケーションリソースを追加します

2

レプリケーションエージェントのインストール/設定ガイドのガイドラインに従って、レプ
リケーションエージェントのリソースを設定します

3

システムゾーンの必要条件に従って必須のリソース属性をローカライズします。

4

ストレージ（マウント）リソースとレプリケーションリソース間の依存関係を設定します。

サードパーティ製レプリケーションを使ったレプリケートさ
れたデータクラスタでのファイアドリル
ファイアドリルの手順はディザスタリカバリ設定の障害対応を検証します。この手順は、プ
ライマリサイトのアプリケーションを停止したり、ユーザーアクセスを中断したりせずに実行
されます。
ファイアドリルは、セカンダリサイトでファイアドリル用の特別なサービスグループを使って
実行されます。ファイアドリルサービスグループはアプリケーションサービスグループと同
一ですが、レプリケーションエージェントリソースの代わりにファイアドリルリソースを使用し
ます。ファイアドリルサービスグループはアプリケーションサービスグループによって使わ
れるデータの複製を使います。
サードパーティ製レプリケーションエージェントのほとんどすべてに、対応するファイアドリ
ルエージェントがバンドルされています。これらのファイアドリルエージェントは、ストレー
ジアレイ内のスナップショットを作成し、ホストにスナップショットディスクをインポートしま
す。ファイアドリルエージェントの名前は、レプリケーションエージェントと同様に、エージェ
ント名に接尾辞「Snap」が付けられます。たとえば、EMC SRDF のファイアドリルエージェ
ントは SRDFSnap であり、HTC（Hitachi TrueCopy）エージェントのファイアドリルエー
ジェントは HTCSnap です。
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ファイアドリルの設定について詳しくは、適切なサードパーティ製レプリケーションエージェ
ントのインストール/設定ガイドを参照してください。
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4
グローバルクラスタの実装

■

第7章 VCS と SFHA 用のグローバルクラスタの設定

■

第8章 グローバルクラスタの Storage Foundation Cluster File System High
Availability、Storage Foundation for Oracle RAC、または Storage Foundation for
Sybase CE での設定

■

第9章 グローバルクラスタの VVR と Storage Foundation Cluster File System High
Availability、Storage Foundation for Oracle RAC、または Storage Foundation for
Sybase CE での設定

7
VCS と SFHA 用のグロー
バルクラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Cluster Server のインストールと設定

■

VVR レプリケーションの設定

■

サードパーティ製レプリケーションの設定

■

グローバルクラスタ設定向けにクラスタを設定する

■

グローバルクラスタ設定向けにサービスグループを設定する

■

グローバルクラスタでのファイアドリル

Cluster Server のインストールと設定
グローバルクラスタ環境を作成するには、まず Cluster Server（VCS）をプライマリサイト
にインストールしてから、プライマリサイトとセカンダリサイトの両方で高可用性用のアプリ
ケーションを設定する必要があります。 VCS のインストールと設定には、スクリプトベース
のインストーラ、Web ベースのインストーラ、応答ファイルを使用でき、手動で行うこともで
きます。
VCS のインストールと設定について詳しくは、『Cluster Server 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。

VVR レプリケーションの設定
プライマリサイトで VCS クラスタを設定し、プライマリおよびセカンダリサイト両方で高可
用性のためのアプリケーションを設定した後は、データレプリケーションを設定する必要
があります。
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VVR レプリケーションの設定について
VVR（ Volume Replicator）は次のいずれかのインターフェースで設定し、管理できます。
コマンドラインインターフェース（CLI）

VVR のコマンドラインインターフェースを使うと、分散
環境で VVR を設定、管理、監視できます。
このマニュアルでは、Veritas 製品インストーラを使っ
て VVR を設定、管理、監視する手順について説明し
ます。

この項では、コマンドラインインターフェースを使って、RDS（Replicated Data Set）を設
定する方法について説明します。 データボリュームが初期化されている場合、またはデー
タボリュームに有効なデータが格納されている場合に、VVR を使ってレプリケーションを
設定できます。 VVR を正しく設定するには、説明されている推奨設定または推奨事項
に準拠する必要があります。
単純な VVR 設定の設定方法に関する詳しいサンプルも利用できます。 この情報は、レ
プリケーションの設定を開始する前にお読みください。
Replicated Data Set をセットアップする前に、VVR 設定のレイアウト計画方法について
決定します。
レプリケーションを設定およびセットアップするには、以下のタスクを以下の順序で実行し
ます。
p.77 の 「RDS の作成」 を参照してください。
p.93 の 「セカンダリの同期とレプリケーションの開始」 を参照してください。
メモ: レプリケーションを設定する手順は、特に記載がないかぎり、アプリケーションが実
行中または停止中に関係なく同じです。

レプリケーションの推奨設定
次の推奨設定に従ってレプリケーションを設定します。
■

サーバーごとではなく、アプリケーションごとに RVG を 1 つ作成します。たとえば、1
台のサーバーでレプリケーション対象のデータベースが 3 つ個別に稼動している場
合、RVG をデータベースごとに 3 つ作成します。3 つの個別の RVG を作成すると、
アプリケーション間で書き込みの順番に依存することはなくなり、RVG ごとに SRL が
独立しているので、各アプリケーションの性能を最大化します。

■

RVG はディスクグループごとに 1 つ作成します。RVG をディスクグループごとに 1
つにすることによって、高可用性を実現するためにクラスタ化を行う際、効率的にシス
テムを構築できます。この場合、サービスグループにフェールオーバーを実行する
RVG を 1 つにする必要があります。ディスクグループに複数の RVG が含まれてい
ると、フェールオーバー時に、同じディスクグループにある他の RVG を利用している
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アプリケーションも停止する必要が発生します。ディスクグループの分割機能を利用
すれば、アプリケーションが使用しているボリュームを RVG に設定する前に、各ボ
リュームを個別のディスクグループに分割することが可能です。
■

使っているアプリケーションの必要条件に応じて、データボリュームのサイズおよびレ
イアウトを設計します。

■

プライマリホストと各セカンダリホスト間のネットワークサイズを検討します。

■

アプリケーションで必要になるパフォーマンスの特性を維持できるように、SRL を適切
に構成します。RVG 内のデータボリュームへの書き込みはすべて最初に SRL に書
き込まれるため、RVG の全体の書き込み処理速度は SRL 全体の書き込み性能に
直結しています。たとえば、各 SRL に専用のディスクを割り当て、可能であればコン
トローラも SRL 専用にします。

■

オーバーフローが発生しないように、SRL のサイズを適切に設定します。
VRAdvisor（Volume Replicator Advisor）は、サンプルデータの収集と分析に使え
るツールです。このツールを使って SRL の最適サイズを決定できます。

■

レプリケーション対象のデータボリュームを使用しているアプリケーションがある場合、
そのアプリケーションが使用しているすべてのボリュームで RVG を構成してください。
この条件は必須です。

■

個別のネットワーク上で VVR 専用の帯域幅を確保します。RLINK で業務を続ける
ために必要なデータのレプリケーションを行います。RLINK が損なわれると、業務の
リカバリ計画にも支障が生じます。

■

プライマリノードとセカンダリノード上で同じ名前のデータボリュームを作成します。プ
ライマリとセカンダリ上でデータボリュームの名前が異なる場合は、セカンダリデータ
ボリュームの名前を適切なプライマリデータボリュームにマップする必要があります。

■

プライマリの役割が移転されるときにセカンダリ SRL がプライマリ SRL になるため、
プライマリノードとセカンダリノードの SRL には、同じ名前とサイズを使ってください。

■

すべてのデータボリュームおよび SRL をミラー化します。ハードウェアベースのミラー
化を行っている場合は、この処理は必要ありません。

■

vradmin ユーティリティは、セカンダリ上に、対応する RVG をプライマリと同じ名前で

作成します。vxmake コマンドを使って RVG を作成する場合は、プライマリノードとセ
カンダリノード間の対応する RVG で、同じ名前を使います。
■

DCM が何らかの理由で削除されている場合は、プライマリとセカンダリ上の各データ
ボリュームに DCM を関連付けます。デフォルトでは、DCM が存在しない場合、
vradmin createpri と vradmin addsec コマンドは DCM を追加します。

■

共有ディスクグループ環境でレプリケーションを設定する場合は、あらかじめ、各ノー
ドで適切な期間にわたり vxstat コマンドを実行して、最も多くの書き込みを行うノー
ドを判別し、その後、レプリケーションを設定してからそのノードをログ所有者として指
定します。logowner はセカンダリとしてはサポートされていない点に注意してくださ
い。
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■

共有ディスクグループの環境では、デフォルトでクラスタマスターサーバーノードがロ
グ所有者として選択されます。

■

オンボードの書き込みキャッシュは VVR で使用しないでください。また、アプリケー
ションは、データをメモリに保存するのではなく、ディスクに格納する必要があります。
クラスタ設定またはセカンダリサイトの場合にピアプライマリノードとなるテイクオーバー
システムは、必要なすべての情報にアクセスできなければなりません。この必要条件
には、他のシステムからアクセス不可能な、そのシステムのローカル情報の使用は含
まれません。パフォーマンスのために NVRAM アクセラレータボードや他のディスク
キャッシュ機構などは使用可能ですが、ローカルホスト上でなく、外部アレイ上で使用
する必要があります。

RDS の作成
RDS（Replicated Data Set）を作成するには、次の操作を順番どおりに実行します。
■

RDS のプライマリ RVG（Replicated Volume Group）の作成
ボリュームセットのコンポーネントボリュームを RDS に関連付けることもできます。

■

RDS へのセカンダリの追加

■

セカンダリに対するレプリケーション設定の変更

共有ディスクグループ環境では、vradmin、vrstat、vrnotify コマンドをクラスタの任
意のノードで実行できます。ただし、vradmin createpri、vxibc、vxrlink（情報コマ
ンド以外）、vxrvg コマンドは CVM マスターノードから実行する必要があります。
SAN ディスクグループ環境では、コマンドを実行するホストにデータボリュームが接続さ
れている場合は、vradmin コマンドをボリュームサーバーまたはボリュームクライアントで
実行できます。

RDS のプライマリ RVG の作成
RDS を作成する最初の手順は、プライマリ RVG の作成です。 VVR では、vradmin
createpri コマンドを使って RDS のプライマリ RVG を作成できます。
vradmin createpri コマンドを使うと、既存のデータボリュームおよび SRL（Storage

Replicator Log）でプライマリ RVG を構築できます。
vradmin createpri コマンドでは、次の操作が実行されます
■

コマンドを実行したホスト上にプライマリ RVG を作成します。

■

プライマリ RVG を有効化または起動します。

■

RVG のデータボリュームに DCM を追加します。

■

指定したデータボリュームと SRL をプライマリ RVG に関連付けます。

■

指定したボリュームセット（ある場合）を RVG に関連付けます。
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メモ: コマンドには、各コンポーネントボリュームの名前ではなく、ボリュームセット名を
指定します。コンポーネントボリュームの名前を指定するとコマンドは失敗します。
VVR は RAID 5 ボリューム、すなわち usetype 属性が raid5 のボリュームをサポートし
ません。データボリュームの usetype 属性を gen または fsgen にする必要があります。
ただし、ハードウェアベースの RAID 5 ディスク上にはデータボリュームを作成できます。
VVR は DRL（Dirty Region Log）ではなく SRL を使用してボリュームをリカバリするた
め、VVR には DRL は必要ありません。データボリュームまたは SRL のいずれかに DRL
が含まれている場合は、データボリュームが RVG に組み込まれる前に、vradmin
createpri コマンドによって DRL が削除されます。
デフォルトでは、vradmin createpri コマンドを実行すると、まだ追加されていない
DCM がデータボリュームに追加されます。vradmin createpri コマンドを使うと、ボ
リュームのサイズに基づいて適切なサイズの DCM が作成され、この DCM はデフォルト
でミラー化されています。デフォルトとは異なるサイズの DCM を作成および追加する場
合は、必要なサイズの DCM をデータボリュームに関連付けてから、vradmin createpri
コマンドを実行します。
メモ: DCM のミラーリングに十分なドライブ数がない場合は、vradmin createpri コマ
ンドは失敗します。DCM を適切なサイズのデータボリュームに関連付ける必要がある可
能性があります。
vradmin createpri コマンドに -nodcm オプションを付けて使用すると、データボリュー

ムは、RVG に組み込まれますが、データボリュームに DCM の追加は行われません。
RVG の作成後に他のボリュームを RVG に加える場合は、vradmin addvol コマンドを
使用します。

RDS のプライマリ RVG を作成する場合の前提条件
RDS のプライマリ RVG を作成する前に満たしておかなければならない前提条件は、次
のとおりです。
■

データボリュームと SRL がプライマリ上に存在する必要があります。データボリューム
と SRL がプライマリ上に存在していない場合は、これらを作成します。ボリュームセッ
トを RVG に関連付けるには、そのボリュームセットがプライマリに存在する必要があ
ります。

■

SRL をボリュームセットまたはボリュームセットのコンポーネントボリュームとすることは
できません。

■

データボリュームと SRL はともに起動しているボリュームである必要があります。デー
タボリュームと SRL が起動されていない場合は起動させます。データボリュームが起
動しているとき、ボリュームの状態は、active と表示されます。
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■

特定のアプリケーションによって使用されるデータボリュームが、1 つの RVG に存在
しなければなりません。特定のアプリケーションが使用するデータボリュームで、1 つ
の RVG を構成します。

■

SAN ディスクグループ環境では、アプリケーションがボリュームクライアントに存在す
る場合は、すべてのプライマリデータボリュームをボリュームクライアントに接続するか、
またはボリュームクライアントから切断する必要があります。

■

必ず、/etc/hosts ファイルに適切なループバックアドレスを入力してください。
■

IPv4 のみを使っている環境である場合は、/etc/hosts ファイルに IPv4 ループ
バックアドレスを含める必要があります。 エントリ例を次に示します。
127.0.0.1

■

localhost

loopback

IPv6 のみを使っている環境である場合は、/etc/hosts ファイルに IPv6 ループ
バックアドレスを含める必要があります。
::1

■
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localhost6.localdomain6

localhost6

loopback

IPv4 と IPv6 の両方を使っている環境である場合は、/etc/hosts ファイルに両
方のループバックアドレスを含める必要があります。
127.0.0.1
::1

localhost
loopback
localhost6.localdomain6

localhost6

loopback

RDS のプライマリ RVG を作成するには
プライマリ RVG を作成するホスト上で次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup createpri rvgname ¥
dv01_name,dv02_name... srl_name

引数 rvgname は、作成する RVG の名前です。
引数 dv01_name,dv02_name,... は、RVG を設定するデータボリュームの名前をカン
マ（,）で区切って指定します。各項目には独立したボリューム名またはボリュームセット名
を指定できます。ボリュームセットを RVG に関連付けるには、個々のコンポーネントボ
リュームではなく、ボリュームセット名を指定します。
メモ: 以前のリリースでは、コンポーネントボリュームを RVG に直接関連付けることが可
能でした。 リリース 5.0 以降では、ボリュームセットが直接 RVG に関連付けられます。こ
れにより、VVR はプライマリ RVG とセカンダリ RVG のボリュームセットの一貫性を確保
できます。ボリュームセットのコンポーネントボリュームとボリュームセットが 1 つの RVG
に指定されている場合、vradmin createpri コマンドは失敗します。
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引数 srl_name は、RVG を構成する SRL の名前です。
DCM をデータボリュームに追加しない場合は、-nodcm オプションを使用します。デフォ
ルトでは、DCM は自動的に追加されます。

例: データボリュームを含むプライマリ RVG の作成
この例は、ディスクグループ hrdg にプライマリ RVG hr_rvg を作成する方法を示してい
ます。このディスクグループには、データボリューム hr_dv01 および hr_dv02、さらに
SRL として使用するボリューム hr_srl が含まれます。データボリュームに自動的に DCM
が追加されます。
# vradmin -g hrdg createpri hr_rvg hr_dv01,hr_dv02 hr_srl

例: ボリュームセットを含むプライマリ RVG の作成
この例は、ディスクグループ hrdg にプライマリ RVG hr_rvg を作成する方法を示してい
ます。このディスクグループには、ボリュームセット hr_vset、データボリューム hr_dv01
および hr_dv02、さらに SRL として使用するボリューム hr_srl が含まれます。
# vradmin -g hrdg createpri hr_rvg hr_dv01,hr_dv02,hr_vset ¥
hr_srl

ボリュームセットにコンポーネントボリューム hr_vsetdv01 と hr_vsetdv02 が構成され
ている場合、これらのボリュームは RVG hr_rvg に関連付けられます。この例では、デー
タボリュームに DCM が自動的に追加され、コンポーネントボリューム hr_vsetdv01 と
hr_vsetdv02 が含まれます。

RDS へのセカンダリの追加
RDS のプライマリ RVG を作成したら、続いてセカンダリを追加します。vradmin addsec
コマンドを使用して、RDS にセカンダリ RVG を追加します。このコマンドは、さらにセカ
ンダリ RVG を追加する場合にも使用します。vradmin addsec コマンドは、RDS 内に
すでに存在する任意のホストから実行できます。
メモ: プライマリのノードから vradmin addsec を実行します。セカンダリとして追加され
るノードからこのコマンドを実行すると、コマンドは失敗します。
vradmin addsec コマンドを使うと、デフォルトで次の操作が実行されます。
■

プライマリ RVG と同じ名前のセカンダリ RVG をセカンダリホスト上に作成し、その
RVG を RDS に追加します。デフォルトでは、セカンダリ RVG はプライマリディスク
グループと同じ名前のディスクグループに追加されます。セカンダリ上でデフォルトと
異なるディスクグループを指定する場合は、vradmin addsec コマンドに -sdg オプ
ションを付けて使用します。
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■

セカンダリ上のデータボリュームまたは SRL のいずれかに DRL が含まれている場
合は、データボリュームが RVG に組み込まれる前に、DRL が削除されます。 VVR
は DRL ではなく SRL を使用してボリュームをリカバリするため、VVR には DRL は
必要ありません。

■

プライマリとセカンダリのデータボリュームに DCM が設定されていない場合、自動的
に両方のデータボリュームに DCM を追加します。DCM をデータボリュームに追加し
ない場合は、-nodcm オプションを使用します。
vradmin addsec コマンドを使うと、ボリュームのサイズに基づいて適切なサイズの

DCM が作成され、この DCM はデフォルトでミラー化されています。デフォルトとは異
なるサイズの DCM を作成および追加する場合は、必要なサイズの DCM をデータ
ボリュームに関連付けてから、vradmin addsec コマンドを実行します。
■

セカンダリホスト上にある、プライマリ RVG のデータボリュームと同じ名前、同じサイ
ズの既存のデータボリュームでセカンダリ RVG を構成します。また、プライマリ SRL
と同じ名前の既存のボリュームを、セカンダリ SRL として RVG を構成します。

■

プライマリ RVG にボリュームセットが構成され、かつセカンダリにボリュームセットがあ
る場合、vradmin addsec コマンドを実行すると対応するボリュームセットがセカンダ
リに関連付けられます。セカンダリのボリュームセットには、プライマリのコンポーネント
ボリュームと同じ名前、長さ、インデックスのボリュームを構成する必要があります。セ
カンダリに正しく設定されたボリュームセットがあり、ただし、プライマリのボリュームセッ
トに対応するすべてのコンポーネントボリュームが構成されてない場合、vradmin
addsec コマンドを実行すると、セカンダリのボリュームセットに残りのコンポーネントボ
リュームが追加され、セカンダリ RVG にボリュームセットが関連付けられます。このコ
マンドは、残りすべてのコンポーネントボリュームが、プライマリのコンポーネントボリュー
ムと同じ名前、長さ、インデックスでセカンダリに存在する場合に正常に実行されま
す。ただし、いずれかのコンポーネントボリュームがセカンダリにない場合、または名
前、長さ、インデックスに不一致がある場合、vradmin addsec コマンドは失敗し、エ
ラーに応じたメッセージが出力されます。
セカンダリにボリュームセットがなく、同じ名前、長さ、インデックスのコンポーネントボ
リュームがある場合、vradmin addsec コマンドを実行すると、セカンダリにボリューム
セットが作成され、セカンダリ RVG にボリュームセットが関連付けられます。

■

プライマリとセカンダリの RVG をそれぞれ作成して関連付け、プライマリとセカンダリ
の RLINK をデフォルトの名前の付け方に従って、rlk_remotehost_rvgname に設
定します。デフォルト以外の名前を使用する場合は、vradmin addsec コマンドの
prlink 属性と srlink 属性を使用して、プライマリ RLINK 名とセカンダリ RLINK
名を指定します。
p.80 の 「例: ボリュームセットを含むプライマリ RVG の作成」 を参照してください。

メモ: セカンダリログによる非同期モードでのレプリケーションについては、プライマリとセ
カンダリ両方のSRL サイズが同じでなければなりません。
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RDS にセカンダリを追加するためのベストプラクティス
RDS にセカンダリを追加する場合の推奨設定は、次のとおりです。
■

使用するネットワークおよび IP アドレスを決定します。関係するすべてのシステム名
および IP アドレスを、各システム上の /etc/hosts ファイルや使っているネームサー
ビスのネームサーバーデータベースに追加します。使う設定に対して、適切なホスト
で IP アドレスが利用可能になっている（つまり、アドレスが設定され接続している）こ
とを確認します。

■

将来アプリケーションをクラスタ化するために、レプリケーションに使用する IP アドレ
スを仮想 IP アドレスとして設定します。プライマリおよびセカンダリのクラスタでは、
RDS ごとに、RLINK のアドレスとして使用する固有の仮想 IP アドレスを取得する必
要があります。この操作によって、後から RLINK の IP アドレスを変更せずに、VVR
をクラスタの制御下に置くことができるようになります。仮想 IP を使わずに、RLINK の
IP アドレスを変更する場合は、レプリケーションを中断する必要があります。

■

必要条件に基づいて、ネットワークの帯域幅を検討します。プライマリとセカンダリ間
のネットワーク通信には、UDP プロトコルと TCP プロトコルのいずれかを使用できま
す。また、ファイアウォール環境での操作も計画します。

■

次の RLINK 用の命名規則を使うことをお勧めします。デフォルトでは、VVR は以下
に示す RLINK 用の名前の付け方に従います。
プライマリ RLINK: rlk_remotehost_rvgname。次に例を示します。
rlk_london_hr_rvg

セカンダリ RLINK: rlk_remotehost_rvgname。次に例を示します。
rlk_seattle_hr_rvg
■

RDS 内に複数のセカンダリがある場合は、VVR は自動的にセカンダリの各ペアの間
に RLINK を作成します。この設定を行うと、移行操作が正常に完了した後で、RDS
にセカンダリが自動的に追加されます。

■

DCM をプライマリとセカンダリ上の各データボリュームに関連付けて、SRL 保護機能
とフェールバックログ機能を使用します。

RDS にセカンダリを追加するための前提条件
セカンダリとして追加されるノード上で、次の手順を実行します。
■

プライマリディスクグループと同じ名前のディスクグループを作成します。

■

プライマリデータボリュームと同じ名前とサイズのデータボリュームを作成します。

■

プライマリ SRL と同じ名前の SRL を作成します。SRL をボリュームセットまたはボ
リュームセットのコンポーネントボリュームとすることはできないので注意してください。

■

プライマリ RVG にボリュームセットが組み込まれている場合、追加するセカンダリの
コンポーネントボリュームには必ずプライマリのコンポーネントボリュームと同じ名前、
長さ、インデックスを設定するようにします。
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■

セカンダリホスト上の /etc/vx/vras/.rdg ファイルがプライマリディスクグループ ID
を含む RDS に追加されているかどうか確認します。.rdg ファイルへの各ディスクグ
ループの ID エントリが個別の行にあるかどうかを確認します。
ディスクグループ ID エントリの形式の例については、.rdg ファイルを参照してくださ
い。
vradmin addsec コマンドを使うと、指定したセカンダリホストでプライマリ RVG に対
応するセカンダリ RVG の作成が許可されているかどうかがチェックされます。指定し
たセカンダリホスト上の /etc/vx/vras/.rdg ファイルにプライマリディスクグループ
ID が記述されている場合は、プライマリに許可が与えられているものと判断されます。
プライマリに同じディスクグループ上の複数の RVG が含まれている場合は、1 つの
エントリのみが必要とされます。セカンダリホスト上の /etc/vx/vras/.rdg ファイル
にあるプラス（+）記号は、すべてのホスト上のすべてのプライマリ RVG に対応するセ
カンダリ RVG の作成が許可されていることを示します。
許可を確認するためにセカンダリホスト上の /etc/vx/vras/.rdg ファイルを使用す
るのは、セカンダリが追加された場合、あるいはリモートデータボリュームが同期また
は検証された場合のみです。セカンダリがプライマリからテイクオーバーした後でこれ
らの操作を実行するには、元のプライマリホストでも /etc/vx/vras/.rdg ファイルに
新しいプライマリホストに対するディスクグループ ID が記述されている必要がありま
す。
プライマリディスクグループ ID を表示するには、プライマリホスト上で次のコマンドを
実行します。
# vxprint -l diskgroup

たとえば、セカンダリホスト london に RVG を作成するためにホスト seattle を有効
化するには、ホスト london の .rdg ファイルで、新しい各行に次のエントリが必要で
す。
1083007373.10.seattle
■

SAN ディスクグループ環境では、アプリケーションがボリュームクライアントに存在す
る場合は、セカンダリデータボリュームがセカンダリ上の対応するボリュームクライアン
トに接続されている必要があります。

■

SAN ディスクグループ環境では、アプリケーションがボリュームクライアントに存在す
る場合は、プライマリボリュームサーバーに、セカンダリボリュームサーバーおよびセ
カンダリボリュームクライアントへのネットワーク接続が必要です。

■

SAN ディスクグループ環境では、アプリケーションがボリュームクライアントに存在す
る場合は、セカンダリのホスト名または IP アドレスがセカンダリ上のボリュームクライア
ントで使用できる必要があります。

■

SAN ディスクグループ環境では、アプリケーションがボリュームサーバーに存在する
場合は、セカンダリのホスト名または IP アドレスがセカンダリ上のボリュームサーバー
で使用できる必要があります。

セカンダリを RDS に追加するには
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# vradmin -g local_diskgroup addsec local_rvgnamepri_hostname ¥
sec_hostname

引数 local_diskgroup は、ローカルホスト上のディスクグループの名前です。
引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG の名前です。
引数 pri_hostname と sec_hostname は、プライマリホストおよびセカンダリホストの IP
アドレス、または IP アドレスがネームサービスや hosts ファイルから取得できるホスト名を
指定します。これらの名前は、RLINK の作成時に local_host 属性および remote_host
属性として使用されます。local_host と remote_host によって、プライマリ RLINK と
セカンダリ RLINK に使用するネットワーク接続が指定されます。
DCM をデータボリュームに追加しない場合は、-nodcm オプションを使用します。デフォ
ルトでは、-nodcm オプションを指定しないかぎり、DCM が自動的に追加されます。
メモ: デフォルトでは、新しいプライマリ RLINK とセカンダリ RLINK 上の SRL 保護は、
autodcm に設定されています。-nodcm オプションを指定して vradmin addsec コマン
ドを実行すると、SRL 保護が無効になります。
-sdg オプションを使用して他の名前を指定しないかぎり、セカンダリ RVG はプライマリ

ディスクグループと同じ名前のディスクグループに追加されます。
例 1:
この例は、RVG hr_rvg を含む RDS にセカンダリホスト london_priv を追加する方法
を示しています。レプリケーションを行う場合、この例ではプライベートネットワークを使用
し、プライマリホスト名 seattle_priv、セカンダリホスト名 london_priv を使います。セ
カンダリ上では、プライマリと同じ名前のディスクグループ、すなわち hrdg に RVG が追
加されます。データボリュームに自動的に DCM が追加されます。
# vradmin -g hrdg addsec hr_rvg seattle_priv london_priv

例 2:
この例は、RVG hr_rvg を含む RDS にセカンダリホスト london_priv を追加する方法
を示しています。プライマリとセカンダリのそれぞれの RLINK 名に to_london と
to_seattle を指定して RLINK を作成しています。この RLINK によってプライマリホス
ト seattle_priv とセカンダリホスト london_priv が接続されます。セカンダリ上では、
プライマリと同じ名前のディスクグループ、すなわち hrdg に RVG が追加されます。
# vradmin -g hrdg addsec hr_rvg seattle_priv london_priv ¥
prlink=to_london srlink=to_seattle

例 3:
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この例は、RVG hr_rvg を含む RDS にセカンダリホスト london-v6_priv を追加する
方法を示しています。レプリケーションを行う場合、この例ではプライベート IPv6 ネット
ワークを使用し、プライマリホスト名 seattle-v6_priv、セカンダリホスト名
london-v6_priv を使います。ホスト名 london-v6_priv および seattle-v6_priv
は共にプライベート IPv6 ネットワークに属する IPv6 アドレスに解決されます。セカンダリ
上では、プライマリと同じ名前のディスクグループ、すなわち hrdg に RVG が追加されま
す。データボリュームに自動的に DCM が追加されます。
# vradmin -g hrdg addsec hr_rvg seattle-v6_priv london-v6_priv

例 4:
この例は、RVG hr_rvg を含む RDS にセカンダリホスト london-v6 を追加する方法を
示しています。プライマリとセカンダリのそれぞれの RLINK 名に to_london-v6 と
to_seattle-v6 を指定して RLINK を作成しています。この RLINK によってプライマリ
ホスト seattle-v6 とセカンダリホスト london-v6 が接続され、IPv6 アドレス
aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:ffff:gggg:hhhh と
pppp:qqqq:rrrr:ssss:wwww:xxxx:yyyy:zzzz にそれぞれ解決されます。セカンダリ

上では、プライマリと同じ名前のディスクグループ、すなわち hrdg に RVG が追加されま
す。さらに、データボリュームに DCM も自動的に追加されます。
# vradmin -g hrdg addsec hr_rvg aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:ffff:gggg:hhhh ¥
pppp:qqqq:rrrr:ssss:wwww:xxxx:yyyy:zzzz prlink=to_london-v6 ¥
srlink=to_seattle-v6

セカンダリのレプリケーション設定の変更
RDS にセカンダリを追加する場合、セカンダリのデフォルトのレプリケーション属性は
synchronous=off、latencyprot=off、srlprot=autodcm、packet_size=8400 お
よび bandwidth_limit=none に設定されています。
セカンダリのデフォルト設定を表示するには、次の形式の vxprint コマンドを使います。
vxprint -g diskgroup -Pl

UDP プロトコルを使用している場合は、この形式の vxprint コマンドによってデフォル
トのパケットサイズも表示されます。
synchronous、latencyprot、srlprot などのレプリケーション属性を使って、レプリケー

ションモード、遅延保護、SRL 保護、転送プロトコル、パケットサイズ、および VVR によっ
て使用される帯域幅を設定できます。これらの属性は、attribute=value の形式で定
義します。各属性の設定はレプリケーションに影響を与える可能性があるため、慎重に設
定する必要があります。
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vradmin set コマンドを使うと、プライマリとセカンダリ間のレプリケーション設定を変更

できます。このコマンドは、RDS 内の任意のホストから実行できます。このコマンドによっ
て、次の操作を実行することができます。
■

p.86 の 「セカンダリのレプリケーションモードの設定」 を参照してください。

■

p.87 の 「セカンダリの遅延保護の設定」 を参照してください。

■

p.89 の 「セカンダリの SRL オーバーフロー保護の設定」 を参照してください。

■

p.89 の 「セカンダリのネットワーク転送プロトコルの設定」 を参照してください。

■

p.90 の 「セカンダリのパケットサイズの設定」 を参照してください。

■

p.91 の 「セカンダリの帯域幅の制限の設定」 を参照してください。

vradmin set コマンドを実行すると、プライマリ RLINK とセカンダリ RLINK の両方で対

応する属性が変更されます。synchronous、latencyprot、srlprot 属性は、プライマ
リ RLINK 上でのみ有効になります。この属性の設定変更はセカンダリにも適用されます
が、セカンダリでは有効になりません。ただし、セカンダリだったノードにプライマリの役割
が移行された場合には、設定が有効になります。

セカンダリのレプリケーションモードの設定
RLINK の synchronous 属性をそれぞれ override または off に設定することにより、
VVR に同期モードまたは非同期モードでのセカンダリへのレプリケーションを設定するこ
とができます。
synchronous属性を override に設定すると、RLINK が同期モードになります。通常の

オペレーションでは、VVR は同期モードでレプリケーションを実行します。ただし、ネット
ワークの切断や管理操作によって RLINK が無効になると、VVR は一時的に非同期モー
ドに切り替わり、アプリケーションからの更新情報を引き続き受信してその情報を SRL に
格納します。接続がリストアされ、SRL に保存されていた遅延分がすべてセカンダリに送
信されると、RLINK は自動的に同期モードに切り替わります。多くのシステム管理者は
synchronous 属性を override に設定します。
vradmin コマンドでは、synchronous 属性を fail に設定することはできません。vxedit

コマンドを使用して、属性を synchronous=fail に設定します。vxedit コマンドの使用
について詳しくは、vxedit マニュアルページを参照してください。
注意: synchronous=fail モードを使用する場合は 。
レプリケーションを非同期モードに設定するには
レプリケーションを非同期モードに設定するには、synchronous 属性を off に設定しま
す。
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# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname
synchronous=off

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表します。
引数 sec_hostname は、vradmin printrvg コマンドの出力に表示されるセカンダリホス
ト名です。RDS 内に存在するセカンダリが 1 つしかない場合は、引数 sec_hostname
を省略できます。

例: RDS のレプリケーションモードを非同期に設定
RDS hr_rvg において、プライマリホスト seattle とセカンダリホスト london 間のレプリ
ケーションモードを非同期に設定するには、RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実
行します。
# vradmin -g hrdg set hr_rvg london synchronous=off

同期モードのレプリケーションを有効にするには
RLINK の同期属性を override に設定するには、次のコマンドを使用します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
synchronous=override

例: RDS のレプリケーションモードを同期に設定
RDS hr_rvg において、プライマリホスト seattle とセカンダリホスト london 間のレプリ
ケーションモードを同期に設定するには、RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行
します。
# vradmin -g hrdg set hr_rvg london synchronous=override

セカンダリの遅延保護の設定
vradmin set コマンドを実行すると、latencyprot 属性を override、fail または off

に設定できます。また、このコマンドを使って、保護を有効または無効にするための、
latency_high_mark および latency_low_mark を設定します。
プライマリとセカンダリ間の遅延保護を有効化するには、latencyprot 属性を設定しま
す。
メモ: 遅延保護を有効にする前に、プライマリとセカンダリが接続されている場合と切断さ
れている場合のそれぞれについて、遅延保護がどのように機能するのかを理解しておく
必要があります。
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遅延保護を有効化するには

1

プライマリとセカンダリ間の RLINK で latencyprot 属性を設定します。
latencyprot 属性をoverride に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
latencyprot=override
latencyprot 属性をfail に設定するには、次のコマンドを実行します。
#

2

vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
latencyprot=fail

次のコマンドを使って、latency_high_mark 属性と latency_low_mark 属性を
設定します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
latency_high_mark=high_mark
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
latency_low_mark=low_mark

引数 local_rvgname はローカルホスト上の RVG 名で、その RVG が属する RDS
をも意味しています。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。
latency_high_mark の値は latency_low_mark の値より大きくなければならな

いことに注意してください。latency_high_mark の値と latency_low_mark の値
の差は、50 などの小さい数に設定することを推奨します。
遅延保護を無効化するには
◆

latencyprot 属性を off に設定して、遅延保護を無効化します。遅延保護を無効

化した場合、プライマリ SRL に保存される未送信の書き込み情報は制限されませ
ん。
latencyprot 属性を off に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname
latencyprot=off

引数 local_rvgname はローカルホスト上の RVG 名で、その RVG が属する RDS をも
意味しています。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマンドの
出力に表示されます。
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セカンダリの SRL オーバーフロー保護の設定
VVR の SRL オーバーフロー保護のモードには、autodcm、dcm、override、fail、off
があります。
SRL オーバーフロー保護を有効化するには
◆

対応する RLINK の srlprot 属性を autodcm、dcm、override、または fail の
いずれかに設定します。
■

srlprot 属性を autodcm に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
srlprot=autodcm

■

srlprot 属性を dcm に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
srlprot=dcm

■

srlprot 属性を override に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
srlprot=override

■

srlprot 属性を fail に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
srlprot=fail

■

srlprot 属性を off に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
srlprot=off

引数 local_rvgname はローカルホスト上の RVG 名で、その RVG が属する RDS
をも意味しています。
引数 sec_hostname は、vradmin printrvg コマンドで出力されるセカンダリホス
ト名です。

セカンダリのネットワーク転送プロトコルの設定
protocol 属性に指定される値により、ホスト間の通信に使用されるプロトコルが決まりま
す。protocol 属性では次の値から 1 つを指定します。
■

UDP - ホストは UDP/IP プロトコルを使用して通信します。
VVR は、レプリケートする各データパケットのチェックサムを自動的に計算します。
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■

TCP - ホストは TCP/IP プロトコルを使用して通信します。これはデフォルトです。ど
のプロトコルも指定されていないと、TCP がホスト間の通信のプロトコルとして使用さ
れます。
TCP を指定した場合、VVR チェックサムは自動的に無効になります。代わりに、VVR
は TCP チェックサム機構を使用します。また、RDS 内のノードで 5.1 SP1 よりも前
のバージョンの VVR を使っている場合、VVR はネットワークプロトコルに関係なく
チェックサムを計算します。

■

STORAGE - バンカーレプリケーションに使います。プライマリホストとバンカー SRL
は STORAGE プロトコルを使用して通信します。たとえば、DAS または NAS など、
ストレージがプライマリから直接アクセスできる場合、プロトコルはSTORAGE に設定
します。 ンカーが IP でレプリケーションを実行する場合、プロトコルは UDP または
TCP に設定できます。

メモ: UDP、TCP および STORAGE は大文字小文字を区別します。
ネットワークプロトコルを設定するには
◆

バージョン 110 以上のディスクグループで RDS 用のプロトコルを設定するには、次
の vradmin コマンドを使用します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgnamesec_hostname ¥
protocol=protocol_name

引数 protocol_name は、プライマリがセカンダリにレプリケートするために使用す
るプロトコルの名前です。プロトコルは TCP または UDP のいずれかに設定できま
す。

セカンダリのパケットサイズの設定
パケットサイズでは、セカンダリホストに送信されるパケット内のバイト数を決定します。パ
ケットサイズは、UDP モードでのみ packet_size 属性を使用して変更できます。プロト
コルが TCP に設定されている場合、データは TCP ストリームを使用して送信されます。
packet_size 属性の詳細については次を参照してください。
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パケットサイズを設定するには
◆

# vradmin -g diskgroup set local_rvgname
sec_hostname ¥
packet_size=n

引数 local_rvgname はローカルホスト上の RVG 名で、その RVG が属する RDS
をも意味しています。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。
引数 n は、パケットサイズをバイト単位で表します。
packet_size の最小値は 1300 バイトです。
packet_size の最大値は 65464 バイトです。

例: プライマリとセカンダリ間のパケットサイズの設定
プライマリホスト seattle とセカンダリホスト london の間のパケットサイズを 1400 バイト
に設定するには、RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行します。
# vradmin -g hrdg set hr_rvg london packet_size=1400

セカンダリの帯域幅の制限の設定
プライマリからセカンダリへのレプリケーションに使用するネットワーク帯域幅の制限を設
定するには、vradmin set コマンドの bandwidth_limit 属性を使用します。
bandwidth_limit を none に設定すると、VVR は利用可能なネットワーク帯域幅を使
用します。デフォルト値は none です。 RDS に組み込まれていないボリュームを同期す
るときに VVR で使用するネットワーク帯域幅を制限するには、vradmin syncvol コマ
ンドの bandwidth_limit 属性を使用します。
レプリケーションに使用するネットワーク帯域幅を制御するには
◆

RDS 内のプライマリとセカンダリ間のレプリケーションに使用する帯域幅を制限する
には、RDS の任意のホストで次のコマンドを実行します。コマンド内で使用する帯域
幅の単位には、kbps、mbps、gbps、またはそれぞれの省略形である k、m、g を使用
できます。帯域幅のデフォルトの単位は、bps（1 秒あたりのビット数）です。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
bandwidth_limit=value

引数 local_rvgname はローカルホスト上の RVG 名で、その RVG が属する RDS をも
意味しています。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマンドの
出力に表示されます。
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例: プライマリとセカンダリ間のネットワーク帯域幅の制限
RDS hr_rvg において、プライマリホスト seattle とセカンダリホスト london 間の帯域
幅を 30 mbps に制限するには、RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行します。
# vradmin -g hrdg set hr_rvg london bandwidth_limit=30mbps

セカンダリの帯域幅スロットルを無効化するには
◆

RDS 内のセカンダリで帯域幅スロットルを無効化するには、RDS の任意のホストで
次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup set local_rvgname sec_hostname ¥
bandwidth_limit=none

引数 local_rvgname はローカルホスト上の RVG 名で、その RVG が属する RDS をも
意味しています。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマンド
の出力に表示されます。

例: プライマリとセカンダリ間のネットワークスロットルの無効化
RDS hr_rvg において、プライマリホスト seattle とセカンダリホスト london のレプリ
ケーションの帯域幅スロットを無効化するには、RDS の任意のホストで次のコマンドを実
行します。
# vradmin -g hrdg set hr_rvg london bandwidth_limit=none

ボリュームの同期に使用するネットワーク帯域幅を制御するには
◆

RDS に組み込まれていないボリュームを同期するときに VVR で使用するネットワー
ク帯域幅を制限するには、次のコマンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup syncvol local_vols_list ¥
remote_hostname.... bandwidth_limit=value

引数 local_vols_list は、ローカルホスト上のボリュームをカンマ（,）で区切り列挙しま
す。ここでは、ローカルホストとリモートホストのボリュームの名前が同じであることを前提と
します。
引数 remote_hostname は、再同期するボリュームが存在するリモートホストをスペース
で区切って列挙します。これらのリモートホスト名は hosts ファイルまたはネームサービス
などで、名前解決ができる必要があります。

例: 完全同期を使用した場合の VVR が使用するネットワーク帯域幅の制限
次の例は、完全同期を使用して、ホスト london 上のリモートボリュームを、ローカルホス
ト seattle 上のディスクグループ hrdg にあるローカルボリューム hr_dv01、hr_dv02、
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hr_dv03 と同期する際に、VVR が使用するネットワーク帯域幅を制限する方法を示して

います。リモートホスト上のディスクグループおよびボリュームの名前は、ローカルホスト上
のディスクグループおよびボリュームの名前と同じです。
# vradmin -g hrdg -full syncvol hr_dv01,hr_dv02,hr_dv03 london

¥

bandwidth_limit=10mbps

セカンダリの同期とレプリケーションの開始
この項では、セカンダリの同期方法とレプリケーションの開始方法を説明します。

セカンダリの同期方式
セカンダリの同期は、ネットワークやブロックレベルのテープバックアップを使用したり、
ディスクを物理的にセカンダリへ移動することによって実現できます。セカンダリの同期方
法には自動同期が推奨されます。セカンダリの同期方式は、環境に応じて次の中から選
択します
■

■

ネットワークの使用
■

自動同期

■

Storage Checkpoint による完全同期

■

Storage Checkpoint を使用した差分同期

ブロックレベルのテープバックアップの使用
■

■

ブロックレベルのテープバックアップおよびチェックポイント処理

ディスクの物理的な移動
■

ディスクグループの分割と結合

次の表に、それぞれの同期方式の用途と使用方法を示します。

ネットワークを使用したセカンダリの同期
アプリケーションがアクティブ、非アクティブのどちらの場合でも、ネットワーク経由でセカ
ンダリの同期を行うことができます。これらの方法では、SmartMove がサポートされてい
ます。
表 7-1

ネットワークを使ったセカンダリの同期

セカンダリの同期

実行する操作

完全同期

自動同期およびレプリケーション vradmin -a startrep
の開始
p.95 の 「自動同期機能の使用」
を参照してください。

使用するコマンド
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セカンダリの同期

実行する操作

使用するコマンド

完全同期

Storage Checkpoint による完全 vradmin -full -c
同期
checkpoint syncrvg

RDS のプライマリとセカン Storage Checkpoint を使用した vradmin -c checkpoint
ダリのデータボリュームの差 差分同期
syncrvg
異が比較的少ない場合

ブロックレベルのテープバックアップを使用したセカンダリの同期
ブロックレベルのテープバックアップを使ったセカンダリの同期の方法を表 7-2 を示しま
す。
表 7-2
セカンダリの同期

ブロックレベルのテープバックアップを使ったセカンダリの同期
次の処理を行います。

完全同期を行うのに、プラ 1. プライマリで Storage
イマリからセカンダリに大量 Checkpoint の開始点を設定す
のデータを移動させる必要 る。
がある場合

使用するコマンド
vxrvg -c checkpoint
checkstart rvg_name

2. プライマリでブロックレベルの
バックアップを実行する。
3. プライマリで Storage
Checkpoint の終了点を設定す
る。

vxrvg -c checkpoint
checkstart rvg_name

4. セカンダリでテープをリストアし、 vradmin -c checkpoint
Storage Checkpoint を使用して startrep
セカンダリにレプリケーションを開
始する。

ディスクの物理的な移動によるセカンダリの同期
ディスクの物理的な移動によるセカンダリの同期の方法を表 7-3 に示します。
表 7-3
セカンダリの同期

ディスクの物理的な移動によるセカンダリの同期
使用する機能

プライマリホストの場所から ディスクグループの分割と結合
セカンダリホストの場所まで
ディスクを物理的に移動す
ることによる完全同期

使用するコマンド
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自動同期機能の使用
自動同期機能を使うと、プライマリ上のデータをネットワーク経由でセカンダリへ転送する
ことができます。アプリケーションがアクティブ、非アクティブのどちらの場合でも、自動同
期を使用してプライマリとセカンダリのデータボリュームを同期させることが可能です。
自動同期では、プライマリデータボリュームを最初から最後まで読み取り、そのデータを
セカンダリへ送信することによって、プライマリデータボリュームのデータをセカンダリへ転
送します。
メモ: 自動同期では書き込み順序を維持しません。そのため、同期処理が完了するまで、
セカンダリのデータは、一貫性を欠いた状態になります。
自動同期が完了すると、セカンダリのデータは、一貫性がとれた状態になります。自動同
期を使用する場合、使うネットワークの帯域幅を適切に設定する必要があります。セカン
ダリへのデータ転送に使っているネットワーク速度が、プライマリのデータボリュームへの
書き込み速度を上回っている場合にのみ、同期は完了します。もし、プライマリのデータ
ボリュームへの書き込み速度が、ネットワークの転送速度を上回っていた場合、特にプラ
イマリのデータボリュームへの書き込み領域が分散している場合、同期がいつまでも完了
しない可能性があります。
この機能を使うと、複数のセカンダリホストの同期を同時に実行することができます。複数
のセカンダリホストで自動同期を実行する場合は、最も低速なネットワーク速度で同期が
行われます。
セカンダリに障害が発生したりネットワークが切断されると、VVR は同期を一時停止しま
す。同期の実行中にプライマリで障害が発生した場合、プライマリがリカバリすると、同期
が停止された時点から続行されます。
自動同期を使用するための前提条件
■

プライマリ RVG の各データボリュームには、自身に関連付けられた DCM が必要で
す。データボリュームに DCM が関連付けられていない場合は、セカンダリの自動同
期は実行できません。

vradmin startrep コマンドに -a オプションを付けて使用すると、レプリケーションが開

始され、RDS 内のセカンダリデータボリュームとプライマリデータボリュームの同期が自動
的に実行されます。この処理が完了すると、セカンダリデータボリュームはプライマリデー
タボリュームと同じ状態になります。データボリュームにデータが格納されていれば、アプ
リケーションがアクティブ、非アクティブのどちらの場合でも、このコマンドを使用してセカ
ンダリの同期を行うことができます。別のセカンダリへのレプリケーションは、この自動同期
が完了して初めて開始できます。
vradmin startrep コマンドは、RDS 内の任意のホストから実行できます。自動同期の

状態および進行状況を確認するには、プライマリ RLINK で vxrlink status コマンド
を使用します。
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セカンダリの同期を行い、自動同期を使用してレプリケーションを開始するには、次のコ
マンドを実行します。
# vradmin -g diskgroup -a startrep local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表します。
引数 sec_hostname は、vradmin printrvg コマンドの出力に表示されるセカンダリホ
スト名です。RDS 内に存在するセカンダリが 1 つしかない場合は、sec_hostname を省
略できます。
例 - 自動同期機能の使用
この例では、ホスト seattle 上のプライマリ RVG の hr_rvg のデータボリュームには
データが存在し、アプリケーションはアクティブであるとします。ホスト london 上のセカン
ダリ RVG、hr_rvg と同期を行い、レプリケーションを開始するには、次のコマンドを実行
します。
# vradmin -g hrdg -a startrep hr_rvg london

自動同期を使用する際の注意事項
自動同期を使う際の次の注意事項を確認します。
■

自動同期が進行中の間に RDS に新しいボリュームを関連付けた場合、VVR は、新
しく関連付けられたデータボリュームに対しては自動的に同期を実行しません。

■

SRL オーバーフロー保護が dcm に設定されている複数のセカンダリを含む RDS
では、複数のセカンダリで DCM の使用が必要になる場合があります。セカンダリの
自動同期の実行中に別のセカンダリの RLINK がオーバーフローを起こしそうになる
と、自動同期は中断され、その RLINK で DCM が有効になります。

■

既存の RLINK が DCM を使用しているときに、新規で RLINK を設定して自動同期
を実行しようとしても、自動同期は失敗する場合があります。

■

DCM を使った再同期プロセスから除外するセカンダリがある場合は、そのセカンダリ
との RLINK をプライマリ側で切断します。

■

DCM の使用中に、データボリュームから DCM の関連付けを解除することはできま
せん。

■

DCM 使用時に I/O エラーで DCM が切断されると、再同期は中断され、同期中の
RLINK は切断されます。

■

SmartMove では自動同期を使用できます。レプリケートするデータはきわめて少な
いため、この組み合わせによりディザスタリカバリサイトの展開がかなり高速になりま
す。
p.97 の 「VVR の SmartMove について」 を参照してください。

96

第 7 章 VCS と SFHA 用のグローバルクラスタの設定
VVR レプリケーションの設定

自動同期を使用したレプリケーションの設定例
この例は、RDS がサンプル手順で作成されていることを前提としています。
データボリュームを使用するアプリケーションがアクティブ、非アクティブのどちらの場合
でも、自動同期によるセカンダリの同期が可能です。
自動同期を使ったレプリケーションの設定方法
◆

RDS 内の任意のホストから次のコマンドを実行し、自動同期を使用してセカンダリ
の同期とレプリケーションを開始します。
# vradmin -g hrdg -a startrep hr_rvg london

VVR の SmartMove について
VVR の SmartMove 機能により、VVR では、VxFS の使用中のファイルシステムブロッ
クに関する情報を利用して、レプリケーション対象ボリュームの最初の同期に必要な時間
とネットワーク帯域幅を最適化できます。 この機能は、同期中のボリュームの上にマウン
トされている VxFS ファイルシステムが存在する場合に利用できます。
自動同期で SmartMove を使用すると、システム上にプロビジョニングされたストレージよ
りもはるかに少ないデータをレプリケートすることになるため、より高速にディザスタリカバ
リサイトを展開できます。CVR （Cluster Volume Replication）環境で SmartMove ととも
に自動同期を使用するには、ファイルシステムがログ所有者にマウントされている必要が
あります。
デフォルトの動作では、最初の同期に VVR の SmartMove 機能が使われます。最初の
同期中に SmartMove を使用するコマンドは vradmin syncrvg/syncvol/startrep
と vxrlink -a att です。
SmartMove をオフにするには
◆

次を入力します。
# vxtune usefssmartmove none

vradmin verifydata コマンドも、使用中のファイルシステムブロックに関する VxFS の

情報を検証に利用するように拡張されています。

シンストレージ再生と VVR について
シンストレージは、ストレージを必要な場合にのみアプリケーションに割り当てることでア
レイ容量の最適化に役立ちます。 ファイルが作成されてファイルシステムに書き込まれた
とき、ストレージがアレイ上のストレージの空きプールから割り当てられます。

97

第 7 章 VCS と SFHA 用のグローバルクラスタの設定
VVR レプリケーションの設定

ただし、ホストでファイルを削除しても、ストレージは自動的にプールに戻されません。 そ
の結果、未使用になった割り当て済みのストレージがアレイ上に大量に存在することにな
ります。 このストレージは手動で再生する必要があります。
p.99 の 「シン再生アレイに再生が必要かどうかの判断」 を参照してください。
VVR 環境では、RVG で設定されたボリュームでストレージを再生できます。 ストレージ
の再生は、ディスク、ディスクグループ、またはファイルシステムレベルで行うことができま
す。
シンストレージ再生は、thinrclm 属性がある LUN でのみサポートされます。 シン再生
をサポートする LUN は、シン対応ストレージアレイから VxVM によって自動的に検出さ
れます。 ホストで、thinonly または thinrclm 属性があるデバイスを一覧表示できま
す。
シンストレージ再生は、フルインスタントスナップショットまたは領域最適化スナップショッ
トが関連付けられている RVG のボリュームではサポートされません。 再生コマンドがエ
ラーなしで完了することもありますが、ストレージ領域は再生されません。 シンストレージ
再生は、プライマリボリュームからスナップショットボリュームへのデータ転送をトリガするボ
リュームでの再生としてはサポートされません。 このデータをスナップショットボリュームに
移動すると、ストレージ割り当てがバックエンドでトリガされます。 複数のスナップショット
が存在する場合は、同じデータのコピーが保持されるため、再生より多くのストレージが
必要となります。 領域最適化スナップショットの場合は、すべての再生データが領域最適
化スナップショットにコピーされるため、キャッシュオブジェクトのサイズが増加します。
Storage Foundation のシンストレージ再生を別のコンテキストで使用する場合、コマンド
は VVR 環境で使用する場合と同じです。
シン再生を VVR で使用する場合は、次の点に注意してください。
■

シン再生をボリュームで実行する前に、VxFS ファイルシステムがプライマリサイトにマ
ウントされている必要があります。

■

プライマリサイトでストレージを再生すると、プライマリサイトが DCM モード以外である
か自動同期が実行されていない場合には、セカンダリサイトで自動的に再生されま
す。 プライマリサイトは、SRL がオーバーフローした時点で DCM モードになります。

■

プライマリサイトとセカンダリサイトで異なるタイプのアレイを使用していても、両方のサ
イトでストレージを再生できます。 アレイには、異なる固定サイズの物理ストレージア
ロケーションユニットを使用できます。

■

ストレージの再生は、ローリングアップグレード中でもシステムに影響を与えずに行う
ことができます。

シンストレージとシンストレージの再生手順について詳しくは、『Veritas InfoScale™ ソ
リューションガイド』を参照してください。
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シン再生アレイに再生が必要かどうかの判断
シンストレージ再生は、thinrclm 属性がある LUN でのみ実行できます。 アレイは、次
の場合に再生に適しているといえます。
■

アレイ固有のコマンドで、ストレージが最大値に近づいている（使用率が 90% など）
ことが示される。

■

特定のストレージレベルに達したことを示す警告がアレイから表示される。

ストレージ容量が最大値に近づいていても、再生するデータが必ずしも存在するというわ
けではありません。データが必要な場合もあります。 さらに調査して、削除済みまたは未
使用の大規模なデータブロックが存在するかどうかを判断する必要があります。 存在す
る場合は、シン再生を実行します。
ストレージの再生について詳しくは、『Veritas InfoScale™ ソリューションガイド』を参照し
てください。

データボリュームが初期化されている場合のレプリケーションの開始
プライマリのデータボリュームとセカンダリのデータボリュームが初期化されて格納されて
いるデータがない場合にレプリケーションを開始するときは、vradmin startrep コマン
ドに -f オプションを付けて使用します。vradmin startrep コマンドは、RDS 内の任
意のホストから実行できます。
データボリュームが初期化されており、RDS 内のセカンダリに対してレプリケーションを
開始するには
# vradmin -g diskgroup -f startrep local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表します。
引数 sec_hostname は、vradmin printrvg コマンドで出力されるセカンダリホスト名
です。RDS 内に存在するセカンダリが 1 つしかない場合は、sec_hostname を省略で
きます。

例: データボリュームが初期化されている場合のレプリケーション
の開始
データボリュームが初期化されている場合に、seattle 上のプライマリ RVG hr_rvg か
らホスト london 上のセカンダリ RVG へのレプリケーションを開始するには、RDS 内の
任意のホストから次のコマンドを実行します。
# vradmin -g hrdg -f startrep hr_rvg london

メモ: -f オプションを使用すると、プライマリとセカンダリのデータボリュームに同じデータ
が含まれている場合に、それらのボリュームの初回の同期を停止できます。
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サードパーティ製レプリケーションの設定
レプリケーションは VVR または各種のサードパーティ製レプリケーション技術を使って設
定できます。
次の推奨設定に従ってレプリケーションを設定します。
■

レプリケーションを設定します。サードパーティ製ソフトウェアのレプリケーション技術
（Oracle Dataguard、IBM DB2HADR など）またはサードパーティ製ハードウェアの
レプリケーションの技術（EMC SRDF、Hitachi TrueCopy、IBM SVCCopyServices
など）を使用する場合は、レプリケーションの計画と設定についてベンダーのマニュア
ルを確認します。

■

レプリケーションを設定したら、レプリケートされたストレージがクラスタのすべてのノー
ドに表示されることを確認します。

■

ストレージベンダーのツール（CLI または API）が、各種レプリケーションエージェント
とインストール/設定ガイドで推奨されているように、VCS ノードにインストールされて
いることを確認します。たとえば HITACHI TrueCopy レプリケーションを使用する場
合は、各クラスタノードに RAID Manager CCI をインストールします。

■

https://sort.symantec.com/agents から必要な VCS レプリケーションエージェントを
ダウンロードして、インストールします。

■

レプリケーションエージェントのインストール/設定ガイドのガイドラインに従って、レプ
リケーションエージェントのリソースを設定します。

■

インストール/設定ガイドに記載されているシナリオを使って、設定のフェールオーバー
をテストします。

グローバルクラスタ設定向けにクラスタを設定する
次の手順を実行して、ディザスタリカバリ用のクラスタを設定します。
■

プライマリサイトでグローバルクラスタコンポーネントを設定する
p.101 の 「プライマリサイトでのグローバルクラスタコンポーネントの設定」 を参照して
ください。

■

セカンダリサイトで VCS をインストールして設定する
p.102 の 「セカンダリサイトでの VCS のインストールと設定」 を参照してください。

■

広域コネクタ間の通信のセキュリティを設定する
p.102 の 「広域コネクタ間の通信のセキュリティ設定」 を参照してください。

■

リモートクラスタオブジェクトを設定する
p.104 の 「リモートクラスタオブジェクトの設定」 を参照してください。

■

追加ハートビートリンクを設定する（オプション）
p.104 の 「追加ハートビートリンクの設定（オプション）」 を参照してください。
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■

Steward プロセスを設定する（オプション）
p.105 の 「Steward プロセスの設定（オプション）」 を参照してください。

プライマリサイトでのグローバルクラスタコンポーネントの設定
次の手順を実行して、プライマリサイトでグローバルクラスタコンポーネントを設定します。
プライマリサイトで VCS クラスタ設定の間にこれらの手順をすでに完了している場合は、
セカンダリサイトで VCS クラスタを設定する次のタスクに進みます。
p.102 の 「セカンダリサイトでの VCS のインストールと設定」 を参照してください。
GCO 設定ウィザードを実行し、ClusterService グループを作成または更新します。 GCO
設定ウィザードは、現在の設定を検証し、グローバルクラスタ設定に適しているかどうかを
確認します。
プライマリサイトでグローバルクラスタコンポーネントを設定するには

1

GCO 設定ウィザードを起動します。
# gcoconfig

ローカルシステムの NIC デバイスが検出され、グローバルクラスタで使うデバイスの
入力を求めるメッセージが表示されます。

2

デバイスの名前を指定し、Enter キーを押します。

3

NIC リソースが設定されていない場合は、指定した NIC が全システムで使われるパ
ブリック NIC であるかどうかを確認するメッセージが表示されます。
パブリック NIC の場合は y を、そうでない場合は n を入力します。 n を入力すると、
すべてのシステムにある NIC の名前を入力するよう求められます。

4

グローバルクラスタに使う仮想 IP を入力します。
IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを使う必要があります。 VCS は、グローバルクラ
スタ内で異なったインターネットプロトコルバージョンを使う複数クラスタの構成をサ
ポートしません。

5

IP リソースが設定されていない場合、ウィザードは次の処理を行います。
■

IPv4 アドレスの場合:
仮想 IP に関連付けられたネットマスクの入力を要求します。 ウィザードがネット
マスクを検出します。表示された値を確定するか、あるいは別の値を入力できま
す。

■

IPv6 アドレスの場合:
仮想 IP に関連付けられたプレフィックスの入力を要求します。
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6

コマンドの実行が開始され、ClusterService グループが作成または更新されます。
様々なメッセージにより、これらのコマンドの状態が示されます。 コマンドの実行後、
ウィザードは ClusterService グループをオンラインにします。

7

クラスタ間通信のための仮想 IP アドレスを監視する gcoip リソースがオンラインであ
ることを確認します。
# hares -state gcoip

セカンダリサイトでの VCS のインストールと設定
次の手順を実行して、セカンダリサイトで VCS クラスタを設定します。
セカンダリサイトで VCS をインストールして設定するには

1

セカンダリサイトで、VCS クラスタをインストールして設定します。
このタスクに関して、次の点に注意してください。
■

VCS を設定する間、グローバルクラスタを設定するための質問に回答します。
この手順では、クラスタ間通信のための仮想 IP を設定します。

詳しくは、『Cluster Server 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

クラスタ間通信のための仮想 IP アドレスを監視する gcoip リソースがオンラインであ
ることを確認します。
# hares -state gcoip

広域コネクタ間の通信のセキュリティ設定
次の手順を実行して、広域コネクタ間のセキュア通信を設定します。
広域コネクタ間の通信にセキュリティを設定するには

1

両方のクラスタでセキュリティが設定されること検証します。 installvcs -security
コマンドを使ってセキュリティを設定できます。
詳しくは、『Cluster Server 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

クラスタ間の信頼を確立します。
たとえば、2 つのクラスタが存在する VCS グローバルクラスタ環境で、次の手順を
実行してクラスタ間の信頼を確立します。
■

最初のクラスタの各ノードで、次のコマンドを入力します。
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/WAC;
/opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b
IP_address_of_any_node_from_the_second_cluster:14149 -s high
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このコマンドは、2 番目のクラスタのルートブローカーのセキュリティ証明書とその
他の詳細を取得し、表示します。
詳細情報が正しければ、コマンドプロンプトで y を入力して信頼を確立します。
次に例を示します。
The hash of above credential is
b36a2607bf48296063068e3fc49188596aa079bb
Do you want to trust the above?(y/n) y
■

2 番目のクラスタの各ノードで、次のコマンドを入力します。
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/WAC
/opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b
IP_address_of_any_node_from_the_first_cluster:14149 -s high

このコマンドは最初のクラスタのルートブローカーのセキュリティ証明書とその他
の詳細を取得し、表示します。
詳細情報が正しければ、コマンドプロンプトで y を入力して信頼を確立します。
または、パスワードを要求しない通信をクラスタで設定している場合、installvcs
-securitytrust オプションを使ってリモートクラスタとの信頼を確立できます。

3

■

グローバルなクラスタの設定後、installvcs -security コマンドを使った場
合、この残りの手順を省略します。

■

セキュアクラスタがあり、gcoconfig コマンドを使った場合、この残りの手順を完
了します。

各クラスタを対象にして、wac リソースがオンラインになっているノードで wac リソー
スをオフライン化します。 各クラスタに対して、次のコマンドを実行します。
# hares -offline wac -sys node_where_wac_is_online

4

wac リソースの StartProgram 属性と MonitorProcesses 属性の値を更新します。
# haconf -makerw
hares -modify wac StartProgram ¥
"/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
hares -modify wac MonitorProcesses ¥
"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure"
haconf -dump -makero

5

各クラスタで、wac リソースをオンライン化します。 各クラスタで、すべてのノードに対
して次のコマンドを実行します。
# hares -online wac -sys systemname
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リモートクラスタオブジェクトの設定
両方のサイトで VCS とレプリケーションインフラを設定したら、2 つのクラスタをリンクする
必要があります。2 つのクラスタをリンクするには、各サイトでリモートクラスタオブジェクト
を設定する必要があります。［リモートクラスタ設定ウィザード（Remote Cluster
Configuration wizard）］には、クラスタ間のリンクを設定するための使いやすいインター
フェースが用意されています。
リモートクラスタオブジェクトを設定するには
◆

リモートクラスタ設定ウィザードを開始します。
Cluster Explorer で、［編集（Edit）］、［リモートクラスタの追加/削除（Add/Delete
Remote Cluster）］の順にクリックします。
ClusterService グループの IP リソースに割り当てたものと同じ IP アドレスを使う必
要があります。 グローバルクラスタは、クラスタ間での通信と ICMP ハートビートの交
換にこの IP アドレスを使います。

追加ハートビートリンクの設定（オプション）
クラスタ間で ICMP ハートビートを交換するための追加ハートビートリンクを設定できま
す。
クラスタ間で追加ハートビートを設定するには（オプション）

1

Cluster Explorer で、［編集（Edit）］メニューの［ハートビートの設定（Configure
Heartbeats）］をクリックします。

2

［ハートビート設定（Heartbeat configuration）］ダイアログボックスで、ハートビートの
名前を入力し、クラスタ名の横にあるチェックボックスをオンにします。

3

［設定（Configure）］カラムのアイコンをクリックし、［ハートビート設定（Heartbeat
Settings）］ダイアログボックスを開きます。

4

Arguments 属性とさまざまな［タイムアウト（Timeout）］および［間隔（Interval）］フィー
ルドの値を指定します。 ［+］をクリックして引数値を追加するか、［-］をクリックして引
数値を削除します。
Arguments 属性で IP アドレスを指定する場合は、その IP アドレスが DNS エント
リを持っていることを確認してください。

5

［OK］をクリックします。

6

［ハートビート設定（Heartbeat configuration）］ダイアログボックスで、［OK］をクリッ
クします。
これで Java コンソールから両クラスタの状態を監視できるようになります。
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Steward プロセスの設定（オプション）
2 つのクラスタを持つグローバルクラスタ設定の場合、適切なネットワークインフラを備え
ていれば、Steward を設定してスプリットブレインを回避できます。
p.29 の 「Steward プロセスについて: 2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるスプ
リットブレインの処理」 を参照してください。
セキュアモードで動作していないクラスタ向けに Steward プロセスを設定するには

1

Steward プロセスを実行するシステムを決定します。

2

両方のクラスタが ping コマンドでシステムに接続できることを確認します。

3

クラスタ内のノードから Steward システムに steward ファイルをコピーします。 この
ファイルは、次のパスにあります。
/opt/VRTSvcs/bin/

4

両方のクラスタで、Stewards 属性を、Steward プロセスを実行しているシステムの
IP アドレスに設定します。
次に例を示します。
cluster cluster1938 (
UserNames = { admin = gNOgNInKOjOOmWOiNL }
ClusterAddress = "10.182.147.19"
Administrators = { admin }
CredRenewFrequency = 0
CounterInterval = 5
Stewards = {"10.212.100.165"}
}

5

Steward の実行用に指定したシステムで、Steward プロセスを起動します。
# steward -start

セキュアモードで動作しているクラスタ向けに Steward プロセスを設定するには

1

Steward の情報のやり取りをセキュアにするための前提条件が満たされていること
を確認します。
wac プロセスがセキュアモードで動作していることを確認するために、次のタスクを
実行します。
■

wac リソースの属性値を確認します。
# hares -value wac StartProgram

値は、"/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure" であることが必要です。
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# hares -value wac MonitorProcesses

値は、"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure" であることが必要です。
■

wac プロセスをリスト表示します。
# ps -ef | grep wac

wac プロセスは、"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure" として動作している必要が
あります。

2

Steward プロセスを実行するシステムを決定します。

3

両方のクラスタが ping コマンドでシステムに接続できることを確認します。

4

この手順は、VCS が Steward システムにインストールされていない場合にのみ実
行します。 VCS がすでにインストールされている場合、手順 5 に進みます。
■

VRTSvcs パッケージと VRTSperl rpmsをインストールします。

■

クラスタ UUID が設定されていない場合、/opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl
を使って設定します。

■

Steward のプロセスの実行を指定されたシステムで installvcs
-securityonenode コマンドを実行します。
VCS が設定されていないか、または VCS がクラスタのすべてのノードで実行さ
れていないと、インストーラから確認メッセージが表示されます。 セキュリティの
設定を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、y と入力します。
-securityonenode オプションについて詳しくは、『Cluster Server 設定および
アップグレードガイド』を参照してください。

5

/opt/VRTSvcs/bin/steward_secure.pl を使って Steward の信用証明を生成

するか、次の手順を実行します。
# unset EAT_DATA_DIR
# unset EAT_HOME_DIR
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat createpd -d
VCS_SERVICES -t ab
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat addprpl
-d VCS_SERVICES -p STEWARD -s password

-t ab

# mkdir -p /var/VRTSvcs/vcsauth/data/STEWARD
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/STEWARD
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust

-s high -b localhost:14149
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6

GCO クラスタのすべてのノードで信頼を確立します。
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/WAC
# vcsat setuptrust -b <IP_of_Steward>:14149 -s high

7

Steward で信頼を確立します。
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/STEWARD
# vcsat setuptrust -b <VIP_of_remote_cluster1>:14149 -s high
# vcsat setuptrust -b <VIP_of_remote_cluster2>:14149 -s high

8

Steward の実行用に指定したシステムで、Steward プロセスを起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/steward -start -secure

Steward プロセスを停止するには
◆

セキュアモードで動作するよう設定されていない Steward プロセスを停止するには、
新しいコマンドウィンドウを開き、次のコマンドを実行します。
# steward -stop

セキュアモードで動作している Steward プロセスを停止するには、新しいコマンド
ウィンドウを開き、次のコマンドを実行します。
# steward -stop -secure

グローバルクラスタ設定向けにサービスグループを設定
する
次の手順を実行して、ディザスタリカバリ用のサービスグループを設定します。
サービスグループを設定するには

1

セカンダリサイトで、高可用性のためのアプリケーションを設定します。
アプリケーションの VCS サービスグループを設定します。 第 1 クラスタと同様の設
定を行います。
■

Cluster Manager（Java コンソール）を使ってリソースをプライマリクラスタからコ
ピーアンドペーストするか、プライマリクラスタの main.cf ファイルからセカンダリ
クラスタに設定をコピーします。
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2

■

設定を適宜変更します。 たとえば、SystemList 属性は、セカンダリクラスタのシ
ステムが反映されるよう変更する必要があります。

■

サービスグループの名前（appgroup）が、両クラスタで同じであることを確認しま
す。

リモートクラスタ操作のためのリモート管理権限をユーザーに割り当てるには、両方
のクラスタで同じ名前と権限を持つユーザーを設定します。
p.22 の 「グローバルクラスタでのユーザー権限」 を参照してください。

3

設定で BIND DNS を使っている場合は、各サイトで DNS タイプのリソースをアプリ
ケーションサービスグループに追加します。
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。

4

各サイトで、設定したレプリケーション技術に応じて次の手順を実行します。
■

Volume Replicator
VVR RVG（Replicated Volume Group）を管理および監視するために VCS を
設定します。
p.108 の 「VVR ベースのレプリケーションのための VCS サービスグループの設
定」 を参照してください。

■

サポート対象のサードパーティ製レプリケーション技術
レプリケーション技術に対応した VCS エージェントをインストールし、設定しま
す。
手順については、該当する VCS レプリケーションエージェントの『インストール/
設定ガイド』を参照してください。

VVR ベースのレプリケーションのための VCS サービスグループの設定
Volume Replicator（VVR）を監視するように VCS を設定するには、以下の手順を実行
します。 その後、アプリケーションサービスグループ（appgroup）からレプリケーションサー
ビスグループ（appgroup_rep）への online local hard グループ依存関係を設定して、
サービスグループがともにフェールオーバーし、切り替わるようにします。
VCS で RVG リソースを作成するには

1

新規のサービスグループ、たとえば appgroup_rep を作成します。

2

DiskGroup リソースを appgroup から新しいグループにコピーします。

3

appgroup_rep サービスグループで、IP および NIC リソースタイプの新しいリソース
を設定します。 IP リソースは、VVR がレプリケーションで使う仮想 IP を監視します。

4

新規のサービスグループ（appgroup_rep）で、RVG リソースタイプの新しいリソース
を設定します。
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5

RVG リソースを設定します。
リソースについて詳しくは、『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。
RVG リソースは、現在の状態で RVG を起動、停止、監視する点に注意してくださ
い。レプリケーションの方向を変更する場合、VVR の昇格または降格は行いませ
ん。 このタスクは、RVGPrimary エージェントによって管理されます。

6

次の情報を基に、依存関係を設定します。
■

RVG リソースは IP リソースに依存している。

■

RVG リソースは DiskGroup リソースに依存している。

■

IP リソースは NIC リソースに依存している。

サービスグループの設定は、次のようになります。

7

appgroup サービスグループから DiskGroup リソースを削除します。
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8

アプリケーションサービスグループ（appgroup）で、RVGPrimary タイプのリソースを
追加し、その属性を設定します。
リソースについて詳しくは、『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。

9

Mount リソースが RVGPrimary リソースに依存するよう、リソースの依存関係を設定
します。
appgroup の設定は、次のようになります。

アプリケーションサービスグループとレプリケーションサービスグループをリンクするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタ名をクリックします。

2

表示パネルで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。
サービスグループ依存関係グラフが開きます。

3

［リンク（Link）］をクリックします。

4

親グループ appgroup をクリックし、子グループ appgroup_rep までドラッグします。

5

子グループ appgroup_rep をクリックします。

6

［サービスグループのリンク設定（Link Service Groups）］ダイアログボックスで、
online local および hard の依存関係をクリックし、［OK］をクリックします。
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グローバルサービスグループとしてのサービスグループの設定
グローバルグループ設定ウィザードを実行して、アプリケーションサービスグループ
（appgroup）をグローバルグループとして設定します。
グローバルサービスグループを作成するには

1

Cluster Explorer のサービスグループツリーで、アプリケーションサービスグループ
（appgroup）を右クリックします。

2

メニューから［グローバルとして設定（Configure As Global）］を選択します。

3

変更するサービスグループ（appgroup）の詳細情報を入力します。

4

［使用可能なクラスタ（Available Clusters）］ボックスで、グループをオンラインにで
きるクラスタをクリックします。ローカルクラスタは、ClusterList の一部として暗黙に定
義されているため、リストには含まれていません。 右矢印ボタンをクリックして、クラス
タ名を［クラスタ一覧（ClusterList）］ボックスに移動します。

5

クラスタのフェールオーバーのポリシーを選択します。
■

［マニュアル（Manual）］を選択すると、グループは別のクラスタに自動的にフェー
ルオーバーしなくなります。

■

［自動（Auto）］を選択すると、グループがクラスタ内でフェールオーバーできな
い場合や、クラスタ全体に障害が発生した場合、そのグループは別のクラスタに
自動的にフェールオーバーします。

■

［接続済み（Connected）］を選択すると、グループがクラスタ内でフェールオー
バーできない場合、そのグループは別のクラスタに自動的にフェールオーバー
します。

6

［次へ（Next）］をクリックします。

7

各クラスタの接続詳細を入力または確認します。
［設定（Configure）］アイコンをクリックし、各クラスタのリモートクラスタ情報を確認し
ます。

8

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入力
します。

9

リモートクラスタのユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

10 ［次へ（Next）］をクリックします。
11 ［完了（Finish）］をクリックします。
12 設定を保存します。
これで、appgroup サービスグループはグローバルグループとなり、クラスタ間フェー
ルオーバーが可能になります。
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グローバルクラスタでのファイアドリル
ファイアドリルの手順はディザスタリカバリ設定の障害対応を検証します。この手順は、プ
ライマリサイトのアプリケーションを停止したり、ユーザーアクセスを中断したりせずに実行
されます。
ファイアドリルは、セカンダリサイトでファイアドリル用の特別なサービスグループを使って
実行されます。ファイアドリルサービスグループはアプリケーションサービスグループと同
一ですが、レプリケーションエージェントリソースの代わりにファイアドリルリソースを使用し
ます。ファイアドリルサービスグループはアプリケーションサービスグループによって使わ
れるデータの複製を使います。
レプリケーションエージェントのほとんどすべてに、対応するファイアドリルエージェントが
バンドルされています。これらのファイアドリルエージェントは、ストレージアレイ内のスナッ
プショットを作成し、ホストにスナップショットディスクをインポートします。ファイアドリルエー
ジェントの名前は、レプリケーションエージェントと同様に、エージェント名に接尾辞「Snap」
が付けられます。たとえば、EMC SRDF のファイアドリルエージェントは SRDFSnap で
あり、HTC（Hitachi TrueCopy）エージェントのファイアドリルエージェントは HTCSnap
です。
ファイアドリルの設定について詳しくは、適切なレプリケーションエージェントのインストー
ル/設定ガイドを参照してください。
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8
グローバルクラスタの
Storage Foundation
Cluster File System High
Availability、Storage
Foundation for Oracle
RAC、または Storage
Foundation for Sybase CE
での設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

グローバルクラスタについて

■

SFHA（Storage Foundation and High Availability）Solutions を使ったパラレルグ
ローバルクラスタのレプリケーションについて

■

並列クラスタのグローバルクラスタ環境の設定について

■

プライマリサイトの設定

■

セカンダリサイトの設定
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■

パラレルグローバルクラスタサイト間のレプリケーションの設定

■

パラレルグローバルクラスタの設定のテスト

グローバルクラスタについて
グローバルクラスタは、災害が発生した場合に、地理的に分散したクラスタ間でアプリケー
ションをフェールオーバーする機能を提供します。 グローバルクラスタ化を行うと、かなり
離れた場所にあるクラスタ間でもアプリケーションが移行されます。 ハードウェアまたはソ
フトウェアベースのレプリケーションテクノロジを使って HA/DR を設定できます。
インストール中またはインストール完了後はいつでもこのライセンスを追加することができ
ます。

SFHA（Storage Foundation and High Availability）
Solutions を使ったパラレルグローバルクラスタのレプ
リケーションについて
グローバルクラスタは、災害が発生した場合に、地理的に分散したクラスタ間でアプリケー
ションをフェールオーバーする機能を提供します。 グローバルクラスタ化を行うと、かなり
離れた場所にあるクラスタ間でもアプリケーションが移行されます。 ハードウェアまたはソ
フトウェアベースのレプリケーションテクノロジを使って HA/DR を設定できます。
グローバル VCS サービスグループを設定して、レプリケーションテクノロジを使うことで、
プライマリクラスタをセカンダリクラスタへのレプリケーション用に設定できます。 セカンダ
リサイトのデータベースクラスタは単一ノードクラスタにできます。 たとえば、プライマリサ
イトを 2 ノードクラスタ、セカンダリサイトを 2 ノードまたは単一ノードクラスタにできます。
次のいずれかのレプリケーションテクノロジを使えます。
■

ホストベースのボリュームレプリケーションを行う VVR（Veritas Volume Replicator）。
VVR を使って、SFCFS HA （Storage Foundation Cluster File System High
Availablity）、SF Oracle RAC （Storage Foundation for Oracle RAC）、または SF
Sybase CE （Storage Foundation for Sybase ASE CE）の共有ディスクグループ
のデータボリュームをレプリケートできます。

■

サポートされているハードウェアベースのレプリケーションテクノロジ。 ハードウェア
ベースのレプリケーションを行うと、プライマリアレイからセカンダリアレイにデータをレ
プリケートできます。

設定がサポートされているかどうか検証するには、製品の必要条件とライセンス情報を確
認します。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。

114

第 8 章 グローバルクラスタの Storage Foundation Cluster File System High Availability、Storage Foundation for Oracle
RAC、または Storage Foundation for Sybase CE での設定
SFHA（Storage Foundation and High Availability）Solutions を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケーション
について

『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』を参照し
てください。
ハードウェアの互換性を確認するためには、シマンテック社のテクニカルサポートの Web
サイトの現在の互換性リストを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH230646
SFCFSHA と SF Oacle RAC は複数のサードパーティ製レプリケーションのオプション
をサポートします。
Storage Foundation for Sybase CE は今回のみ VVR レプリケーションをサポートしま
す。
サードパーティ製レプリケーションのサポートの現在の情報については
https://sort.symantec.com/agents を参照し、［エージェントのタイプ］の下にある［レプリ
ケーションエージェント］を選択します。
メモ:
■

SF Sybase CE は VVR でのレプリケーションのみをサポートします。

■

サポート対象のソフトウェアのバージョンについては、ベンダーの互換性リストを確認
してください。 上記リストのサポートは、ベンダー提供のハードウェア互換性リストにホ
スト、HBA、アレイが揃っている場合にのみ有効です。 アレイのマニュアルを確認し
てください。

■

すべてのアレイは、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしている必要がありま
す。

Veritas レプリケーションエージェントにより、クラスタ間でデータがレプリケートされる環境
で、ユーザーのレプリケーション設定でのアプリケーションのフェールオーバーとリカバリ
がサポートされます。
VCS レプリケーションエージェントがレプリケーションの方向を制御します。 エージェント
はレプリケーションの進捗や状態は監視しません。 レプリケーションエージェントは、グ
ローバルクラスタノードに接続している、レプリケートされたデバイスの状態を管理します。
エージェントは、リソースがオンライン状態にあるシステムが設定済みのデバイスに安全
にしかも排他的にアクセスできるようにします。
レプリケーションエージェントの現時点での情報について詳しくは、次のマニュアルを参
照してください。
『Cluster Server 付属エージェントガイド』を参照してください。
レプリケーションエージェントの最新の更新またはソフトウェア情報については、次の URL
のテクニカルサポート TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH230620
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並列クラスタのグローバルクラスタ環境の設定について
並列クラスタがある環境のためのグローバルクラスタの設定には、多数のコンポーネント
設定タスク間で、調整が必要になります。 ここに手順をガイドラインとして示します。 各ク
ラスタの製品のインストールと基本的な設定について詳しくは、製品のインストールガイド
を参照してください。 このガイドは、設定された 2 つのクラスタ間のグローバルクラスタ環
境とレプリケーションの設定を行うために必要になります。
表 8-1

並列クラスタがあるグローバルクラスタ環境を設定するためのタスク

タスク

説明

プライマリサイトで並列クラスタを設定する

p.117 の 「プライマリサイトの設定」 を参照してく
ださい。

セカンダリサイトで並列クラスタを設定する

p.119 の 「セカンダリサイトの設定」 を参照してく
ださい。

グローバルクラスタ環境を設定する

p.126 の 「パラレルグローバルクラスタサイト間の
レプリケーションの設定」 を参照してください。

HA/DR 設定をテストする

p.131 の 「パラレルグローバルクラスタの設定の
テスト」 を参照してください。

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替える
ご使用の設定の詳細は以下の手順例と異なる場合があるため、特定の開始ポイント、環
境、設定に応じて一部の設定タスクを調整する必要があります。 プライマリクラスタとセカ
ンダリクラスタのインストール条件およびサンプルクラスタの設定ファイルを確認してくださ
い。
必要条件、インストール手順、および設定のサンプルファイルについては、
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』を参照し
てください。
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プライマリサイトの設定
表 8-2

プライマリサイトでパラレルグローバルクラスタを設定するためのタ
スク

タスク

説明

クラスタの設定

p.117 の 「プライマリサイトでクラスタを設定する
には」 を参照してください。

データベースの設定

p.119 の 「プライマリサイトでデータベースを設定
するには」 を参照してください。

計画情報については、製品のインストールガイドを参照してください。手順については、
次の特定の設定ガイドを参照してください。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』を参照し
てください。
プライマリサイトには既存のパラレルクラスタを使うか、または新規クラスタをインストール
して使うことができます。 既存のクラスタをプライマリとして使っていて、グローバルクラス
タを設定する場合は、次の手順をスキップして、セカンダリクラスタの設定に進みます。
p.119 の 「セカンダリサイトの設定」 を参照してください。
既存のクラスタがなく、グローバルクラスタ用の 2 つの新しいサイトを設定する場合は、次
の手順に従います。
プライマリサイトでクラスタを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

ハードウェアベースのレプリケーションを使う場合、アレイを管理するためのソフトウェ
アをインストールします。

3

キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、正しいイン
ストールオプションが有効であることを検証します。 グローバルクラスタには有効化
された GCO オプションが必要です。 レプリケーションに VVR を使う場合は、それ
を有効にする必要があります。

4

製品のインストールガイドの指示に従って、SFHA（Storage Foundation and High
Availability）Solutions 製品を準備し、インストールして設定します。
マルチノードクラスタに、I/O フェンシングを設定します。
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5

プライマリクラスタのすべてのノードで CVM グループがオンライン状態にあることを
確認します。
# hagrp -state cvm

6

ディスクグループの DCO ログポリシーのボリュームアシンメトリおよび I/O 転送用の
ストレージ接続を設定します。

7

グローバルクラスタ用に、システムとストレージを準備します。 データベースソフトウェ
アをインストールする前に、ハードウェアとストレージの必要条件を確認します。
SFCFSHA の場合は、次の設定が必要です。
■

データベースソフトウェアのローカルストレージ

■

ハードウェアベースかホストベースのレプリケーションの一部としてレプリケートさ
れないリソースの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートストレージ

SF Oracle RAC の場合は、次の設定が必要です。
■

Oracle RAC と CRS/GRID のバイナリのローカルストレージ

■

ハードウェアベースかホストベースのレプリケーションの一部としてレプリケートさ
れない OCR と投票ディスクの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートされた共有ストレージ

SF Sybase CE の場合は、次の設定が必要です。

8

■

Sybase ASE CE バイナリのファイルシステムとクラスタファイルシステムのレプリ
ケートされない共有ストレージ

■

レプリケートされないクォーラムデバイスの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートストレージ

■

『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』
の手順で設定を確認します。

SFCFSHA の場合は、データベースのバイナリをインストールし、設定します。 デー
タベースのマニュアルを参照してください。
メモ: レプリケートされないリソースは、レプリケートされていない共有ストレージに存
在する必要があります。
データベースのインストールと設定が成功したら、データベースのリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。
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9

Oracle RAC のインストール、設定、Oracle データベースのバイナリのリンクについ
ては、『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』の
手順を参照してください。
■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェア

■

Oracle RAC データベースソフトウェア

■

Oracle RAC のバイナリバージョンは、両方のサイトでまったく同一である必要が
あります。

メモ: OCR と投票ディスクは、レプリケートされていない共有ストレージに存在する
必要があります。
Oracle RAC のインストールと設定が成功したら、CRS デーモンとリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。
$GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t

10 SF Sybase CE で、Sybase ASE CE バイナリをインストールして設定する場合は、
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』の手
順を参照してください。
次の設定必要条件に注意してください。
■

クォーラムデバイスは非レプリケートされた共有ストレージにある必要があります。

■

Sybase のバイナリバージョンは、両方のサイトでまったく同一である必要があり
ます（ESD バージョンを含む）。

■

セカンダリサイトの VCS 制御の下で、Sybase バイナリのマウント/ボリュームを
手動で設定します。

プライマリサイトでデータベースを設定するには

1

レプリケート対象のディスクを特定し、必要な CVM ディスクグループ、ボリューム、
ファイルシステムを作成します。

2

以前の手順で作成したファイルシステムにデータベースを作成します。

3

このデータベースに VCS サービスグループを設定します。

4

すべての VCS サービスグループがオンラインであることを確認します。

セカンダリサイトの設定
セカンダリサイトの設定必要条件は、プライマリサイトの必要条件に多少の追加を加えた
ものです。追加部分を次に示します。
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表 8-3

セカンダリサイトでパラレルグローバルクラスタを設定するためのタ
スク

タスク

説明

クラスタの設定

p.120 の 「セカンダリサイトでクラスタを設定する
には」 を参照してください。

データベースの設定

p.123 の 「セカンダリサイトで SFCFSHA データ
ベースを設定するには」 を参照してください。
p.123 の 「セカンダリサイトで Oracle RAC デー
タベースを設定するには」 を参照してください。
p.125 の 「セカンダリサイトで Sybase ASE CE
データベースを設定するには」 を参照してくださ
い。

パラレルグローバルクラスタの重要な必要条件
■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ名は一意である必要があります。

■

プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方で、同じ OS ユーザーとグループ ID を
データベースのインストールと設定用に使用する必要があります。

■

Oracle RAC の場合は、CRS/GRID とデータベースのバイナリに、同じディレクトリ構
造、名前、権限を使ってください。

セカンダリサイトには既存のパラレルクラスタを使うか、または新規クラスタをインストール
して使うことができます。
計画情報については、製品のインストールガイドを参照してください。手順については、
次の特定の設定ガイドを参照してください。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』を参照し
てください。
セカンダリサイトでクラスタを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

ハードウェアベースのレプリケーションを使う場合、アレイを管理するためのソフトウェ
アをインストールします。
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3

キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、正しいイン
ストールオプションが有効であることを検証します。 グローバルクラスタには GCO
オプションが必要です。 レプリケーションに VVR を使う場合は、それを有効にする
必要があります。

4

製品のインストールガイドの指示に従って、SFHA（Storage Foundation and High
Availability）Solutions 製品を準備し、インストールして設定します。
マルチノードクラスタに、I/O フェンシングを設定します。

5

シングルノードクラスタでは、I/O フェンシングを有効にしないでください。 フェンシン
グは無効なモードで実行されます。

6

グローバルクラスタ用に、システムとストレージを準備します。 データベースソフトウェ
アをインストールする前に、ハードウェアとストレージの必要条件を確認します。
SFCFSHA の場合は、次の設定が必要です。
■

データベースソフトウェアのローカルストレージ

■

ハードウェアベースかホストベースのレプリケーションの一部としてレプリケートさ
れないリソースの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートストレージ

■

クォーラムとデータベースのバイナリに、プライマリと同じディレクトリ構造、名前、
権限を使ってください。

SF Oracle RAC の場合は、次の設定が必要です。
■

Oracle RAC と CRS のバイナリのローカルストレージ

■

ハードウェアベースかホストベースのレプリケーションの一部としてレプリケートさ
れない OCR と投票ディスクの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートされた共有ストレージ

■

CRS/GRID とデータベースのバイナリに、プライマリと同じディレクトリ構造、名
前、権限を使ってください。

SF Sybase CE の場合は、次の設定が必要です。
■

Sybase ASE CE バイナリのファイルシステムとクラスタファイルシステムのレプリ
ケートされない共有ストレージ

■

レプリケートされないクォーラムデバイスの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートストレージ

■

クォーラムとデータベースのバイナリに、プライマリと同じディレクトリ構造、名前、
権限を使ってください。

■

『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』
の手順で設定を確認します。
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メモ: CRS/GRID とデータベースのバイナリに、同じディレクトリ構造、名前、権限を
使ってください。

7

SFCFSHA の場合は、データベースのバイナリをインストールし、設定します。 デー
タベースのマニュアルを参照してください。
メモ: レプリケートされないリソースは、レプリケートされていない共有ストレージに存
在する必要があります。
データベースのインストールと設定が成功したら、データベースのリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。

8

Oracle RAC のインストールと設定については、『Storage Foundation for Oracle
RAC 設定およびアップグレードガイド』の手順を参照してください。
■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェア

■

Oracle RAC データベースソフトウェア

■

Oracle RAC のバイナリバージョンは、両方のサイトでまったく同一である必要が
あります。

メモ: OCR と投票ディスクは、レプリケートされていない共有ストレージに存在する
必要があります。
Oracle RAC のインストールと設定が成功したら、CRS デーモンとリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。
$GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t

9

SF Sybase CE で、Sybase ASE CE バイナリをインストールして設定する場合は、
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』の手
順を参照してください。
次の設定必要条件に注意してください。
■

クォーラムデバイスは非レプリケートされた共有ストレージにある必要があります。

■

Sybase のバイナリバージョンは、両方のサイトでまったく同一である必要があり
ます（ESD バージョンを含む）。

■

セカンダリサイトの VCS 制御の下で、Sybase バイナリのマウント/ボリュームを
手動で設定します。

データベースを作成しないでください。 データベースはプライマリサイトからレプリケート
されます。
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セカンダリサイトで SFCFSHA データベースを設定するには

1

ハードウェアベースのレプリケーションを行っている場合は、データベース、ディスク
グループ、およびボリュームはプライマリサイトからレプリケートされます。
データベースのデータと制御ファイルのホストになる、CFS のマウントポイント用ディ
レクトリを作成します。

2

レプリケーションに VVR を使用している場合は、レプリケートされた内容と同一の
ディスクグループおよびボリュームを、プライマリサイトに示されているのと同一の名
前およびサイズで作成します。
CFS マウントポイントのディレクトリを、プライマリサイトのディレクトリとして作成しま
す。 これらのディレクトリは、フェールオーバー発生時にセカンダリサイトがプライマ
リサイトになると、データベースと制御ファイルのホストになります。

3

プライマリサイトで作成したように、データベースのサブディレクトリを作成します。

セカンダリサイトで Oracle RAC データベースを設定するには

1

ハードウェアベースのレプリケーションを行っている場合は、データベース、ディスク
グループ、およびボリュームはプライマリサイトからレプリケートされます。
データベースのデータと制御ファイルのホストになる、CFS のマウントポイント用ディ
レクトリを作成します。

2

レプリケーションに VVR を使用している場合は、レプリケートされた内容と同一の
ディスクグループおよびボリュームを、プライマリサイトに示されているのと同一の名
前およびサイズで作成します。
CFS マウントポイントのディレクトリを、プライマリサイトのディレクトリとして作成しま
す。 これらのディレクトリは、フェールオーバー発生時にセカンダリサイトがプライマ
リサイトになると、データベースと制御ファイルのホストになります。

3

クラスタの各ノードで、プライマリクラスタから初期化ファイル（pfiles、spfiles）を同じ
ディレクトリパスを保有するセカンダリクラスタにコピーします。
たとえば、プライマリの $ORACLE_HOME/dbs から init$ORACLE_SID.ora と
orapw$ORACLE_SID.ora をセカンダリの $ORACLE_HOME/dbs にコピーしま
す。
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4
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Oracle ユーザーとして、ディレクイトリがプライマリサイトと並行するように、セカンダ
リサイトに次のサブディレクトリを作成します。
$ mkdir -p $ORACLE_BASE/diag
$ mkdir -p $ORACLE_BASE/admin
$ mkdir -p $ORACLE_BASE/admin/adump

プライマリおよびセカンダリサイトの両方でファイルを
$ORACLE_HOME/dbs/init$ORACLE_SID.ora

次のように編集します。
remote_listener = 'SCAN_NAME:1521'
SPFILE=<SPFILE NAME>

5

6

プライマリのリスナーと同じ名前を使って、セカンダリサイトでリスナーを設定します。
これは、次のいずれかの方法で実行できます。
■

listener.ora ファイルと tnsnames.ora ファイルをプライマリサイトからコピーし、
セカンダリサイトに適した名前に更新します。

■

Oracle の netca ユーティリティを使って、セカンダリサイトで listener.ora ファイ
ルと tnsnames.ora ファイルを設定します。

セカンダリサイトで、データベースソフトウェアの所有者として srvctl コマンドを使っ
てデータベースを登録します。
データベースは、セカンダリのクラスタの任意のノードから 1 回のみ登録される必要
があります。Oracle データベースソフトウェアの所有者として、次のコマンドを使って
ください
$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl add database -d database_name -o oracle_home

7

データベースインスタンスが自動的に再起動されないように、srvctl コマンドを使っ
て、データベースの管理ポリシー（自動、手動）を手動に変更します。
$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl modify database -d database_name -y manual

クラスタの任意のノードから 1 回のみこの変更を実行する必要があります。
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8
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srvctl コマンドを使って、インスタンスを登録します。 各ノードで次のコマンドを実行
します。
$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl add instance -d database_name ¥
-i instance_name -n node-name

セカンダリクラスタに 2 つ以上のノードがある場合は、srvctl コマンドを使ってイン
スタンスを追加する必要があります。
たとえば、データベースインスタンスの名前が racdb の場合、sys3 のインスタンス名
は racdb1、sys4 のインスタンス名は racdb2 です。
$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl add instance -d racdb -i racdb1 -n sys3
$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl add instance -d racdb -i racdb2 -n sys4

9

プライマリサイトのクラスタ/GRID にある他のリソースすべて（listener、ASM、service
など）を、srvctl コマンドまたは crs_register を使ってセカンダリサイトに登録し
ます。 コマンドについて詳しくは、Metalink の Oracle マニュアルを参照してくださ
い。

セカンダリサイトで Sybase ASE CE データベースを設定するには

1

CFS マウントポイントのディレクトリを、プライマリサイトのディレクトリとして作成しま
す。 これらのディレクトリは、フェールオーバー発生時にセカンダリサイトがプライマ
リサイトになると、データベースのホストになります。

2

レプリケートされた内容と同一のディスクグループおよびボリュームを、プライマリサ
イトに示されているのと同一の名前およびサイズで作成します。

セカンダリサイトの Sybase ASE CE クラスタの設定
セカンダリサイトで Sybase ASE CE をオンラインにする前に、セカンダリサイトで Sybase
ASE CE クラスタを設定する必要があります。
■

Sybase ASE CE 設定ファイルを修正してセカンダリサイトの環境と一致するようにし
ます。

■

セカンダリサイトの新しいクォーラムデバイスを構築します。

■

設定の詳細については、p.164 の 「セカンダリサイトの Sybase ASE CE クラスタの設
定」 を参照してください。 を参照してください。
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パラレルグローバルクラスタサイト間のレプリケーション
の設定
データベース用の VCS（Cluster Server）サービスグループが各クラスタに設定されてい
ます。 クラスタ間での通信のため、各クラスタにはクラスタに関連する追加の仮想 IP アド
レスが必要です。 通常、VCS のインストールと ClusterService グループの作成には、
IP アドレスの指定が必要です。
次の項目を設定して、グローバルクラスタを設定します。
■

ハートビート

■

ワイドエリアクラスタ（wac）

■

GCO IP（gcoip）

■

リモートクラスタリソース

表 8-4
タスク

パラレルグローバルクラスタを設定するためのタスク
説明

設定するグローバルパラレルクラ グローバルクラスタを設定する前に、次の必要条件を確認して
スタを準備します
ください。
■

■

■

■

■

■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ名は一意である
必要があります。
ノード名およびリソース名はクラスタ内で一意である必要が
ありますが、クラスタ間ではその必要はありません。
各クラスタにはクラスタと関連付けられた仮想 IP アドレスが
必要です。 通常、VCS のインストールと ClusterService
グループの作成には、IP アドレスの指定が必要です。
SFHA Solutions 製品のインストール時に ClusterService
グループを設定していない場合は、グローバルクラスタを構
成する際に設定してください。
1 つの WAN（Wide Area Network）ハートビートがクラスタ
間を移動する必要があり、各クラスタがリモートクラスタの健
全性を監視する方法を持つことが前提となります。 ハート
ビートリソースを手動で設定します。
すべてのデータベースユーザーとグループ ID は、すべて
のノードで同じである必要があります。
プライマリサイトのストレージからセカンダリサイトにレプリ
ケートされるデータベースは、各クラスタで同じ名前を持つ
グローバルグループで定義済みである必要があります。 グ
ループの各リソースはクラスタ間で異なる可能性があります
が、広域フェールオーバーの後にリモートクラスタにリダイ
レクトされたクライアントは、プライマリクラスタのものと同じア
プリケーションを参照する必要があります。
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タスク

説明

グローバルクラスタウィザードを
p.127 の 「グローバルクラスタウィザードを使って、グローバルク
使って、グローバルクラスタを設定 ラスタの ClusterService グループを変更するには」 を参照し
します。
てください。
リモートグローバルクラスタとハー p.128 の 「リモートクラスタとハートビートを定義するには」 を参
トビートオブジェクトを定義します 照してください。
データベースリソースのグローバ p.131 の 「データベースリソースのグローバルサービスグループ
ルサービスグループを設定します を設定するには」 を参照してください。
サイト間のレプリケーションを開始 VVR（ Volume Replicator）を使ったソフトウェアベースのレプ
します。
リケーションの場合:
p.134 の 「VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグロー
バルクラスタのレプリケーション設定について」 を参照してくだ
さい。
Oracle Data Guardを使ったレプリケーションの場合は、Oracle
の Data Guard マニュアルを参照してください。
ハードウェアベースのレプリケーションを使ったレプリケーショ
ンの場合は、ハードウェアのレプリケートされたエージェントの
ガイドを参照してください。
『Cluster Server 付属エージェントガイド』を参照してください。
実稼動の前に HA/DR の設定を p.131 の 「パラレルグローバルクラスタの設定のテスト」 を参照
テストします
してください。

グローバルクラスタウィザードでは、次のタスクを実行します。
■

グローバルクラスタ環境をサポートする現在の設定の機能を検証する

■

それぞれが異なる GAB メンバーシップを含むような別々のクラスタを有効にするコン
ポーネントを作成し、単一ユニットとして接続および動作するように設定する

■

ClusterService グループを作成する、または既存の ClusterService グループを更
新する

グローバルクラスタウィザードを使って、グローバルクラスタの ClusterService グルー
プを変更するには

1

プライマリクラスタで、GCO 設定ウィザードを開始します。
# /opt/VRTSvcs/bin/gcoconfig

2

ローカルシステムの NIC デバイスが検出され、グローバルクラスタで使うデバイスの
入力を求めるメッセージが表示されます。 デバイスの名前を指定し、Enter キーを
押します。
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3

NIC リソースが設定されていない場合は、指定した NIC が全システムで使われるパ
ブリック NIC であるかどうかを確認するメッセージが表示されます。 パブリック NIC
の場合は y を、そうでない場合は n を入力します。 n を入力すると、すべてのシス
テムにある NIC の名前を入力するよう求められます。

4

ローカルクラスタの仮想 IP アドレスを入力します。

5

IP リソースが設定されていない場合は、仮想 IP に関連付けられたネットマスクの入
力を要求されます。 ウィザードがネットマスクを検出します。表示された値を確定す
るか、または別の値を入力できます。
コマンドの実行が開始され、ClusterService グループが作成または更新されます。
さまざまなメッセージにより、これらのコマンドの状態が示されます。 これらのコマンド
を実行した後、ウィザードはクラスタ内のいずれかのノードで、ClusterService の
フェールオーバーグループをオンライン化します。

グローバルクラスタを設定した後、リモートクラスタオブジェクトを追加して、セカンダリサイ
トのクラスタの IP アドレスを定義し、ハートビートオブジェクトを追加して、クラスタ間のハー
トビートを定義します。 ハートビートは、リモートクラスタの状態を監視します。 VCS は、
ハートビートリソースを両方のクラスタで設定した後でのみ、リモートクラスタと通信できる
ようになります。
リモートクラスタとハートビートを定義するには

1

プライマリサイトで、設定への書き込みアクセスを有効にします。
# haconf -makerw

2

プライマリサイトで、リモートクラスタと仮想 IP アドレスを定義します。
この例では、リモートクラスタが clus2 で、IP アドレスが 10.11.10.102 です。
# haclus -add clus2 10.11.10.102

3

プライマリクラスタの名前と IP アドレスを使い、セカンダリサイトの手順 1 と手順 2 を
完了します。
この例では、プライマリクラスタが clus1 で、IP アドレスが 10.10.10.101 です。
# haclus -add clus1 10.10.10.101

4

プライマリサイトで、クラスタのハートビートオブジェクトを追加します。 この例でのハー
トビートの方法は、ICMP ping です。
# hahb -add Icmp

5

ハートビートリソースの次の属性を定義します。
■

ClusterList は、リモートクラスタを一覧表示します。
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■

Arguments は、リモートクラスタ用の仮想 IP アドレスを定義します。

次に例を示します。
# hahb -modify Icmp ClusterList clus2
# hahb -modify Icmp Arguments 10.11.10.102 -clus clus2

6

設定を保存して、ローカルクラスタでアクセスを読み取り専用に変更します。
# haconf -dump -makero

7

プライマリサイトのクラスタを定義する適切な値とセカンダリサイトのリモートクラスタと
しての IP を使って、セカンダリクラスタで手順 4 から手順 6 までを終了します。

8

両方のクラスタの IP リソースタイプの「OnlineRetryLimit」属性と「OfflineWaitLimit」
属性を 1 に変更することを推奨します。
# hatype -modify IP

OnlineRetryLimit

1

# hatype -modify IP

OfflineWaitLimit

1
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9

両方のシステムで hastatus -sum コマンドを使い、クラスタの状態を確認します。
# hastatus -sum

10 haclus -list コマンドを実行することにより、グローバル設定を表示します。
# haclus -listclus1clus2

プライマリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster clus2 (
Cluster Address = "10.11.10.102"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { clus2 }
Arguments @clus2 = { "10.11.10.102" }
)
system sys1 (
)
.
.

セカンダリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster clus1 (
Cluster Address = "10.10.10.101"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { clus1 }
Arguments @clus1 = { "10.10.10.101" }
)
system sys3 (
)
.
.

ハートビートオブジェクトの必須属性とオプション属性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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データベースリソースのグローバルサービスグループを設定するには

1

2

データベースとリソースにグローバルグループを設定し、有効にします。
■

両方のサイトで VCS サービスグループを設定します。

■

両方のサイトでレプリケーションエージェントを設定します。

■

SF Oracle RAC の場合は、Oracle RAC サービスグループをグローバルサー
ビスグループにし、クラスタ間でのフェールオーバーを可能にします。

■

SF Sybase CE の場合は、データベースサービスグループ（sybasece）をグロー
バルサービスグループにし、クラスタ間でのフェールオーバーを可能にします。

■

次に例を示します。
p.151 の 「プライマリサイトにおける VCS （Veritas Cluster Server）設定の修正」
を参照してください。

HA/DR が設定済みの環境で実データをテストするには、セカンダリサイトへのテス
ト目的の移行計画を作成します。
次に例を示します。
p.167 の 「リモートサイトへプライマリサイトの役割を移行するには」 を参照してくださ
い。
p.168 の 「新しいプライマリサイトの役割を元のプライマリサイトに移行するには」 を参
照してください。

3

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替えます。

VCS レプリケーションエージェントについて詳しくは、
『Cluster Server 付属エージェントガイド』を参照してください。
共有ディスク環境での VVR の使用について詳しくは、
『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。

パラレルグローバルクラスタの設定のテスト
シマンテック社はグローバルクラスタ設定を実稼動させる前にテストすることを推奨します。
計画したフェールオーバーをテストするには

1

プライマリサイトのクラスタのデータベースの VCS サービスグループをオフラインに
します。

2

セタンダリサイトのクラスタのデータベースの VCS サービスグループをオンラインに
します。
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リカバリサイトでディザスタリカバリをテストするには

1

ディザスタリカバリの設定をテストするためのダウンタイムを計画します。

2

プライマリサイトで障害をシミュレートします。
次に例を示します。
プライマリでホストとストレージアレイを終了します。ストレージアレイを終了できない
場合は、サイト間のレプリケーションリンクを接続解除します。

3

セタンダリサイトでクラスタにデータベースをフェールオーバーするには、VCS を使
います。

プライマリサイトのフェールバックをテストするには

1

セカンダリサイトのクラスタのデータベースの VCS サービスグループをオフラインに
します。

2

ノードとストレージがダウンした場合は、プライマリサイトでノードとストレージアレイを
再起動します。

3

レプリケーションリンクが破損している場合は再接続します。

4

セカンダリからのデータを再同期して、プライマリサイトのデータが最新であることを
確認します。

5

プライマリサイトで VCS サービスグループをオンラインにします。
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グローバルクラスタの VVR
と Storage Foundation
Cluster File System High
Availability、Storage
Foundation for Oracle
RAC、または Storage
Foundation for Sybase CE
での設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケーション設
定について

■

プライマリサイトでの VVR を使ったレプリケーションの設定

■

セカンダリサイトでの VVR を使ったレプリケーションの設定

■

プライマリサイトでの VVR を使ったデータベースボリュームのセタンダリサイトへのレ
プリケーションの開始

第 9 章 グローバルクラスタの VVR と Storage Foundation Cluster File System High Availability、Storage Foundation
for Oracle RAC、または Storage Foundation for Sybase CE での設定
VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケーション設定について

■

VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーションのための Cluster Server
設定

■

グローバルパラレルクラスタのレプリケーションの使用例

VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバ
ルクラスタのレプリケーション設定について
Volume Replicator を使用するパラレルクラスタのある環境のグローバルクラスタの設定
には、多数のコンポーネント設定タスク間で、調整が必要になります。 次に一覧表示され
ているタスクはガイドラインです。
グローバルクラスタ用に 2 つのクラスタを設定する前に、次のことを確認してください。
■

キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、SFHA
Solutions（Storage Foundation and High Availability Solutions）製品の正しいイン
ストールオプションが有効であることを検証します。 グローバルクラスタに GCO オプ
ションが必要であり、VVR が使用可能である必要があります。
製品の条件とライセンス情報を確認します。

■

両方のクラスタに SFHA Solutions 製品ソフトウェアがインストールされ、設定されて
いる必要があります。
p.117 の 「プライマリサイトの設定」 を参照してください。
p.119 の 「セカンダリサイトの設定」 を参照してください。

メモ: 両方のクラスタは同時にインストールし、設定できます。また、2 番目のクラスタを 1
番目のクラスタの設定後に設定できます。
このガイドを使って 2 つのクラスタ間のグローバルクラスタ環境とレプリケーションを設定
できます。 インストールと設定情報について詳しくは、
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 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 つのクラスタがインストールされ、設定されると、VVR を使ってグローバルクラスタ環境
を設定できるようになります。 グローバルクラスタ環境のレプリケーションをサポートするよ
うに両方のクラスタ設定を修正するため、次のタスクを実行する必要があります。
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表 9-1

VVR を使ってパラレルグローバルクラスタを設定するためのタスク

タスク

説明

プライマリサイトでレプリケーションを
設定します。

■

■

データベースのディスクグループで SRL（Storage
Replicator Log）を作成します。
プライマリサイトに RVG（Replicated Volume Group）
を作成します。

p.136 の 「 プライマリサイトでの VVR を使ったレプリケー
ションの設定」 を参照してください。
セカンダリサイトでレプリケーションを
設定します。

■

■

■

■

セカンダリサイトのストレージのデータボリューム、SRL、
および RVG を保持するためのディスクグループを作
成します。 これらのボリュームの名前とサイズは、プライ
マリサイトのボリュームの名前とサイズに一致する必要
があります。
セカンダリサイトで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し
ます。
プライマリサイトとセカンダリサイトのホスト名としてネット
ワーク RLINK 接続を設定する解決可能な仮想 IP ア
ドレスを使用します。
セカンダリサイトでレプリケーションオブジェクトを作成
します。

p.139 の 「セカンダリサイトでの VVR を使ったレプリケーショ
ンの設定」 を参照してください。
データベースのレプリケーションを開 レプリケーションを開始するには、次のいずれかの方法を
始します。
使用します。
■

自動同期

■

Storage Checkpoint による完全同期

p.144 の 「プライマリサイトでの VVR を使ったデータベース
ボリュームのセタンダリサイトへのレプリケーションの開始」
を参照してください。
両方のサイトでのクラスタのレプリケー VCS（Cluster Server）を設定して、データベースの高可用
ション用の VCS を設定します。
性を確保します。
■

プライマリサイトにおける VCS 設定の修正

■

セカンダリサイトにおける VCS 設定の修正

p.146 の 「VVR を使ったデータベースボリュームのレプリ
ケーションのための Cluster Server 設定」 を参照してくだ
さい。

VVR を使うグローバルクラスタとレプリケーションが設定されたら、この設定に対応する次
のレプリケーションの使用例に従います。
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■

リモートサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

セカンダリサイトによるプライマリサイトの役割のテイクオーバー

■

セカンダリサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

新しいプライマリサイトの役割の元のプライマリサイトへの移行

■

停電の後のテイクオーバー

■

停電の後の再同期

■

変更を反映するための rlink の更新

p.166 の 「グローバルパラレルクラスタのレプリケーションの使用例」 を参照してください。

プライマリサイトでの VVR を使ったレプリケーションの設
定
まだ行っていない場合は、プライマリサイトのストレージでデータボリューム、SRL（Storage
Replicator Log）、および RVG（Replicated Volume Group）を保持するディスクグルー
プを作成します。 たとえば、データベースのストレージを作成します。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およびアップグレードガイド』を参照し
てください。
表 9-2

プライマリサイトでの VVR を使ったレプリケーションの設定のための
タスク

タスク

説明

データベースのディスクグループで SRL p.136 の 「プライマリサイトでのデータと SRL ボリューム
（Storage Replicator Log）を作成します。 の作成」 を参照してください。
プライマリサイトに RVG（Replicated
Volume Group）を作成します。

p.138 の 「プライマリサイトの Replicated Volume Group
の設定」 を参照してください。

プライマリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成
データボリュームがない場合は、それを作成します。
■

セカンダリサイトのデータボリュームは、プライマリサイトのデータボリュームと同じ名前
にします。
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p.119 の 「セカンダリサイトの設定」 を参照してください。
■

データボリュームと SRL（Storage Replicator Log）ボリュームは、同じディスクグルー
プに含まれる必要があります。

■

ハードウェアベースのミラー化を行わない場合は、データボリュームのミラー化を行い
ます。

プライマリサイトでデータボリュームを作成するには
◆

データベースのために作成されるディスクグループでは、プライマリサイトのデータ
のデータボリュームを作成します。 次の例では、プライマリサイトの dbdata_vol ボ
リュームは 12 GB です。
# vxassist -g dbdatadg make dbdata_vol 12000M disk1 disk2

SRL を作成します。 SRL は、RVG（Replicated Volume Group）に属するボリュームで
す。 RVG にもレプリケーション用データボリュームがあります。
■

セカンダリサイトの SRL は、プライマリサイトの SRL と同じ名前にします。

■

SRL は他にボリュームがないディスクで作成する必要があります。

■

ハードウェアベースのミラー化を行わない場合は、SRL のミラー化を行います。

次の手順例では、dbdatadg はディスクグループ、dbdatavol はレプリケートされるデータ
ボリュームです。
プライマリサイトで SRL ボリュームを作成するには

1

プライマリサイトで、設定と使用量に基づき、SRL ボリュームのサイズを決定します。
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。

2

次のコマンドを発行します。
# vxassist -g dbdatadg make dbdata_srl 6800M disk4 disk5

メモ: この設定例では、disk4 と disk5 がすでに追加され、同じディスクグループの
一部であると想定します。 この手順で使用し、SRL のミラー化と作成を行います。

3

SRL ボリュームがまだ開始されていない場合は、ディスクグループのすべてのボ
リュームを開始することで SRL ボリュームを開始してください。
# vxvol -g dbdatadg startall
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プライマリサイトの Replicated Volume Group の設定
RVG（Replicated Volume Group）をプライマリサイトに作成する前に、ボリュームと CVM
（Cluster Volume Manager）グループがアクティブでオンラインになっていることを確認
します。
プライマリサイトのレプリケーションオブジェクトの状態を見直すには

1

グループに含めるボリュームがアクティブであることを確認します。

2

hagrp -state cvm コマンドの出力を確認して、CVM グループがオンラインである

ことを確認します。

3

各サイトで、vradmin が実行中であることを確認します。
#

ps -ef |grep vradmin
root 536594 598036

0 12:31:25

0

0:00 grep vradmin

vradmin が実行中でなければ起動します。
# vxstart_vvr
VxVM VVR INFO V-5-2-3935 Using following ports:
heartbeat: 4145
vradmind: 8199
vxrsyncd: 8989
data: Anonymous-Ports
To change, see vrport(1M) command
# ps -ef |grep vradmin
root 536782
1
0 12:32:47
- 0:00 /usr/sbin/vradmind
root 1048622 598036
0 12:32:55
0 0:00 grep vradmin
# netstat -an |grep 4145
tcp4
0
0 *.4145
*.*
LISTEN
udp4
0
0 *.4145
*.*

プライマリサイトのレプリケーションオブジェクトの状態を確認した後で、プライマリ RVG
を作成できます。
プライマリ RVG を作成するコマンドは、次のようになります。
vradmin -g disk_group createpri rvg_name data_volume srl_volume

各オプションの説明
■

disk_group は、データベースを含むディスクグループ名

■

rvg_name は、RVG 名

■

data_volume は、VVR がレプリケートするボリューム

■

srl_volume は、SRL（Storage Replicator Log）のボリューム
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プライマリ RVG を作成するには

1

次のコマンドを入力して、どのノードが CVM マスターノードであるかを特定します。
# vxdctl -c mode

2

dbdata_rvg RVG を作成するには、マスターノードで次のコマンドを実行する必要
があります。
# vradmin -g dbdatadg createpri dbdata_rvg dbdata_vol dbdata_srl

このコマンドは、プライマリサイトに RVG を作成し、各データボリュームに Data Change
Map（DCM）を追加します。この場合、DCM は dbdata_vol にあります。

セカンダリサイトでの VVR を使ったレプリケーションの
設定
セカンダリサイトでレプリケーションを行うオブジェクトを作成するには、addsec オプション
を指定して vradmin コマンドを使います。 セカンダリサイトでレプリケーションを設定す
るには、次のタスクを実行します。
表 9-3

セカンダリサイトでの VVR を使ったレプリケーションの設定のための
タスク

タスク

説明

セカンダリサイトのストレージのデータボ
リューム、SRL（Storage Replicator
Log）、および RVG（Replicated Volume
Group）を保持するためのディスクグルー
プを作成します。 これらのボリュームの名
前とサイズは、プライマリサイトのボリュー
ムの名前とサイズに一致する必要がありま
す。

『Storage Foundation Cluster File System High
Availability 設定およびアップグレードガイド』を参照し
てください。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定および
アップグレードガイド』を参照してください。
『Storage Foundation for Sybase ASE CE 設定およ
びアップグレードガイド』を参照してください。

たとえば、データファイルを設定する必要 p.140 の 「セカンダリサイトでのデータと SRL ボリュー
ムの作成」 を参照してください。
があります。
たとえば、データベースデータファイルの
ディスクグループ、ボリューム、マウントポ
イントを作成します。
各サイトで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編 p.140 の 「/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集」 を参照し
集します。
てください。
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タスク

説明

プライマリサイトとセカンダリサイトのホスト p.141 の 「各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの
名としてネットワーク RLINK 接続を設定 設定」 を参照してください。
する解決可能な仮想 IP アドレスを使用し
ます。
セカンダリサイトでレプリケーションオブジェ p.142 の 「セカンダリサイトでのレプリケーション用ディス
クトを作成します。
クグループの設定」 を参照してください。

セカンダリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成
データと SRL（Storage Replicator Log）のボリュームを作成する場合は、次の点に留意
してください。
■

ディスクグループを作成する前に、ボリュームのサイズと名前を、プライマリサイトの対
応するボリュームのサイズと名前に一致させる必要があります。

■

ディスクグループは、プライマリサイトでのディスクグループと同じサイズと名前にする
必要があります。

■

ディスクグループ内の異なるディスクにデータと SRL のボリュームを作成します。
vxdisk -g diskgroup list コマンドを使い、ディスクグループのディスクを一覧表
示します。

■

ボリュームのミラー化を行います。

セカンダリサイトでデータと SRL のボリュームを作成するには

1

;データベース用に作成されたディスクグループで、データ用にプライマリのデータ
ボリュームと同じサイズのデータボリュームを作成します。この場合は、プライマリサ
イトのボリューム dbdata_vol は 12 GB になります。
# vxassist -g dbdatadg make dbdata_vol 12000M disk11 disk12

2

プライマリサイトのボリュームと同じ名前とサイズを使って、SRL のボリュームを作成
します。 データベースボリュームで使用しているディスクとは異なるが、データボリュー
ムを持つ同じディスクグループ上のディスクにボリュームを作成します。
# vxassist -g dbdatadg make dbdata_srl 6800M disk14 disk16

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。

/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集
セカンダリサイトの /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、VVR で、プライマリサイトからセ
カンダリサイトにディスクグループをレプリケートできるようにします。VVR は各ノードで、
ファイル /etc/vx/vras/.rdg を使い、プライマリサイトの RVG をセカンダリサイトの RVG
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（Replicated Volume Group）にレプリケートするための権限を確認します。セカンダリサ
イトの各ノードのファイルには、プライマリディスクグループの ID が含まれている必要があ
ります。同様に、それぞれのプライマリシステムのファイルにはセカンダリディスクグルー
プの ID（dgid）が含まれている必要があります。
/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集するには

1

プライマリサイト内の 1 つのノードで、プライマリディスクグループの ID を表示しま
す。
# vxprint -l diskgroup
.....

2

セカンダリサイトの各クラスタノードで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、プライマリ
ディスクグループの ID を 1 行に入力します。

3

プライマリクラスタの各クラスタノードで、/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、セカン
ダリディスクグループの ID を 1 行に入力します。

各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの設定
vradmin コマンドでオブジェクトを作成するには、プライマリサイトとセカンダリサイトのホ
スト名としてネットワーク RLINK 接続を設定する解決可能な仮想 IP アドレスが必要で
す。
各クラスタの RLINK に対して IP アドレスを設定するには

1

次のコマンドを使って、ノードが CVM マスターとスレーブのどちらであるかを判断し
ます。
# vxdctl -c mode

各ノードの RLINK を設定する必要があります。

2

各クラスタで実行されている各 RVG（Replicated Volume Group）について、クラス
タのいずれかのノードで仮想 IP アドレスを設定します。これらの IP アドレスは、
RLINK の一部です。
この例は、プライマリサイト上のクラスタの場合です。
■

パブリックネットワークインターフェースは public_NIC1:2

■

仮想 IP アドレスは 10.10.9.101

■

ネットマスクは 255.255.255.0

# ifconfig eth0:1 inet 10.10.9.101 netmask 255.255.255.0 up
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3

セカンダリサイトのインターフェース、IP アドレス、ネットマスクに適切な値を指定し
て、同じコマンドを使います。
この例は、セカンダリサイトの場合です。

4

■

パブリックネットワークインターフェースは public_NIC1:1

■

仮想 IP アドレスは 10.11.9.102

■

ネットマスクは 255.255.255.0

ホスト名に対応する仮想 IP アドレスをプライマリサイトの仮想クラスタに、ホスト名を
セカンダリサイトの仮想クラスタに定義します。
プライマリとセカンダリサイトの両方にあるすべてのノード上の /etc/hosts ファイルを
更新します。
例では、次の設定の場合を仮定しています。

5

■

clus1 の IP アドレスは 10.10.9.101

■

clus2 の IP アドレスは 10.11.9.102

ping コマンドを使って、リンクが機能することを確認します。

セカンダリサイトでのレプリケーション用ディスクグループの設定
vradmin コマンドを使って、プライマリサイトのマスターノードからセカンダリサイトのレプ

リケーションオブジェクトを作成します。
レプリケーション用セカンダリサイトのディスクグループを設定するには

1

プライマリサイトのクラスタから、次の形式でコマンドを実行します。
# vradmin -g dg_pri addsec rvg_pri pri_host sec_host

各オプションの説明
■

dg_pri は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ。例:
dbdata_vol

■

rvg_pri はプライマリサイトの RVG（Replicated Volume Group）。例: dbdata_rvg

■

pri_host はプライマリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な仮
想ホスト名。
例: 10.10.9.101 または clus1

■

sec_host はセカンダリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な
仮想ホスト名。
例: 10.11.9.102 または clus2

たとえば、プライマリサイトのクラスタを RDS（Replicated Data Set）に追加するコマ
ンドは次のとおりです。
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vradmin -g dbdatadg addsec dbdata_rvg clus1 clus2

または
vradmin -g dbdatadg addsec dbdata_rvg 10.10.9.101 10.11.9.102

セカンダリサイトで、上のコマンドは次のタスクを実行します。

2

■

プライマリサイトと同じ名前を使って、指定したディスクグループ内に RVG を作
成します。

■

プライマリサイトのデータと SRL（Storage Replicator Log）ボリュームと同じ名前
を持つデータと SRL ボリュームを、指定した RVG と関連付けます。

■

DCM（Data Change Map）をデータボリュームに追加します。

■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ RLINK をデフォルト名で作成しま
す。たとえば、この例で作成される「プライマリ」 RLINK は
rlk_dbdata_clus2_dbdata_rvg で、「セカンダリ」 RLINK は
rlk_dbdata_clus1_dbdata_rvg になります。
10.10.9.101 と 10.11.9.102 を使う場合に、プライマリサイトとセカンダリサイトの
クラスタ RLINK をデフォルト名で作成します。たとえば、この例で作成される「プ
ライマリ」RLINK は rlk_10.11.9.102_dbdata_rvg で、「セカンダリ」RLINK は
rlk_10.10.9.101_dbdata__rvg になります。

次のコマンドを実行して、RDS 内の RVG のリストを確認します。
# vradmin -g dbdatadg -l printrvg

次に例を示します。
Replicated Data Set: dbdata_rvg
Primary:
HostName: 10.180.88.187 <localhost>
RvgName: dbdata_rvg
DgName: dbdata_vol
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
srl: dbdata_srl
RLinks:
name=rlk_clus2_dbdata_rvg, detached=on,
synchronous=off
Secondary:
HostName: 10.190.99.197
RvgName:dbdata_rvg
DgName: dbdatadg
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
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srl: dbdata_srl
RLinks:
name=rlk_clus1_dbdata_rvg, detached=on,
synchronous=off

メモ: レプリケーションが開始されると、detached フラグの値でステータスが ON か
ら OFF に変化します。

プライマリサイトでの VVR を使ったデータベースボリュー
ムのセタンダリサイトへのレプリケーションの開始
プライマリサイトとセカンダリサイトの両方でレプリケーションの設定を終えたら、プライマリ
サイトからセカンダリサイトへのレプリケーションを開始できます。
デフォルトのレプリケーション設定で開始します。
■

レプリケーションのモード: synchronous=off

■

遅延保護: latencyprot=off

■

SRL（Storage Replicator Log）のオーバーフローの保護: srlprot=autodcm

■

パケットサイズ: packet_size=8400

■

ネットワークプロトコル: protocol=TCP

初回の同期で使う方法
■

自動同期

■

Storage Checkpoint による完全同期

これらの設定の修正に関するガイドラインと初回の同期で使うレプリケーション方法の選
択に関する情報については
『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。
vradmin コマンドを実行すると、レプリケーションが開始され、ネットワークを通してプライ

マリサイトからセカンダリサイトへのデータ転送が開始されます。 セカンダリサイトのクラス
タには、ホスト名が 1 つしかないので、コマンドに sec_host 引数は必要ありません。
自動同期を使ってレプリケーションを開始するには
◆

次のコマンドを使って、自動的にプライマリサイトからセカンダリサイトに RVG
（Replicated Volume Group）を同期させます。
vradmin -g disk_group -a startrep pri_rvg sec_host

各オプションの説明
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■

disk_group は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG（Replicated Volume Group）の名前

■

sec_host はセカンダリサイトの仮想ホスト名
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次に例を示します。
# vradmin -g dbdatadg -a startrep dbdata_rvg clus2
vradmin コマンドに Storage Checkpoint オプションを指定して実行し、Storage

Checkpoint による完全同期を使ったレプリケーションを開始します。
Storage Checkpoint による完全同期を使ってレプリケーションを開始するには

1

プライマリサイトから、完全同期でセカンダリサイトの RVG を同期させます（-c
checkpoint オプションを使用）。
vradmin -g disk_group -full -c ckpt_name syncrvg pri_rvg sec_host

各オプションの説明
■

disk_group は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ

■

ckpt_name はプライマリサイトの Storage Checkpoint の名前

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG の名前

■

sec_host はセカンダリサイトの仮想ホスト名

次に例を示します。
# vradmin -g dbdatadg -c dbdata_ckpt syncrvg dbdata_rvg clus2

2

完全同期後にレプリケーションを開始するには、次のコマンドを入力します。
# vradmin -g dbdatadg -c dbdata_ckpt startrep dbdata_rvg clus2

レプリケーションが適切に機能しているかを確認します。
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レプリケーションの状態を確認するには

1

VVR レプリケーションの状態を確認します。
# vradmin -g disk_group_name repstatus rvg_name

2

その状況の flags 出力を確認します。 出力は、connected および consistent
のように表示されます。 次に例を示します。
# vxprint -g dbdatadg -l rlk_clus2_dbdata_rvg
Rlink: rlk_clus2_dbdata_rvg
info: timeout=500 packet_size=8400 rid=0.1078
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
state: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=autodcm
.
.
protocol: UDP/IP
checkpoint: dbdata_ckpt
flags: write enabled attached consistent connected
asynchronous

VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーショ
ンのための Cluster Server 設定
グローバルクラスタ化用に両方のクラスタを設定し、レプリケーション用にデータベースを
設定した後、VCS（Cluster Server）を設定して、データベースの高可用性を確保します。
特に、レプリケーションリソースを含むクラスタリソースを制御するために VCS エージェン
トを設定します。
表 9-4
タスク

VVR を使ってデータベースボリュームをレプリケートするように VCS
を設定するためのタスク
説明

プライマリサイトにおける VCS 設 p.151 の 「プライマリサイトにおける VCS （Veritas Cluster
定の修正
Server）設定の修正」 を参照してください。
セカンダリサイトにおける VCS 設 p.158 の 「セカンダリサイトにおける VCS 設定の変更」 を参照
定の修正
してください。

次のリソースは、レプリケーション用に設定または修正する必要があります。
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表 9-5

VVR を使ったレプリケーションのための VCS リソースの修正

リソース

修正

ログ所有者サービスグループ

RVGLogowner リソースを含むログ所有者サービスグループを
作成します。 RVGLogowner リソースは、次の項目から使用さ
れます。

RVG（Replicated Volume
Group）サービスグループ

■

RVG 用の RLINK

■

RVGLogowner リソース。 RVG およびそれに関連付けられ
たディスクグループは、RVGLogowner リソースの属性とし
て定義されます。

RVGShared リソースレプリケーションオブジェクトを含む RVG
グループを作成します。 RVGShared リソースと CVMVolDg リ
ソースを一緒に、パラレルサービスグループに定義します。 この
グループは、すべてのクラスタノードで同時にオンラインになる
場合があるため、並行と定義されます。
RVG ログ所有者サービスグループには、RVG を含むサービス
グループとの online-local-firm 依存関係があります。
VCS は次のエージェントを使って、次のリソースを制御します。
■

■

RVGLogowner エージェントを使って、RVGLogowner リ
ソースを制御
RVGShared エージェントを使って、RVGShared リソース
を制御

CVMVolDg リソース

この場合、CVMVolDg リソースには CVMVolume 属性に対し
て指定されたレプリケート済みサービスのボリュームは含まれま
せん。ボリュームは RVG リソースに含まれています。 RVG の
すべてのボリュームが RVGShared リソースの RVG 属性によっ
て定義されているので、CVMVolDg リソースの CVMVolume
属性は空白になっています。 RVG サービスグループには、
CVM サービスグループとの online-local-firm 依存関係があり
ます。

RVGSharedPri リソース

RVGSharedPri リソースを、既存のデータベースサービスグルー
プに追加します。 CVMVolDg リソースを、既存のデータベース
サービスグループから削除する必要があります。

データベースサービスグループ 既存のデータベースサービスグループは、データベースリソー
ス、CVMVolDg リソース、CFSMount リソースで構成されるパラ
レルグループです（データベースがクラスタファイルシステム内
にある場合）。 プライマリとセカンダリサイトのクラスタを
ClusterList グループ属性値として指定することで、データベー
スサービスグループをグローバルグループとして定義します。

サービスレプリケーションリソースについて詳しくは、
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『Cluster Server 付属エージェントガイド』を参照してください。
既存のデータベースでレプリケーションを設定した後の VCS 設定への変更を示す次の
図を確認してください。 親グループと子グループの間のすべての依存関係は online
local firm です。 CVM サービスグループは、その定義を変更する必要がないため、す
べての図で同じです。
レプリケーションのための修正の前の設定:
Oracle RAC のレプリケーションの修正前の依存関係

図 9-1
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Sybase ASE CE のレプリケーションの修正前の依存関係

図 9-2

sybasece

Sybase
ase

CFSMount

CFSMount

Process

quorum_101_quorumvol_mnt sybdata_101_sybvol_mnt

vxfend

CVMVoIDG

CVMVoIDG
quorum_101_voldg

sybdata_101_voldg

CFSMount
sybbindg_101_sybbinvol_mn
t

binmnt

CVMVoldg
sybbindg_101_voldg

CFSfsckd
vxfsckd

CVMCluster
cvm_clus

CVMVxconfigd
cvm_vxconfigd

レプリケーションの修正後の設定

CVM（並行）

149

第 9 章 グローバルクラスタの VVR と Storage Foundation Cluster File System High Availability、Storage Foundation
for Oracle RAC、または Storage Foundation for Sybase CE での設定
VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーションのための Cluster Server 設定

150

Oracle RAC のレプリケーションの修正後の依存関係

図 9-3
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Sybase ASE CE のレプリケーションの修正後の依存関係

図 9-4
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プライマリサイトにおける VCS （Veritas Cluster Server）設定の修正
プライマリサイトにおける既存の VCS 設定の修正に必要なタスクは次のとおりです。
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表 9-6

プライマリサイトでの VCS 設定の変更のためのタスク

タスク

説明

2 つのサービスグループを設定します。

p.153 の 「プライマリサイトの VCS を修正するに
は」 を参照してください。

■

■

RVGLogowner リソースを含むログ所有者グ
ループ
p.158 の 「セカンダリサイトにおける VCS 設定の
RVGShared リソースレプリケーションオブ 変更」 を参照してください。
ジェクトを含む RVG（Replicated Volume
Group）グループ

ClusterList 属性と ClusterFailOverPolicy 属性
を設定することで、RVGSharedPri リソースを既
存のデータベースサービスグループに追加し、
このグループをグローバルグループとして定義
します。

p.153 の 「プライマリサイトの VCS を修正するに
は」 を参照してください。
p.158 の 「セカンダリサイトにおける VCS 設定の
変更」 を参照してください。

CVMVolDg リソースを既存のデータベースサー p.153 の 「プライマリサイトの VCS を修正するに
ビスグループから新しく作成した RVG グループ は」 を参照してください。
に移動します。
p.158 の 「セカンダリサイトにおける VCS 設定の
変更」 を参照してください。
システムでサンプルの main.cf ファイルを表示
するには:

p.152 の 「SF Oracle RAC の設定ファイル例を
表示するには」 を参照してください。
p.153 の 「SF Sybase CE の設定ファイル例を
表示するには」 を参照してください。

SF Oracle RAC の設定ファイル例を表示するには

1

ディレクトリをサンプルの main.cfs を検出するように変更します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac

2

次を入力します。
# ls *sfrac*
sfrac07_main.cf sfrac08_main.cf

次のファイルには、CVM/VVR の設定例が含まれています。
■

プライマリの場合: sfrac_07_main.cf

■

セカンダリの場合: sfrac_08_main.cf

p.173 の 「Storage Foundation for Oracle RAC のサンプル設定ファイル」 を参照
してください。
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SF Sybase CE の設定ファイル例を表示するには

1

ディレクトリをサンプルの main.cfs を検出するように変更します。
# cd /etc/VRTSagents/ha/conf/Sybase/

2

次を入力します。
# ls cvmvvr*

次のサンプルの main.cf ファイルは、レプリケーション用に既存のデータベースを設
定した後の VCS 設定の変更点を示しています。
p.196 の 「SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の main.cf サンプルファ
イルについて」 を参照してください。
プライマリサイトの VCS を修正するには

1

プライマリクラスタ上のノードの 1 つにログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero

3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

vi などのテキストエディタを使って、main.cf ファイルを編集します。 製品のインス
トール後の設定ファイル例を確認します。
クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。 次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。 グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

異なるプラットフォームの RVGLogowner サービスグループの例を次に示します。
Oracle RAC の場合:
group rlogowner (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1, sys2 }
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)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.10.9.101"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device = eth0
NetworkType = ether
NetworkHosts = "10.10.8.1"
)
RVGLogowner logowner (
RVG = dbdata_rvg
DiskGroup = dbdatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

5

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例
group RVGgroup (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
RVGShared dbdata_rvg (
RVG = dbdata_rvg
DiskGroup = dbdatadg
)
CVMVolDg dbdata_voldg (
CVMDiskGroup = dbdatadg
CVMActivation = sw
CVMVolume = { dbvol, dbdata_srl }
)
requires group cvm online local firm
dbdata_rvg requires dbdata_voldg

6

クラスタとノードに最適な値を使って、データベースサービスグループを修正します。
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■

プライマリとセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として指定
することで、データベースサービスグループをグローバルグループとして定義し
ます。 次の例にある太字の属性を参照してください。

■

ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を追加します。 値は Manual にすることを
お勧めします。 例の太字の属性を参照してください。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に CVMVolDg リソースが含まれていた場合は、それを削除します。
このリソースが RVG サービスグループの一部になります。

■

RVG サービスグループ（online-local-firm）に依存するようにサービスグループ
を指定します。

■

CVM サービスグループでデータベースサービスグループの既存の依存関係を
削除します。 次の行を削除します。
requires group CVM online local firm

■

データベースの CFSMount とデータベースの CVMVoldg の間の既存の依存
関係を削除します。 次の行を削除します。
dbdata_mnt requires dbdata_voldg

次の設定例を参照してください。

7

main.cf ファイルを保存して閉じます。

8

両方のクラスタの IP リソースタイプの「OnlineRetryLimit」属性と「OfflineWaitLimit」
属性を 1 に変更することを推奨します。

9

# hatype -modify IP

OnlineRetryLimit

1

# hatype -modify IP

OfflineWaitLimit

1

次のコマンドを使って、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証し
ます。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

10 VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を新しい設定で再起動します。
# hastart
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レプリケーション用に設定されたデータベースサービスグループの SFCFS HA（Storage
Foundation Cluster File System High Availability）の例:
group database_grp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
ClusterList = { clus1 = 0, clus2 = 1 }
Parallel = 1
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { sys1,sys2 }
OnlineRetryLimit = 3
TriggerResStateChange = 1
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount dbdata_mnt (
MountPoint = "/dbdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dbdatadg/dbdata_vol"
)
Process vxfend (
PathName = "/sbin/vxfend"
Arguments = "-m sybase -k /tmp/vcmp_socket"
)
RVGSharedPri dbdata_vvr_shpri (
RvgResourceName = dbdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires dbdata_vvr_shpri

レプリケーション用に設定されたデータベースサービスグループの SF（Storage
Foundation）for Oracle RAC の例:
group database_grp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
ClusterList = { clus1 = 0, clus2 = 1 }
Parallel = 1
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { sys1,sys2 }
)
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CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/racdbdata_vol"
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
Oracle rac_db (
Sid @sys1 = vrts1
Sid @sys2 = vrts2
Owner = Oracle
Home = "/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri
rac_db requires oradata_mnt

レプリケーション用に設定されたデータベースサービスグループの SF（Storage
Foundation）for Sybase ASE CE の例:
group database_group (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
ClusterList = { clus1 = 0, clus2 = 1 }
Parallel = 1
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { sys1,sys2 }
OnlineRetryLimit = 3
TriggerResStateChange = 1
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount sybdata_101_syb_vol_mnt (
MountPoint = "/sybdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybdata_101/syb_vol"
)
RVGSharedPri syb_vvr_shpri (
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RvgResourceName = sybdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
Process vxfend (
PathName = "/sbin/vxfend"
Arguments = "-m sybase -k /tmp/vcmp_socket"
)
Syabase ase (
Sid @sys1 = ase1
Sid @sys1 = ase2
Owner = sybase
Home = "/sybase"
Version = 15
SA = sa
Quorum_dev = "/quorum/q.dat"
)
requires group RVGgroup online local firm
sybdata_101_syb_vol_mnt requires syb_vvr_shpri
ase requires vxfend
ase requires sybdata_101_syb_vol_mnt
ase requires quorum_101_quorumvol_mnt
quorum_101_quorumvol_mnt requires quorum_101_voldg

セカンダリサイトにおける VCS 設定の変更
セカンダリサイトにおける既存の VCS 設定の修正のための処理のうち、主なものは次の
とおりです。
■

ログ所有者と RVG（Replicated Volume Group）サービスグループを追加します。

■

サービスグループを追加して、データベースとサポートするリソースを管理します。

■

セカンダリサイトのクラスタがプライマリクラスタと対になるように、オブジェクトとエージェ
ントのレプリケーションを定義します。

次の手順は、プライマリサイトと同様です。
セカンダリサイトの VCS を修正するには

1

セカンダリサイトのノードの 1 つに、root としてログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero
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3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

vi などのテキストエディタを使って、main.cf ファイルを編集します。セカンダリサイト
で CVM グループを編集します。
VCS のインストール後の設定ファイル例を参照し、CVM 設定を確認します。
p.152 の 「SF Oracle RAC の設定ファイル例を表示するには」 を参照してください。
p.153 の 「SF Sybase CE の設定ファイル例を表示するには」 を参照してください。
次の例では、セカンダリサイトにノード sys3 と sys4 から成る clus2 があります。セ
カンダリサイトで CVM サービスグループを変更するには、プライマリサイトの CVM
グループをガイドとして使います。

5

クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

RVGLogowner サービスグループの例
group rlogowner (
SystemList = { sys3 = 0, sys4 = 1 }
AutoStartList = { sys3, sys4 }
)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.11.9.102"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.10.8.1" }
NetworkType = ether
)
RVGLogowner logowner (
RVG = dbdata_rvg
DiskGroup = dbdatadg
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)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

6

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例を次に示します。
group RVGgroup (
SystemList = { sys3 = 0, sys4 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sys3, sys4 }
)
RVGShared dbdata_rvg (
RVG = dbdata_rvg
DiskGroup = dbdatadg
)
CVMVolDg dbdata_voldg (
CVMDiskGroup = dbdatadg
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
dbdata_rvg requires dbdata_voldg

7

8

両方のクラスタの IP リソースタイプの「OnlineRetryLimit」属性と「OfflineWaitLimit」
属性を 1 に変更することを推奨します。
# hatype -modify IP

OnlineRetryLimit

1

# hatype -modify IP

OfflineWaitLimit

1

データベースサービスグループを追加します。プライマリサイトのデータベースサー
ビスグループを、セカンダリサイトのデータベースサービスグループのモデルとして
使います。
■

プライマリとセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として指定
することで、データベースサービスグループをグローバルグループとして定義し
ます。

■

このグローバルグループにプライマリサイトのグループと同じ名前を割り当てま
す。たとえば、database_grp です。
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■

ClusterList クラスタ属性と ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を含めます。値
は Manual にすることをお勧めします。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に CVMVolDg リソースが含まれていた場合は、それを削除します。
このリソースが RVG サービスグループの一部になります。

■

RVG サービスグループに依存する（online-local-firm）ようにサービスグループ
を指定します。

次の設定例を参照してください。

9

main.cf ファイルを保存して閉じます。

10 次のコマンドを使って、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を
検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

11 VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を 1 つずつ新しい設定で再起動します。
# hastart
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12 すべてのリソースが VCS によってオンライン状態になったことを確認します。1 つの
ノードで、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

データベース、RVG および CVM の各グループは、プライマリサイトの両方のノード
でオンラインになりました。RVGLogOwner と ClusterService グループは、クラスタ
の 1 つのノードでオンラインです。RVG グループまたは RVGLogOwner グループ
のいずれかが部分的にオンラインになっている場合は、hagrp -online コマンドを
使って、手動でグループをオンラインにできます。セカンダリクラスタについても同様
にします。ただし、データベースグループはオフラインにします。

13 サービスグループとそのリソースがオンラインであることを確認します。1 つのノード
で、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

データベースサービスグループがセカンダリサイトでオフラインでも、ClusterService、
CVM、RVG log owner、RVG グループはオンラインです。
これで、レプリケーション用の VVR を使ったグローバルクラスタの設定が完了しま
す。実稼動の前にグローバルクラスタをテストすることをお勧めします。
次に、セカンダリサイトの Oracle RAC データベースグループの例を示します。
group database_grp (
SystemList = { sys3 = 0, sys3 = 1 }
ClusterList = { clus2 = 0, clus1 = 1 }
Parallel = 1
OnlineRetryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { sys3, sys4 }
)
RVGSharedPri dbdata_vvr_shpri (
RvgResourceName = rdbdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
CFSMount dbdata_mnt (
MountPoint = "/dbdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dbdatadg/dbdata_vol"
Critical = 0
)RVGSharedPri dbdata_vvr_shpri (
RvgResourceName = dbdata_rvg
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OnlineRetryLimit = 0
)
Oracle rac_db (
Sid @sys3 = vrts1
Sid @sys4 = vrts2
Owner = Oracle
Home = "/oracle/orahome"
Pfile @sys3 = "/oracle/orahome/dbs/initvrts1.ora"
Pfile @sys4 = "/oracle/orahome/dbs/initvrts2.ora"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
requires group RVGgroup online local firm
dbdata_mnt requires dbdata_vvr_shpri
rac_db requires dbdata_mnt
RVGSharedPri dbdata_vvr_shpri (
RvgResourceName = dbdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
dbdata_mnt requires dbdata_vvr_shpri

セカンダリサイトの Sybase ASE CE データベースグループの例:
.
group sybase (
SystemList = { sys3 = 0, sys4 = 1 }
ClusterList = { clus2 = 0, clus1 = 1 }
Parallel = 1
OnlineRetryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
# AutoStart = 0 here so faulting will not happen
AutoStartList = { sys3, sys4 }
)
CFSMount dbdata_mnt (
MountPoint = "/dbdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dbdatadg/dbdata_vol"
)
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RVGSharedPri dbdata_vvr_shpri (
RvgResourceName = dbdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt (
MountPoint = "/quorum"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/quorum_101/quorumvol"
)
CVMVolDg quorum_101_voldg (
CVMDiskGroup = quorum_101
CVMVolume = { quorumvol }
CVMActivation = sw
)
Sybase ase (
Sid @sys3 = ase1
Sid @sys4 = ase2
Owner = sybase
Home = "/sybase"
Version = 15
SA = sa
Quorum_dev = "/quorum/q.dat"
)
requires group RVGgroup online local firm
dbdata_mnt requires dbdata_vvr_shpri
ase requires vxfend
ase requires dbdata_mnt
ase requires quorum_101_quorumvol_mnt
quorum_101_quorumvol_mnt requires quorum_101_voldg

セカンダリサイトの Sybase ASE CE クラスタの設定
セカンダリサイトで Sybase ASE CE をオンラインにする前に、セカンダリサイトで Sybase
ASE CE クラスタを設定する必要があります。
セカンダリサイトの Sybase ASE CE クラスタを設定するには

1

Sybase ASE CE 設定ファイルを修正してセカンダリサイトの環境と一致させます。

2

レプリケーションが完了すると、レプリケーションを一時停止します。
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3

セカンダリサイトで対応するファイルシステムをマウントします。

4

Sybase ASE CE バイナリをインストールし、設定してます。
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『Storage Foundation for Sybase ASE CE 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: クォーラムデバイスは非レプリケートされた共有ストレージにある必要がありま
す。

5

プライマリサイトからセカンダリサイトに次をコピーします。
■

インターフェース

■

設定ファイル（ase.cfg）

■

inp ファイル（QIase*****.inp）

■

RUN ファイル

コピー後、これらを編集してセカンダリサイトの環境を反映します。

6

VCS の制御下にする前に、データベースを一度手動で開始します。 クォーラムを
再構築し、セカンダリサイトのクォーラムにデータファイルのクラスタ ID をコピーする
必要があります。 これはセカンダリサイトでデータベースを初めてオンラインにする
場合にだけ必要です。
次のコマンドを実行します。
# su - sybase; source $SYBASE/SYBASE.sh; /$SYBASE/ASE-15_0/bin/ ¥
dataserver --instance=dbdata1 -Q /qrmmnt/qrm -F ¥
/sybase_home/QIdbdata19442.inp ¥
--buildquorum=force --create-cluster-id=quorum

このタスクを実行しない場合は、セカンダリサイトで次のエラーを受信します。
Unique cluster id on quorum device does not match master device.
You may be using the wrong master device. If this is the correct
master, pass 'create-cluster-id' on the command line to pair the
devices.

Sybase データベース用のセカンダリサイトの設定を反映するには buildquorum が
必要です。
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7

このデータベースに VCS サービスグループを設定します。
すべての VCS サービスグループがオンラインであることを確認します。
設定例の場合:
p.196 の 「SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の main.cf サンプルファ
イルについて」 を参照してください。
メモ: データベースサービスグループは一度に 1 つのサイトでのみオンラインになり
ます。 そのため、プライマリサイトでオンラインの場合、セカンダリサイトではオフライ
ンになります。

8

セカンダリサイトの Sybase ASE サービスグループを停止し、ファイルシステムをマ
ウント解除し、レプリケーションを確立してください。

メモ: また、セカンダリサイトの Sybase ASE CE クラスタに使われるプライベートな相互
接続が関連付けられており、ノード間で ping 可能であることも確認してください。

グローバルパラレルクラスタのレプリケーションの使用例
グローバルクラスタでの VCS 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。
レプリケーションに VVR を使うように 2 つのクラスタを設定している場合、次のレプリケー
ションの使用例がサポートされます。
表 9-7

グローバルパラレルクラスタのレプリケーションの使用例

管理オプション

説明

リモートサイトへのプライマリサイトの役割
の移行

移行とは、あるクラスタからリモートクラスタに、プライマ
リレプリケーションホストの役割を計画的に転送するこ
とです。 この転送によって、リモートクラスタのアプリ
ケーションは、レプリケートデータをアクティブに使うこ
とができます。 前のプライマリクラスタは、保守または
他のアクティビティを行えるようになります。

セカンダリサイトによるプライマリサイトの役 テイクオーバーは計画されていないイベント（災害な
割のテイクオーバー
ど）が障害を引き起こすときに発生し、それによって、
レプリケートデータを使うアプリケーションが、リモート
クラスタでオンラインになる必要があります。
セカンダリサイトへのプライマリサイトの役
割の移行

p.167 の 「リモートサイトへプライマリサイトの役割を移
行するには」 を参照してください。
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管理オプション

説明

新しいプライマリサイトの役割の元のプライ p.168 の 「新しいプライマリサイトの役割を元のプライマ
マリサイトへの移行
リサイトに移行するには」 を参照してください。
停電の後のテイクオーバー

p.170 の 「停電の後でテイクオーバーするには」 を参
照してください。

停電の後の再同期

p.170 の 「停電の後で再同期するには」 を参照してく
ださい。

rlink の更新

p.171 の 「rlink を更新するには」 を参照してください。

VCS 内のレプリケーションオブジェクトを設定した後、VCS のコマンドを使って、リモート
クラスタにプライマリサイトのクラスタの役割を移行できます。 次の手順では、VCS はレプ
リケートデータベースのサービスグループ database_grp をプライマリサイトでオフライン
にし、それをセカンダリサイトでオンラインにします。これにより、セカンダリサイトはプライ
マリサイトの役割を担うようになります。
メモ: hagrp -switch コマンドでは、クラスタ内、またはグローバルクラスタ環境のクラス
タ間でパラレルグループを移行できません。
リモートサイトへプライマリサイトの役割を移行するには

1

プライマリサイトから、次のコマンドを使って、すべてのノードでデータベースサービ
スグループをオフラインにします。
# hagrp -offline database_grp -any

VCS がプライマリサイトのすべてのデータベースサービスグループをオフラインにす
るまで待ちます。

2

プライマリとセカンダリ間の RLINK が最新であることを検証します。 vxrlink -g コ
マンドに status オプションを指定して実行し、プライマリクラスタに RLINK を指定し
ます。 プライマリクラスタの任意のノードからこのコマンドを実行できます。
次に例を示します。
# vxrlink -g data_disk_group status rlk_clus2_dbdata_rvg

lk_clus1_dbdata_rvg が RLINK です。

3

新しくプライマリサイトになったセカンダリサイトで、すべてのノードのデータベース
サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online database_grp -any
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セカンダリサイトにプライマリサイトの役割を移行した後、VCS のコマンドを使って、元の
プライマリサイトに新しいプライマリサイトのクラスタの役割を移行できます。 次の手順で
は、VCS はレプリケートデータベースサービスグループ database_grp を新しいプライ
マリサイト（以前のセカンダリ）でオフラインにし、それを元のプライマリサイトでオンライン
にします。これにより、元のプライマリサイトがプライマリサイトの役割を担うようになります。
メモ: hagrp -switch コマンドでは、クラスタ内、またはグローバルクラスタ環境のクラス
タ間でパラレルグループを移行できません。
新しいプライマリサイトの役割を元のプライマリサイトに移行するには

1

すべてのデータベースリソースがオンラインであることを確認し、グループ
database_grp を元のプライマリサイトに切り替えます。
リモートサイト上で次のコマンドを実行します。
# hagrp -offline database_grp -any

2

プライマリとセカンダリ間の RLINK が最新であることを検証します。 vxrlink -g コ
マンドに status オプションを指定して実行し、プライマリクラスタに RLINK を指定し
ます。 現在のプライマリクラスタの任意のノードからこのコマンドを実行できます。
次に例を示します。
# vxrlink -g data_disk_group status rlk_clus1_dbdata_rvg

lk_clus1_dbdata_rvg が RLINK です。

3

database_grp が新しいプライマリサイトでオフラインであることを確認します。 次に、
database_grp をオンラインにするために元のプライマリサイトで次のコマンドを実行
します。
# hagrp -online database_grp -any

テイクオーバーは、セカンダリサイトのリモートクラスタが、レプリケートデータを使うアプリ
ケーションを起動するときに発生します。 この状況は、プライマリサイトが停止していると
セカンダリサイトが認識する場合や、プライマリサイトがアクセス不能（おそらく既知の理由
で）になるときに発生する可能性があります。 プライマリの役割のテイクオーバーの概念
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。
セカンダリサイトでプライマリの役割をテイクオーバーできるようにする前に、セカンダリサ
イトの管理者はリモート（この場合、プライマリ）サイトでの障害のタイプを宣言し、haclus
コマンドのオプションの 1 つを使って障害のタイプを指定する必要があります。
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テイクオーバーオプションは次のとおりです。
表 9-8

グローバルパラレルクラスタのテイクオーバーオプション

テイクオーバーオプション

説明

災害（Disaster）

プライマリサイトのクラスタがアクセス不能で、停止しているように
見えるとき、管理者は障害のタイプを「災害（Disaster）」と宣言し
ます。 たとえば、火事はプライマリサイト、ボリューム内のすべて
のデータを含むデータセンターを破壊することがあります。 この
宣言後、管理者はセカンダリサイトにあるサービスグループをオ
ンラインにし、「プライマリ」サイトとして運用できます。

停電（Outage）

セカンダリサイトの管理者は、一時的な停電など、既知の理由の
ためにプライマリサイトがアクセス不能になっている場合、「停電
（Outage）」として障害を宣言できます。 通常、管理者はプライ
マリサイトが元の状態に戻ることを期待します。
停電の宣言が出された後、RVGSharedPri エージェントは DCM
のログ記録を有効にし、セカンダリサイトがプライマリのレプリケー
ションロールを維持します。 元のプライマリサイトが稼動するよう
になって元の状態に戻った後、データが元のクラスタと再同期
化されるときに、DCM のログ記録によって高速フェールバック再
同期が可能になります。
現在のプライマリサイトから元のプライマリサイトに高速フェール
バックオプションを使ってデータの再同期化を試みる前に、元の
プライマリサイトで元のデータのスナップショットを作るよう、十分
注意してください。 この処理では、再同期が完了する前に現在
のプライマリサイトがエラーとなった場合に使用するように、元の
プライマリサイトの有効なデータ複製を作成します。

切断（Disconnect）

クラスタが両方とも正しく機能し、クラスタ間のハートビートリンク
が送られてこないとき、スプリットブレイン状態が発生しています。
この場合、管理者はこのエラーを「切断（Disconnect）」と宣言で
きます。これは、セカンダリサイトでプライマリサイトのロールをテ
イクオーバーする試行は起きないことを意味します。 この宣言は
勧告にすぎず、サーバーの停止ではなくネットワークの切断によ
りエラーが起きたことを示すメッセージを VCS ログに記録しま
す。

レプリカ（Replica）

高速フェールバック方法を使って現在のプライマリサイトから元
のプライマリサイトにデータを再同期中に、現在のプライマリサイ
トがアクセス不能になるまれなケースでは、元のプライマリサイト
の管理者は、高速フェールバック操作の開始前に取ったデータ
スナップショット（ある場合）を使用してこの状況に対処できます。
この場合、障害タイプは「レプリカ（Replica）」と指定されます。

この例は停電のテイクオーバーと再同期に必要な手順を説明します。
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停電の後でテイクオーバーするには

1

セカンダリサイトの任意のノードから、haclus コマンドを実行します。
# haclus -declare outage -clus clus1

2

リモートクラスタの状態を宣言した後、セカンダリサイトの database_grp サービスグ
ループをオンラインにします。 次に例を示します。
# hagrp -online -force database_grp -any

停電の後で再同期するには

1

元のプライマリサイトで、再同期の間に現在のプライマリサイトでエラーが発生する場
合に備えて、再同期化する前に RVG（Replicated Volume Group）のスナップショッ
トを作成します。 ディスクグループを data_disk_group、RVG を dbdata1_rvg とし
て、次のように入力します。
# vxrvg -g data_disk_group -F snapshot dbdata_rvg1

RVG スナップショットについて詳しくは、『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。

2

RVG を再同期します。 現在のプライマリサイトの任意のノードから、fbsync アクショ
ントークンを使って、hares コマンドに -action オプションを指定して実行し、
RVGSharedPri リソースを再同期化します。 次に例を示します。
# hares -action dbdata_vvr_shpri fbsync -sys sys3
# vxdctl -c mode

3

現在のプライマリサイトからの元のプライマリサイトへのデータの再同期が成功した
かどうかに応じて、次のコマンドのいずれかを実行します。
■

データの再同期が成功した場合は、snapback オプションを指定して vxrvg コ
マンドを実行し、指定の RVG の元のボリュームに元のプライマリサイトのスナッ
プショットボリュームを再接続します。
# vxrvg -g data_disk_group snapback dbdata_rvg1

■

データの再同期時にエラーが起きた（たとえば、再同期が進行中のときにプライ
マリ RVG に災害が起きた）場合、一貫性の失われたデータが生成される可能
性があります。
手順 1 で取ったスナップショットから RVG データボリュームの内容を復元できま
す。
# vxrvg -g data_disk_group snaprestore dbdata_rvg1
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rlink が最新ではない場合、RVG を同期するために resync アクショントークンを指定し
て hares -action コマンドを実行します。
rlink を更新するには
◆

次のコマンド例は、RVGSharedPri のリソース dbdata_vvr_shpri を指定する、プ
ライマリクラスタの任意のノード（この場合、sys1）で実行されます。
# hares -action dbdata_vvr_shpri resync -sys sys1
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参照

■

付録 A. 設定ファイルの例

A
設定ファイルの例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation for Oracle RAC のサンプル設定ファイル

■

SF（Storage Foundation）for Oracle RAC の main.cf サンプルファイルについて

■

SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の main.cf サンプルファイルについ
て

Storage Foundation for Oracle RAC のサンプル設
定ファイル
Storage Foundation for Oracle RAC には、さまざまなシナリオを示す複数のサンプル
設定ファイルがあります。クラスタ環境を設定するためのガイドラインとしてサンプルファイ
ルを使うことができます。これらのサンプルファイルは /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/
にあります。
この項では、各サンプルファイルについて簡潔に説明し、それぞれのサービスグループ
の設定を示します。この項には main.cf ファイルのコピーは含まれていません。
次のサンプルファイルは、ディザスタリカバリの使用例を参照するのに便利です
■

「sfrac02_main.cf ファイル」

■

「sfrac11_main.cf ファイル」

■

p.183 の 「ファイアドリルサービスグループの設定例」 を参照してください。

sfrac02_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのノードの Storage Foundation for Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

付録 A 設定ファイルの例
Storage Foundation for Oracle RAC のサンプル設定ファイル

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CVM RAW ボリュームに格納され
ています。

図 A-1 に設定を示します。
sfrac02_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 A-1

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD
ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac07_main.cf ファイルと sfrac08_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac07_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。 サンプル設定 sfrac08_main.cf には、セカンダリサイトのディザスタリカバリ
設定が記述されています。設定では、VVR を使ってサイト間でデータがレプリケートされ
ます。
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このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる、2 つのノードから構成される 2 つの Storage
Foundation for Oracle RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

Volume Replicator（VVR）はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

サイト間でレプリケートされる共有ボリュームは RVG グループ内に設定されます。

■

サイト間でログ情報をやり取りするために VVR が使うレプリケーションリンクは、
rlogowner グループ内に設定されます。 これはフェールオーバーグループとして、
各サイトのクラスタ内で 1 つのノードだけでオンラインになります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。 データベースグ
ループがオンラインになるノードは、RVGSharedPri リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

図 A-2 に設定を示します。 サービスグループ設定はプライマリサイトとセカンダリサイトで
同じです。 グループの可用性（オンライン/オフライン）はサイト間で異なります。
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sfrac07_main.cf ファイルと sfrac08_main.cf ファイルのサービスグ
ループ設定

図 A-2

rlogowner（フェールオーバー）

oradb_grp（並行）

logowner

ora_db

RVGLogowner

Oracle

logowner_ip

oradata_mnt
CFSMount

IP

ora_vvr_sharedpri

nic
NIC

RVGSharedPri

RVGgroup（並行）
racdata_rvg
RVGShared
racdata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac09_main.cf ファイルと sfrac10_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac09_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。 サンプル設定 sfrac10_main.cf には、セカンダリサイトのディザスタリカバリ
設定が記述されています。サンプル設定では、EMC SRDF 技術を使ってサイト間でデー
タがレプリケートされます。
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メモ: この設定では、サポートされている他のハードウェアベースのレプリケーション技術
を使うことができます。
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる、2 つのノードから構成される 2 つの Storage
Foundation for Oracle RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

EMC SRDF はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

SRDF 技術とレプリケーションモードを使ってサイト間でレプリケートされる SRDF ディ
スクグループは、データベースグループ内の SRDF リソースで指定されます。 SRDF
ディスクグループを構成する CVM ディスクグループは、データベースグループ内の
CVMVolDg リソースで設定されている必要があります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。 データベースグ
ループがオンラインになるノードは、SRDF リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

図 A-3 にプライマリサイトの設定を示します。
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sfrac09_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 A-3

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVolDG
gc_srdf
SRDF
cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd
CFSfsckd

CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 A-4 にセカンダリサイトの設定を示します。

PrivNIC
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sfrac10_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 A-4

Async_ReplicatedDataGroup（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVolDG
gc_srdf
SRDF
cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac11_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのサイトでホストされる 4 つのノードで構成される Storage Foundation for Oracle
RAC キャンパスクラスタ。

■

各サイトは単一のデータベースをホストする 2 ノードのクラスタで構成されます。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

NIC1 上の IP アドレスは Oracle Clusterware によって使われます。
Oracle データベース Cache Fusion 用に NIC2 上の 2 つ目の IP アドレスが使われ
ます。
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高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。
■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

SystemZones 属性を使って各物理サイトのホストを独立した論理システムゾーンに
グループ化します。

図 A-5 に設定を示します。
sfrac11_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 A-5

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt

multipriv

CFSMount
vxfsckd

MultiPrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac12_main.cf ファイルと sfrac13_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac12_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。 サンプル設定 sfrac13_main.cf には、ファイアドリル機能を備えたセカンダ
リサイトのディザスタリカバリ設定が記述されています。サンプル設定では、Hitachi True
Copy 技術を使ってサイト間でデータがレプリケートされます。
メモ: この設定では、サポートされている他のハードウェアベースのレプリケーション技術
を使うことができます。
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このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる、2 つのノードから構成される 2 つの Storage
Foundation for Oracle RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

Hitachi True Copy はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

HTC 技術とレプリケーションモードを使ってサイト間でレプリケートされる HTC ディス
クグループは、データベースグループ内の HTC リソースで指定されます。 HTC ディ
スクグループを構成する CVM ディスクグループは、データベースグループ内の
CVMVolDg リソースで設定されている必要があります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。 データベースグ
ループがオンラインになるノードは、HTC リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

■

セカンダリ上のデータベースグループ oradb_grp_fd はファイアドリル用に設定され
ています。

■

グループ oradb_grp_fd がオンラインになると、HTCSnap によってデータベースグ
ループ oradg_grp 内の HTC リソースに設定されているディスクグループのスナップ
ショットが作成されます。
さらに、サービスグループ oradb_grp_fd に設定されている Oracle データベースお
よび関連付けられているボリュームとマウントポイントは、HTCSnap が作成するスナッ
プショットを使ってオンラインになります。

図 A-6 にプライマリサイトの設定を示します。
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sfrac12_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 A-6

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVolDG
gc_htc
HTC
cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd
CFSfsckd

CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 A-7 にセカンダリサイトの設定を示します。

PrivNIC
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sfrac13_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 A-7

oradb_grp_fd（並行）

oradb_grp（並行）

ora_db_fd

ora_db
Oracle

Oracle

oradata_mnt_fd

oradata_mnt
CFSMount

CFSMount
oradata_voldg_fd

oradata_voldg
CVMVolDG

CVMVolDG

gc_htc

HTCSnap-gc_htc
HTCSnap

HTC

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

ファイアドリルサービスグループの設定例
この項の設定例には、セカンダリサイトのファイアドリルサービスグループ設定が記述され
ています。 設定では、VVR を使ってサイト間でデータがレプリケートされます。
サンプルサービスグループには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる、2 つのノードから構成される 2 つの Storage
Foundation for Oracle RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。
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■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

Volume Replicator（VVR）はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

サイト間でレプリケートされる共有ボリュームは RVG グループ内に設定されます。

■

サイト間でログ情報をやり取りするために VVR が使うレプリケーションリンクは、
rlogowner グループ内に設定されます。 これはフェールオーバーグループとして、
各サイトのクラスタ内で 1 つのノードだけでオンラインになります。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

■

ファイアドリルサービスグループ oradb_grp_fd は、セカンダリサイトのレプリケートさ
れたデータのスナップショットを作成し、そのスナップショットを使ってデータベースを
起動します。 ファイアドリルサービスグループとアプリケーションサービスグループの
間で offline local 依存関係を設定し、プライマリサイトで災害が発生した場合にファ
イアドリルがアプリケーションのフェールオーバーを妨げないことを確認します。

図 A-8 に設定を示します。
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ファイアドリル用のサービスグループ設定

図 A-8
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SF（Storage Foundation）for Oracle RAC の main.cf
サンプルファイルについて
VCS 設定ファイル main.cf を調べて、SF Oracle RAC のインストールと設定を検証でき
ます。
次の Oracle RAC の設定のための main.cf ファイルのサンプルが提供されます。
■

2 つのクラスタ間のデータのレプリケーション用の設定
■

CVM VVR 設定のプライマリサイト

■

CVM VVR 設定のセカンダリサイト

CVM/VVR のプライマリサイトの Oracle 10g の main.cf のサンプル
このサンプル main.cf の設定の詳細を次に示します。
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■

設定ファイル名: cvmvvr_primary_main.cf

■

より一般的な目的で、複数の Oracle データベースを持つことができます

include
include
include
include
include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"VVRTypes.cf"
"VVRTypes.cf"
"VVRTypes.cf"
"/etc/VRTSvcs/conf/config/VVRTypes.cf"

cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
ClusterAddress = "10.10.10.101"
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
remotecluster rac_cluster102 (
ClusterAddress = "10.11.10.102"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster102 }
Arguments @rac_cluster102 = { "10.11.10.102" }
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group ClusterService (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
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StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = eth0
Address = "10.10.10.101"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
group RVGgroup (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
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CSSD cssd (
Critical = 0
CRSHOME="/u01/app/grid/product/11.2.0/gridhome"
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 1, nebula = 2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvol, votevol }
CVMActivation = sw
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device = { eth0 = 0, eth1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)

cssd requires ocrvote_voldg
cssd requires ora_priv
cssd requires ora_priv
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
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BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
RVGSharedPri ora_vvr_sharedpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires ora_vvr_sharedpri
group rlogowner (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 2
)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.10.9.101"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC nic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
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requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic
group VxSS (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
Parallel = 1
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)
group CMC (
SystemList = { north, south }
AutoStartList = { north, south }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
ClusterConnectorConfig CMC_ClusterConfig (
MSAddress = "mgmtserver1.symantecexample.com"
MSPort = 14145
ClusterId = "1145613636"
ClusterType = "vcs"
ClusterPort = 14141
VCSLoggingLevel = "TAG_A"
Logging = "/opt/VRTScmccc/conf/cc_logging.properties"
ClusterConnectorVersion = "5.0.1000.0"
)
Process CMC_ClusterConnector (
PathName = "/bin/sh"
Arguments = "/opt/VRTScmccc/bin/cluster_connector.sh"
)
CMC_ClusterConnector requires CMC_ClusterConfig

CVM/VVR のセカンダリサイトの Oracle 10g の main.cf のサンプル
このサンプル main.cf の設定の詳細を次に示します。
■

設定ファイル名: cvmvvr_secondary_main.cf

190

付録 A 設定ファイルの例
SF（Storage Foundation）for Oracle RAC の main.cf サンプルファイルについて

■

より一般的な目的で、複数の Oracle データベースを持つことができます

include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
include "OracleTypes.cf"
include "PrivNIC.cf"
include "VVRTypes.cf"
cluster rac_cluster102 (
UserNames = { admin = bopHo }
ClusterAddress = "10.11.10.102"
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
remotecluster rac_cluster101 (
ClusterAddress = "10.10.10.101"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster101 }
Arguments @rac_cluster101 = { "10.10.10.101" }
)
system mercury (
)
system jupiter (
)
group ClusterService (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
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IP gcoip (
Device = eth0
Address = "10.11.10.102"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
group RVGgroup (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg
group cvm (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
CSSD cssd (
Critical = 0
CRSHOME="/u01/app/grid/product/11.2.0/gridhome"
)
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CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster102
CVMNodeId = { mercury = 1, jupiter = 2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvol, votevol }
CVMActivation = sw
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
PrivNIC ora_privnic (
Critical = 0
Device = { eth0 = 0, eth1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)
cssd requires ocrvote_voldg
cssd requires ora_priv
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
group oradb1_grp (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
Parallel = 1
ClusterList = { rac_cluster101 = 0, rac_cluster102 = 1 }
OnlineRetryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
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CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @mercury = vrts1
Sid @jupiter = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
RVGSharedPri ora_vvr_sharedpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires ora_vvr_sharedpri
group rlogowner (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
OnlineRetryLimit = 2
)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.11.9.102"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC nic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)

194

付録 A 設定ファイルの例
SF（Storage Foundation）for Oracle RAC の main.cf サンプルファイルについて

requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic
group VxSS (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
Parallel = 1
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)
group CMC (
SystemList = { north, south }
AutoStartList = { north, south }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
ClusterConnectorConfig CMC_ClusterConfig (
MSAddress = "mgmtserver1.symantecexample.com"
MSPort = 14145
ClusterId = "1145613636"
ClusterType = "vcs"
ClusterPort = 14141
VCSLoggingLevel = "TAG_A"
Logging = "/opt/VRTScmccc/conf/cc_logging.properties"
ClusterConnectorVersion = "5.0.1000.0"
)
Process CMC_ClusterConnector (
PathName = "/bin/sh"
Arguments = "/opt/VRTScmccc/bin/cluster_connector.sh"
)
CMC_ClusterConnector requires CMC_ClusterConfig
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SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の
main.cf サンプルファイルについて
VCS 設定ファイル main.cf を調べて、インストールと設定を検証できます。
■

main.cf ファイルは、フォルダ /etc/VRTSvcs/conf/config にあります。

■

インストール後、サンプルの main.cf ファイルのいくつかのタイプをディレクトリ
/etc/VRTSagents/ha/conf/Sybase で参照できます。

■

すべての設定例は、High Availability Agent for Sybase バイナリがローカルディス
クにインストールされること、およびそれらがオペレーティングシステムによって管理さ
れることを想定しています。 これらのファイルシステムは、/etc/fstab ファイルで指
定されている必要があります。

■

次の設定例について、すべての設定の「クラスタ」定義は UseFence=SCSI3 を指定
する必要があることに注意してください。

次の SF Sybase CE の設定のための main.cf ファイルのサンプルが提供されます。
■

■

基本的なクラスタ設定
■

Sybase バイナリをインストールするための CFS の共有マウントポイントがある場
合

■

Sybase バイナリをインストールするための VxFS のローカルマウントポイントがあ
る場合

2 つのクラスタ間のデータのレプリケーション用の設定
■

CVM VVR 設定のプライマリサイト

■

CVM VVR 設定のセカンダリサイト

VCS の制御下にあり、Sybase バイナリをインストールするための CFS
の共有マウントポイントを持つ基本的な Sybase ASE CE クラスタ設定
向けの main.cf のサンプル
この main.cf のサンプルは、Sybase バイナリをインストールするための CFS の共有マ
ウントポイントを持った、基本的なクラスタ設定の単一のサイト向けです。
この Sybase ASE CE の設定のサンプル main.cf の設定の詳細を次に示します。
■

ファイル名: sybasece_cfs_main.cf

■

ファイルの場所: /etc/VRTSagents/ha/conf/Sybase/

include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
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include "SybaseTypes.cf"
cluster clus1 (
UserNames = { admin = HopHojOlpKppNxpJom }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
UseFence=SCSI3
)
system system1 (
)
system system2 (
)
// binmounts group for configuring CFS mounts for Sybase binaries.
group binmnt (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount sybbindg_101_sybbinvol_mnt (
MountPoint = "/sybase"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybbindg_101/sybbin_vol"
)
CVMVolDg sybbindg_101_voldg (
CVMDiskGroup = sybbindg_101
CVMVolume = { sybbin_vol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
sybbindg_101_sybbinvol_mnt requires sybbindg_101_voldg

// resource dependency tree
//
// group binmnt
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// {
// CFSMount sybbindg_101_sybbinvol_mnt
//
{
//
CVMVolDg sybbindg_101_voldg
//
}
// }
// cvm group for CVM and CFS specific agents.
group cvm (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = sfsyb_90
CVMNodeId = { system1 = 0, system2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group cvm
{
CFSfsckd vxfsckd
{
CVMCluster cvm_clus
{
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//
//
//
// }
//
//
//
//
//

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}

sybasece group for:
1. CVM volumes for Sybase database and quorum device
2. CFS mount for Sybase database and quorum device
3. Process agent for vxfend process.
4. Sybase database instance.

group sybasece (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt (
MountPoint = "/quorum"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/quorum_101/quorumvol"
)
CFSMount sybdata_101_sybvol_mnt (
MountPoint = "/sybdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybdata_101/sybvol"
)
CVMVolDg quorum_101_voldg (
CVMDiskGroup = quorum_101
CVMVolume = { quorumvol }
CVMActivation = sw
)
CVMVolDg sybdata_101_voldg (
CVMDiskGroup = sybdata_101
CVMVolume = { sybvol }
CVMActivation = sw
)
Process vxfend (
PathName = "/sbin/vxfend"
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Arguments = "-m sybase -k /tmp/vcmp_socket"
)
Sybase ase (
Server @system1 = ase1
Server @system2 = ase2
Owner = sybase
Home = "/sybase"
Version = 15
SA = sa
Quorum_dev = "/quorum/q.dat"
)
requires group binmnt online local firm
ase requires quorum_101_quorumvol_mnt
ase requires sybdata_101_sybvol_mnt
ase requires vxfend
quorum_101_quorumvol_mnt requires quorum_101_voldg
sybdata_101_sybvol_mnt requires sybdata_101_voldg

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group sybasece
{
Sybase ase
{
CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt
{
CVMVolDg quorum_101_voldg
}
CFSMount sybdata_101_sybvol_mnt
{
CVMVolDg sybdata_101_voldg
}
Process vxfend
}
}
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Sybase バイナリをインストールするための VxFS のローカルマウントポ
イントを持つ基本的な Sybase ASE CE クラスタ設定向けの main.cf の
サンプル
この main.cf のサンプルは、Sybase バイナリをインストールするための VxFS のローカ
ルマウントポイントを持った、基本的なクラスタ設定の単一のサイト向けです。
この Sybase ASE CE の設定のサンプル main.cf の設定の詳細を次に示します。
■

ファイル名: sybasece_vxfs_main.cf

■

ファイルの場所: /etc/VRTSagents/ha/conf/Sybase/

include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"

cluster clus1 (
UserNames = { admin = HopHojOlpKppNxpJom }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
UseFence=SCSI3
)
system system1 (
)
system system2 (
)
// binmounts group for configuring VxFS mounts for Sybase binaries.
group binlocalmnt (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
DiskGroup sybbindg_101_voldg (
DiskGroup = sybbindg
)
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Mount sybbindg_101_sybbinvol_mnt (
MountPoint = "/sybase"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybbindg_101/sybbin_vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Volume sybbindg_101_vol (
DiskGroup = sybbindg
Volume = sybbinvol
)
requires group cvm online local firm
sybbindg_101_sybbinvol_mnt requires sybbindg_101_vol
sybbindg_101_vol requires sybbindg_101_voldgdg

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group binlocalmnt
{
Mount sybbindg_101_sybbinvol_mnt
{
Volume sybbindg_vol
{
DiskGroup sybbindg_101_voldg
}
}
}

// cvm group for CVM and CFS specific agents.
group cvm (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
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CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { system1 = 0, system2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group cvm
{
CFSfsckd vxfsckd
{
CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}

sybasece group for:
1. CVM volumes for Sybase database and quorum device
2. CFS mount for Sybase database and quorum device
3. Process agent for vxfend process.
4. Sybase database instance.

group sybasece (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
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CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt (
MountPoint = "/quorum"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/quorum_101/quorumvol"
)
CFSMount sybdata_101_sybvol_mnt (
MountPoint = "/sybdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybdata_101/sybvol"
)
CVMVolDg quorum_101_voldg (
CVMDiskGroup = quorum_101
CVMVolume = { quorumvol }
CVMActivation = sw
)
CVMVolDg sybdata_101_voldg (
CVMDiskGroup = sybdata_101
CVMVolume = { sybvol }
CVMActivation = sw
)
Process vxfend (
PathName = "/sbin/vxfend"
Arguments = "-m sybase -k /tmp/vcmp_socket"
)
Sybase ase (
Server @system1 = ase1
Server @system2 = ase2
Owner = sybase
Home = "/sybase"
Version = 15
SA = sa
Quorum_dev = "/quorum/q.dat"
)
requires group binlocalmnt online local firm
ase requires quorum_101_quorumvol_mnt
ase requires sybdata_101_sybvol_mnt
ase requires vxfend
quorum_101_quorumvol_mnt requires quorum_101_voldg
sybdata_101_sybvol_mnt requires sybdata_101_voldg
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group sybasece
{
Sybase ase
{
CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt
{
CVMVolDg quorum_101_voldg
}
CFSMount sybdata_101_sybvol_mnt
{
CVMVolDg sybdata_101_voldg
}
Process vxfend
}
}

CVM VVR のプライマリサイトの main.cf のサンプル
このサンプル main.cf は CVM VVR 設定のプライマリサイト向けです。 これは、2 つのク
ラスタ間でのデータのレプリケート向けの 2 つの main.cf サンプルのうちの 1 つです。
この Sybase ASE CE の設定のサンプル main.cf の設定の詳細を次に示します。
■

ファイル名: sybasece_cvmvvr_primary_main.cf

■

ファイルの場所: /etc/VRTSagents/ha/conf/Sybase

include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"

cluster clus1 (
UserNames = { admin = HopHojOlpKppNxpJom }
ClusterAddress = "10.180.88.188"
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
UseFence=SCSI3
)
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SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の main.cf サンプルファイルについて

remotecluster clus2 (
ClusterAddress = "10.190.99.199"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { clus2 }
Arguments @clus2 = { "10.190.99.199" }
)
system system1 (
)
system system2 (
)

group ClusterService (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
AutoStartList = { system1, system2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = public_NIC
Address = "10.180.88.188"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC csgnic (
Device = Public_NIC
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
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// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
Application wac
//
{
//
IP gcoip
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//
}
//
}

group RVGgroup (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
)
CVMVolDg sybdata_voldg (
CVMDiskGroup = sybdata_101
CVMActivation = sw
)
RVGShared sybdata_rvg (
RVG = syb_rvg
DiskGroup = sybdata_101
)
requires group binmnt online local firm
sybdata_rvg requires sybdata_voldg

group binmnt (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
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)
CFSMount sybbindg_101_sybbinvol_mnt (
MountPoint = "/sybase"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybbindg_101/sybbin_vol"
)
CVMVolDg sybbindg_101_voldg (
CVMDiskGroup = sybbindg_101
CVMVolume = { sybbin_vol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
sybbindg_101_sybbinvol_mnt requires sybbindg_101_voldg
group cvm (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { system1 = 0, system2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
//
group cvm

208

付録 A 設定ファイルの例
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//
//
//
//
//
//
//
//
//

{
CFSfsckd vxfsckd
{
CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}

group logowner (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
AutoStartList = { system1, system2 }
)
IP logowner_ip (
Device = public_NIC
Address = "10.10.9.101"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device = public_NIC
)
RVGLogowner rvg_logowner (
RVG = syb_rvg
DiskGroup = sybdata_101
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

// resource dependency tree
//
//
group logowner
//
{
//
RVGLogowner rvg_logowner
//
{
//
IP logowner_ip
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//
//
//
//
//

{
NIC nic
}
}
}

group sybasece (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1 }
Parallel = 1
ClusterList = { clus1 = 0, clus2 = 1 }
AutoStartList = { system1, system2 }
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
OnlineRetryLimit = 3
TriggerResStateChange = 1
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt (
MountPoint = "/quorum"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/quorum_101/quorumvol"
)
CFSMount sybdata_101_sybvol_mnt (
MountPoint = "/sybdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybdata_101/sybvol"
)
CVMVolDg quorum_101_voldg (
CVMDiskGroup = quorum_101
CVMVolume = { quorumvol }
CVMActivation = sw
)
Process vxfend (
PathName = "/sbin/vxfend"
Arguments = "-m sybase -k /tmp/vcmp_socket"
)
RVGSharedPri syb_vvr_shpri (
RvgResourceName = sybdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
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SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の main.cf サンプルファイルについて

Sybase ase (
Server @system1 = ase1
Server @system2 = ase2
Owner = sybase
Home = "/sybase"
Version = 15
SA = sa
Quorum_dev = "/quorum/q.dat"
)
requires group RVGgroup online local firm
sybdata_101_sybvol_mnt requires syb_vvr_shpri
ase requires vxfend
ase requires sybdata_101_sybvol_mnt
ase requires quorum_101_quorumvol_mnt
quorum_101_quorumvol_mnt requires quorum_101_voldg
// resource dependency tree
//
//
group sybasece
//
{
//
Sybase ase
//
{
//
CFSMount sybdata_101_sybvol_mnt
//
{
//
RVGSharedPri syb_vvr_shpri
//
}
//
Process vxfend
//
CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt
//
{
//
CVMVolDg quorum_101_voldg
//
}
//
}
//
}

CVM VVR のセカンダリサイトの main.cf のサンプル
このサンプル main.cf は CVM VVR 設定のセカンダリサイト向けです。 これは、2 つの
クラスタ間でのデータのレプリケート向けの 2 つの main.cf サンプルのうち 2 つ目です。
この Sybase ASE CE の設定のサンプル main.cf の設定の詳細を次に示します。
■

ファイル名: sybasece_cvmvvr_secondary_main.cf
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SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の main.cf サンプルファイルについて

■

ファイルの場所: /etc/VRTSagents/ha/conf/Sybase

This is main.cf for CVM VVR configuration on Secondary site.
-------------------------------------------------------------include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"

cluster clus2 (
UserNames = { admin = HopHojOlpKppNxpJom }
ClusterAddress = "10.190.99.199"
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
UseFence=SCSI3
)
remotecluster clus1 (
ClusterAddress = "10.180.88.188"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { clus1 }
Arguments @clus1 = { "10.180.88.188" }
)
system system3 (
)
system system4 (
)
group ClusterService (
SystemList = { system3 = 0, system4 = 1 }
AutoStartList = { system3, system4 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
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MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = public_NIC
Address = "10.190.99.199"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC csgnic (
Device = public_NIC
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group ClusterService
{
Application wac
{
IP gcoip
{
NIC csgnic
}
}
}

group RVGgroup (
SystemList = { system3 = 0, system4 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { system3, system4 }
)
CVMVolDg sybdata_voldg (
CVMDiskGroup = sybdata_101
CVMActivation = sw
)
RVGShared sybdata_rvg (
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RVG = syb_rvg
DiskGroup = sybdata_101
)
requires group binmnt online local firm
sybdata_rvg requires sybdata_voldg

group binmnt (
SystemList = { system3 = 0, system4 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { system3, system4 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount sybbindg_101_sybbinvol_mnt (
MountPoint = "/sybase"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybbindg_101/sybbin_vol"
)
CVMVolDg sybbindg_101_voldg (
CVMDiskGroup = sybbindg_101
CVMVolume = { sybbin_vol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
sybbindg_101_sybbinvol_mnt requires sybbindg_101_voldg
group cvm (
SystemList = { system3 = 0, system4 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system3, system4 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = clus2
CVMNodeId = { system3 = 0, system4 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
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SF（Storage Foundation）for Sybase ASE CE の main.cf サンプルファイルについて

)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}

group logowner (
SystemList = { system3 = 0, system4 = 1 }
AutoStartList = { system3, system4 }
)
IP logowner_ip (
Device = public_NIC
Address = "10.11.9.102"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device = public_NIC
)
RVGLogowner rvg_logowner (
RVG = syb_rvg
DiskGroup = sybdata_101
)
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requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group logowner
{
RVGLogowner rvg_logowner
{
IP logowner_ip
{
NIC nic
}
}
}

group sybasece (
SystemList = { system3 = 0, system4 = 1 }
Parallel = 1
ClusterList = { clus2 = 0, clus1 = 1 }
AutoStartList = { system3, system4 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount quorum_101_quorumvol_mnt (
MountPoint = "/quorum"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/quorum_101/quorumvol"
)
CVMVolDg quorum_101_voldg (
CVMDiskGroup = quorum_101
CVMVolume = { quorumvol }
CVMActivation = sw
)
CFSMount sybdata_101_sybvol_mnt (
MountPoint = "/sybdata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/sybdata_101/sybvol"
)
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Process vxfend (
PathName = "/sbin/vxfend"
Arguments = "-m sybase -k /tmp/vcmp_socket"
)
RVGSharedPri syb_vvr_shpri (
RvgResourceName = sybdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
Sybase ase (
Server @system3 = ase1
Server @system4 = ase2
Owner = sybase
Home = "/sybase"
Version = 15
SA = sa
Quorum_dev = "/quorum/q.dat"
)
requires group RVGgroup online local firm
sybdata_101_sybvol_mnt requires syb_vvr_shpri
ase requires vxfend
ase requires sybdata_101_sybvol_mnt
ase requires quorum_101_quorumvol_mnt
quorum_101_quorumvol_mnt requires quorum_101_voldg
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