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1
Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC について

■

SF Oracle RAC のしくみ（概要）

■

SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス

■

クラスタの状態の定期的評価

■

Virtual Business Service について

■

Veritas Operations Manager について

■

Symantec Operations Readiness Tools

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC について
Veritas Storage Foundation・for Oracleｮ RAC（SF Oracle RAC）は、独自のストレージ
管理および高可用性テクノロジを活用して、UNIX プラットフォームへの Oracle RAC の
堅ろうで管理性と拡張性に優れた配備を可能にします。このソリューションでは Veritas
Cluster File System テクノロジを使っているため、容易なファイルシステム管理と、使い
慣れたオペレーティングシステムツールやユーティリティを使用したデータベース管理と
いう 2 つの利点が提供されます。
ソリューションスタックは、VCS（Veritas Cluster Server）、Veritas CVM（Cluster Volume
Manager）、VRTSdbac（Veritas Oracle Real Application Cluster Support）、VRTSodm
（Veritas Oracle Disk Manager）、Veritas CFS（Cluster File System）、Veritas Storage
Foundation（基本の VxVM（Veritas Volume Manager）と VxFS（Veritas File System）
で構成される）で構成されます。

14

第 1 章 Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の概要
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC について

SF Oracle RAC の利点
SF Oracle RAC には次の利点があります。
■

システムベースのファイル管理のサポート。SF Oracle RAC は、Oracle データファイ
ルおよびその他のアプリケーションデータを保存して管理するためのクラスタ化された
汎用ファイルシステムテクノロジを提供します。

■

クラスタ相互接続の高可用性のサポート。
Oracle RAC 10g リリース 2 の場合
LMX/LLT プロトコルと PrivNIC/MultiPrivNIC エージェントの組み合わせにより、最
大帯域幅およびスイッチの冗長性を含むクラスタ相互接続の高可用性が提供されま
す。
Oracle RAC 11g リリース 1/Oracle RAC 11g リリース 2:
PrivNIC/MultiPrivNIC エージェントにより、最大帯域幅およびスイッチの冗長性を
含むクラスタ相互接続の高可用性が提供されます。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクの配置に対する Cluster File System
と Cluster Volume Manager の使用。これらの技術は、OCR と投票ディスクの配置
のために、堅牢な共有ブロックインターフェース（サポート対象の Oracle RAC のすべ
てのバージョン）と、RAW インターフェース（Oracle RAC 10g リリース 2/Oracle RAC
11g リリース 1 向け）を提供します。

■

アプリケーションおよびデータベース管理に対する標準のアプローチのサポート。管
理者は、SF Oracle RAC の管理に対して Veritas テクノロジの既存の専門知識を適
用できます。

■

Veritas DMP（Dynamic Multi-Pathing）を使った可用性とパフォーマンスの向上。
DMP は幅広いストレージアレイサポートを提供し、ホストバスアダプタ（HBA）スイッチ
やストレージエリアネットワーク（SAN）スイッチ、ストレージアレイでの故障やパフォー
マンスのボトルネックから保護します。

■

Veritas Operations Manager を使用して複数 SF Oracle RAC クラスタを容易に管
理し監視できる。

■

VCS OEM プラグインは、OEM コンソールから SF Oracle RAC のリソースを監視する
方法を提供する。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation: Storage and Availability Management
for Oracle Databases』のマニュアルを参照してください。

■

Oracle Disk Manager（ODM）を使用したファイルシステムアクセス時間の向上。

■

Veritas DMP（Dynamic Multi-Pathing）の利点を活用するために Oracle ASM
（Automatic Storage Management）ディスクグループを CVM ボリューム上に設定
する能力。

■

クラスタ内のデータベースごとに複数の Oracle RAC インスタンスへアクセスできるこ
とによる拡張性と可用性の向上。
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■

ボリュームレベルとファイルシステムレベルのスナップショット技術、Storage Checkpoint
および Database Storage Checkpoint を利用するバックアップと復元ソリューション
のサポート。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation: Storage and Availability Management
for Oracle Databases』のマニュアルを参照してください。

■

重複したデータを継続的な費用をかけずに排除するための、ファイルシステムでの定
期的な重複排除を利用した領域最適化のサポート。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

■

Veritas Cluster Server（VCS）と Veritas Cluster File System（CFS）を使用して最
小のダウンタイムでアプリケーションをフェールオーバーする能力。

■

堅牢な SCSI-3 PGR（Persistent Group Reservation）ベースの I/O フェンシング、
または Coordination Point Server ベースの I/O フェンシングによるスプリットブレイ
ンシナリオでのデータ破損の防止。優先フェンシング機能を使用することで、フェンシ
ングドライバが生存するサブクラスタを判断する方法を指定することもできます。

■

Oracle のデータベースファイルに加えて、アプリケーションデータをノードをわたって
共有するためのサポート。

■

Oracle RAC 11g リリース 2 のポリシー管理されたデータベースのサポート。

■

ユーザーに対するダウンタイムと中断を最小限に抑えた迅速なディザスタリカバリ。
ユーザーは、ローカルでの高可用性サイトから、プライマリサイトとセカンダリサイトを
備えた広域ディザスタリカバリ環境へ移行できます。1 つのノードに障害が発生した
場合、そのノードに接続していたクライアントは障害の発生していないノードに接続し
直して、アクセスを再開できます。

■

稼働中のシステムに影響を与えない、ファイアドリルテクノロジを使用したディザスタリ
カバリ設定の確認。

■

広範なハードウェアレプリケーションテクノロジおよび VVR を使用したブロックレベル
レプリケーションのサポート。

■

次の機能を備えたキャンパスクラスタのサポート:
■

Site Awareness による一貫した切断

■

VxVM ミラー化によるサイト対応の読み取り

■

Oracle リソースの監視

■

スプリットブレインシナリオに対する保護

SF Oracle RAC のしくみ（概要）
Oracle Real Application Clusters（RAC）は、複数のコンピュータの処理能力を利用す
る並列データベース環境です。Oracle は、論理的には表領域の形式で、物理的には
データファイルの形式でデータを格納します。Oracle インスタンスはプロセスと共有メモ
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リのセットで、物理データベースにアクセスできます。具体的には、インスタンスは、クライ
アントに代わってデータを共有メモリに読み込んでそのデータを変更するサーバープロ
セスと、他のインスタンスとの対話やオペレーティングシステムとの対話によってメモリ構
造の管理や一般的なハウスキーピング処理を行うバックグラウンドプロセスを実行します。
SF Oracle RAC は Oracle RAC を実行するために必要なインフラを提供し、一貫性と整
合性を実現するために各ノードの共有データへのアクセスを調整します。各ノードの処理
能力がクラスタ全体に集積され、全体のスループットや処理速度が向上します。
概念として考えれば、SF Oracle RAC は、サービスグループに含まれているリソースを使
用して、アプリケーション（Oracle インスタンス）、ネットワーク処理、ストレージコンポーネ
ントを管理するクラスタです。SF Oracle RAC クラスタには次の特性があります。
■

各ノードは独自のオペレーティングシステムを実行します。

■

クラスタ相互接続によりクラスタ通信が可能になります。

■

パブリックネットワークはクライアントアクセス用の LAN に各ノードを接続します。

■

共有ストレージは、アプリケーションを実行する必要のある各ノードによってアクセス
可能です。

図 1-1 は、SF Oracle RAC インストールのために要する、基本的なレイアウトと個々のコ
ンポーネントを表します。
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図 1-1

SF Oracle RAC の基本的なレイアウトとコンポーネント

クライアント

パブリック
ネットワーク
LAN

プライベートネットワークの
相互接続リンクごとに
独立したハブ/スイッチ

スイッチ

SAN

凡例
パブリックネットワークリンク

ディスク
アレイ

プライベートネットワークリンク

共有ストレージリンク

基本的なレイアウトには次のような特性があります。
■

パブリックネットワークを介してクラスタ内のノードにアクセスする複数のクライアントア
プリケーション。

■

各システム上で、100BaseT またはギガビットイーサネットコントローラを使った 2 つ以
上のプライベートネットワークリンク（クラスタ相互接続とも呼ばれる）によって接続され
るノード。
単一のスイッチ上に複数のプライベートリンクがある場合、VLAN を使ってリンクを分
離します。

■

SAN を介して iSCSI またはファイバーチャネル共有ストレージデバイスに接続される
ノード。
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すべての共有ストレージで SCSI-3 PR がサポートされている必要があります。
■

ノードは、類似したネットワークデバイスと、一致するポート番号を使ってプライベート
ネットワークリンクと接続される必要があります。
たとえば、リンクの一方の端で bge1 を使う場合は、他方の端でも bge1 を使う必要が
あります。

■

各ノードからアクセス可能な共有ストレージ上に設定される Oracle Cluster Registry、
投票ディスク、データファイル。
Oracle RAC 10g リリース 2 または Oracle RAC 11g リリース 1 の場合: クラスタファイ
ルシステムまたは RAW VxVM ボリュームを共有ストレージとすることができます。
Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: クラスタファイルシステム、または RAW VxVM ボ
リュームを使って作成される ASM ディスクグループを共有ストレージにすることがで
きます。

■

I/O フェンシング用のコーディネータディスクまたはコーディネーションポイント（CP）
サーバーとして使われる 3 個または奇数個のディスクまたは LUN（推奨されるのは 3
個）。

■

Oracle RAC に必要なリソースは VCS が管理します。リソースは各ノードで並行して
動作する必要があります。

SF Oracle RAC には Oracle RAC 環境のパフォーマンス、可用性、管理性を改善するた
めに設計された次の技術が含まれています。
■

共有ストレージへのマルチインスタンスデータベースアクセスを管理する Cluster File
System（CFS）技術と Cluster Volume Manager（CVM）技術

■

Oracle のディスク I/O のパフォーマンスを最大化するための Oracle Disk Manager
（ODM）ライブラリ

■

クラスタメンバーシップと通信を管理するための Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure と RAC へのインターフェース。

図 1-2 は SF Oracle RAC の内部アーキテクチャを構成する技術を表します。
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SF Oracle RAC アーキテクチャ

図 1-2

OCI
クライアント

ノード 1

ノード 2
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Clusterware/
Grid
Infrastructure

Oracle
Clusterware/
Grid
Infrastructure

Db
インスタンス

HA
D

HA
D

Db
インスタンス

Cache Fusion
トラフィック

CFS

CFS

CVM
Vxfen

CVM
VCSMM

GAB

VCSMM

LMX

LMX

LLT

Vxfen

GAB
LLT

データベースの
内容:

制御
ファイル

データ
ファイル

REDO
ログ
ファイル

一時
ファイル

SF Oracle RAC は、故障への耐久性を高め、ダウンタイムや機能の中断を最小限に抑
える環境を提供します。複数のクライアントが複数のノード上にある同じデータベースに
アクセスし、1 つのノードに障害が発生した場合、そのノードに接続していたクライアント
は障害の発生していないノードに接続し直すだけで、アクセスを再開できます。SF Oracle
RAC 環境では、別の Oracle インスタンスがすでに稼動しているため、障害後の回復が、
単一インスタンスデータベースの回復よりもはるかに高速です。回復プロセスでは、障害
の発生していないノードから、障害が発生したノードの未処理の REDO ログエントリの適
用を行います。
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SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス
表 1-1 は SF Oracle RAC のコンポーネント製品の一覧です。
表 1-1

SF Oracle RAC コンポーネント製品

コンポーネント製品

説明

Cluster Volume Manager（CVM）

Veritas Volume Manager（VxVM）の技術を
ベースにして、共有ボリュームへの同時アクセ
スを可能にします。
p.27 の 「CVM（Cluster Volume Manager）」
を参照してください。

クラスタファイルシステム（CFS）

Veritas File System（VxFS）の技術をベース
にして、共有ファイルシステムへの同時アクセ
スを可能にします。
p.29 の 「CFS（Cluster File System）」 を参照
してください。

Veritas Cluster Server（VCS）

Oracle RAC データベースとインフラコンポー
ネントを管理します。
p.32 の 「Veritas Cluster Server」 を参照して
ください。

Veritas I/O フェンシング

スプリットブレイン状態を示すクラスタメンバー
シップの変更をクラスタ内のノードが検出した
場合に、共有ディスクのデータを保護します。
p.35 の 「I/O フェンシングについて」 を参照し
てください。

Oracle RAC

複数のサーバーへのデータベースのインストー
ルを可能にする、Oracle データベース製品の
コンポーネント。
p.77 の 「Oracle RAC」 を参照してください。

Oracle Disk Manager（データベースアクセラレー ODM（Oracle Disk Manage）API とのインター
タ）
フェースを提供します。
p.80 の 「Oracle Disk Manager」 を参照してく
ださい。
RAC Extensions

クラスタメンバーシップとクラスタノード間の通信
を管理します。
p.81 の 「RAC の機能拡張」 を参照してくださ
い。
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通信インフラストラクチャ
通信インフラを理解するには、データフローと通信の必要条件を見直してください。

データフロー
CVM、CFS、ODM、Oracle RAC の要素は、データフロー全体、つまりサーバー上で実
行されているインスタンスから共有ストレージまでのデータスタックを反映します。インスタ
ンスを構成する様々な Oracle プロセス（データベースライタ、ログライタ、ストレージチェッ
クポイント、アーカイバなど）は、I/O スタックを介してデータのストレージへの読み取りと書
き込みを行います。Oracle は、ODM インターフェースを通して CFS へ通信し、CFS は
CVM を通してストレージにアクセスします。
図 1-3 は全体的なデータフローを表します。
図 1-3

データスタック
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データ
フロー
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CKPT
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CFS

CFS

CVM

CVM

ディスク I/O

格納されている
データベース

制御
ファイル

データ
ファイル

Oracle RAC
インスタンス

REDO
ログ
ファイル
一時
ファイル

ディスク I/O
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通信の必要条件
クライアントシステムのエンドユーザーは、アクセスしているデータベースが複数のインス
タンスによってホストされていることを意識しません。複数のインスタンスからアクセスされ
るデータベースの I/O に重要なのはプロセス間での通信です。データスタックの各層ま
たはコンポーネントが正しく機能するには、他のノードのピアと確実に通信する必要があ
ります。RAC インスタンスは、データベース内のデータブロックの保護を調整するために
通信を行う必要があります。ODM プロセスは、データファイル保護を調整し、クラスタ全
体にアクセスするために通信を行う必要があります。CFS は、ファイルシステムのメタデー
タ更新を調整します。その間に CVM は、論理ボリュームとマップの状態を調整します。
図 1-4 は通信スタックを表します。
通信スタック

図 1-4

ノード 1

ノード 2
VCS
クラスタの状態

Oracle
RAC

VCS
コア

ODM

CFS
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Cache Fusion/
ロック管理
LLT/
GAB

データファイル管理
ファイルシステムの
メタデータ

LLT/
GAB

ODM

VCS
コア

CFS

ボリューム管理
CVM

CVM

クラスタ相互接続通信チャネル
クラスタ相互接続は、モジュール間の 1 ノード通信とは別に、すべてのシステム間通信に
通信チャネルを追加します。LLT（Low Latency Transport）と GAB（Group Membership
Services/Atomic Broadcast）は、SF Oracle RAC の操作の中心となる VCS 通信パッ
ケージを構成します。
標準的な操作状態では、LLT と GAB によるトラフィックの大部分は Lock Management
によるトラフィックで、その他のデータのトラフィックは比較的小数です。
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LLT（Low Latency Transport）について
LLT プロトコルは、高パフォーマンスと低遅延を実現する、IP スタックに代わるものとして
すべてのクラスタ通信で使われます。
LLT には、次に示す 2 つの主要機能があります。
■

トラフィック分散
LLT は GAB の通信バックボーンを提供します。LLT は、システム間の通信を、設定
済みのすべてのネットワークリンク全体に分散します（負荷分散）。この分散により、す
べてのクラスタ通信はすべてのネットワークリンクに均等に分散され、パフォーマンス
の確保と障害に対する耐性が実現されます。あるリンクに障害が発生した場合、トラ
フィックは残りのリンクに切り替えられます。最大で 8 個のネットワークリンクがサポー
トされます。

■

ハートビート
LLT は、設定済みの各ネットワークリンク上でハートビート信号の送受信を行います。
ハートビートのトラフィックは 2 地点間ユニキャストです。LLT はイーサネットブロード
キャストを使ってクラスタ内のノードのアドレスを認識します。すべての状態や設定の
トラフィックを含む他のすべてのクラスタ通信は 2 地点間ユニキャストです。ハートビー
トは、Group Membership Services がクラスタメンバーシップを確認するために使い
ます。

ハートビート信号は次のように定義されます。
■

クラスタ内の各システムの LLT は、設定済みのすべての LLT インターフェースで 0.5
秒おきにハートビートパケットを送出する。

■

各システムの LLT は、設定済みの各 LLT インターフェースで各ピアからのハートビー
トの状態を追跡する。

■

各システムの LLT は、クラスタ内の各システムのハートビート状態を、ローカルの GAB
の Group Membership Services 機能に転送する。

■

GAB は LLT からすべてのクラスタシステムのハートビート状態を受信し、この情報に
基づいてメンバーシップを決定する。

図 1-5 は、クラスタ内のハートビートを示しています。
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図 1-5
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LLT は、特定のクラスタの相互接続リンクを高優先度または低優先度として指定するよう
に設定できます。高優先度リンクは、GAB とのクラスタ通信およびハートビート信号で使
われます。通常の運用では、低優先度リンクはハートビートとリンク状態の保守のみで使
われます。このとき、ハートビートの頻度は、ネットワークのオーバーヘッドを軽減するた
めに通常の 50% に縮小されます。
設定済みのすべての高優先度リンクで障害が発生した場合、LLT はすべてのクラスタ通
信トラフィックを最初に使用可能な低優先度リンクに切り替えます。高優先度リンクが利用
可能になると、通信トラフィックはその高優先度リンクに直ちに復帰します。
必須ではありませんがベストプラクティスとして推奨されることは、少なくとも 1 つの低優先
度リンクを設定し、2 つの高優先度リンクを専用のクラスタ相互接続上に設定して、通信
パスの冗長性を確保することです。通常、低優先度リンクはパブリックネットワークまたは
管理ネットワーク上に設定します。
プライベート NIC に異なるメディア速度を使う場合は、LLT のパフォーマンスを向上させ
るために、速度が低いほうの NIC を優先度の低いリンクとして設定することをお勧めしま
す。この設定により、LLT は、プライベートリンク間でアクティブ/パッシブ負荷分散を実行
します。設定とフェールオーバーの時点で、LLT は優先度の高いリンクをアクティブなリ
ンクとして自動的に選択し、優先度の高いリンクに障害が起きた場合にのみ優先度の低
いリンクを使います。
LLT は、重み付けされたラウンドロビンの方法で、設定されたすべてのリンク上でパケット
を送信します。LLT は、リンクバーストパラメータを使います。これは、次のリンクが選択さ
れる前に LLT がリンク上で送信するバックツーバックパケットの数を表します。デフォルト
の重み付けされたラウンドロビンベースの負荷分散に加えて、LLT では宛先ベースの負
荷分散も提供されます。LLT では、宛先ベースの負荷分散が実装され、宛先のノード ID
とポートに基づいて LLT リンクが選択されます。宛先ベースの負荷分散では、LLT は、
特定の宛先のすべてのパケットを 1 つのリンク上で送信します。ただし、宛先ベースの負
荷分散のアプローチでは、ポートに異種のトラフィックが存在する場合に LLT が利用可
能なリンクを完全に活用できないという問題が起きる可能性があります。宛先ベースの負
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荷分散は、セットアップに 3 つ以上のクラスタノードと、さらに多くのアクティブな LLT ポー
トが存在する場合にお勧めします。クラスタでポートに LLT リンクのマッピングを設定する
には、宛先ベースの負荷分散を手動で設定する必要があります。
p.115 の 「LLT の宛先ベースの負荷分散の設定」 を参照してください。
LLT は起動時に、同じノード ID とクラスタ ID のペアを持つネットワーク内のノードを検出
するために、LLT のノード ID とクラスタ ID の情報を含むブロードキャストパケットを LAN
に送信します。ネットワーク内の各ノードは、このブロードキャストメッセージに自身のクラ
スタ ID、ノード ID、ノード名で応答します。
次の場合は、もとのノード上の LLT が起動せず、適切なエラーが表示されます。
■

同じネットワーク内の他の任意のノード上の LLT が、自身と同じノード ID とクラスタ
ID のペアで動作している。

■

もとのノード上の LLT が、/etc/llthosts ファイル内にノード名のエントリが含まれ
ていないノードから応答を受信した。

Group Membership Services/Atomic Broadcast
GAB プロトコルは、クラスタメンバーシップとクラスタの通信を担います。
図 1-6 は GAB メッセージングを使ったクラスタ通信を表します。
図 1-6

クラスタ通信

GAB
メッセージング
ノード 1

ノード 2

クラスタメンバーシップ/状態

データファイル管理

NIC

NIC
NIC

ファイルシステムのメタデータ

NIC

ボリューム管理

クラスタメンバーシップとクラスタの通信について、次の情報を見直してください。
■

クラスタメンバーシップ
基本的に、インストーラで設定されたすべてのノードはクラスタとして機能できます。こ
れらのノードがクラスタメンバーシップを形成します。SF Oracle RAC でのクラスタメン
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バーシップとは、冗長なクラスタ相互接続で通信する同じクラスタ ID で設定されたす
べてのシステムのことを示します。
SF Oracle RAC などの分散システム上のすべてのノードは、現在クラスタに参加して
いるノードに対して常に注意し続ける必要があります。シャットダウン、起動、再起動、
電源オフまたはエラープロセスによって、ノードのクラスタからの離脱やクラスタへの
参加は随時起こります。SF Oracle RAC は、そのクラスタメンバーシップ機能を使っ
て、クラスタトポロジー全体を動的に追跡します。
SF Oracle RAC では、LLT ハートビートを使ってクラスタメンバーシップを決定します。

■

■

定義された間隔内でシステムがピアからのハートビートメッセージを受信できなく
なると、プロトコルによって、そのピアが現在のメンバーシップから除外されます。

■

GAB は、クラスタメンバーシップが変更したことを残りのノードのプロセスに通知し
ます。この通知によって、それぞれのモジュール固有のリカバリ処理が開始されま
す。たとえば、CVM はボリュームのリカバリを開始する必要があり、CFS は高速な
パラレルファイルシステム検査を実行する必要があります。

■

システムが現在のメンバーシップ外のピアからハートビートを受信し始めると、プロ
トコルによって、そのピアがメンバーシップに参加できるようになります。

クラスタ通信
GAB は、SF Oracle RAC モジュール間で信頼性の高いクラスタ通信を提供します。
GAB は、すべてのノードに対する 2 点間メッセージとブロードキャストメッセージの配
信を保証します。2 点間メッセージには、メッセージの送信と受信の確認が含まれま
す。Atomic Broadcast メッセージサービスは、クラスタ内のすべてのシステムでのメッ
セージの送受信を保証します。ブロードキャストメッセージの送信中に障害が発生し
た場合は、GAB によって、リカバリ後にすべてのシステムが同じ情報を所有すること
が保証されます。

ローレベルでの通信: GAB とプロセス間のポートの関係
SF Oracle RAC のすべてのコンポーネントが、通信に GAB を使います。他のノードにあ
るピアプロセスと通信する各プロセスは、GAB を使って特定のポートに登録します。この
登録により、通信とメンバーシップの変更の通知が可能になります。たとえば、VCS エン
ジン（HAD）はポート h に登録します。HAD は、ポート h で、ピア HAD プロセスからメッ
セージを受信します。HAD は、ノードでエラーが発生したり、ポート h のピアプロセスが
登録解除された場合にも通知を受信します。
モジュールによっては、必要に応じて複数のポートを使います。たとえば、CVM は複数
のポートを使って、CVM のカーネルとユーザーレベルの機能ごとに独立して通信できる
ようにします。
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ローレベルでの通信

a

h

b

v

uwy

CFS

ODM

Oracle
CM API

GMS

vxconfigd

kmsg

VXFEN

GAB

HAD

CVM

GLM

図 1-7
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CVM（Cluster Volume Manager）
CVM は Veritas Volume Manager を拡張する業界標準のストレージ仮想化プラット
フォームです。CVM によって、VxVM の概念を複数ノードに拡張することが可能になり
ます。各ノードは、同じ論理ボリュームレイアウトを認識するだけでなく、さらに重要なこと
として、すべてのボリュームリソースについて同じ状態を認識します。
CVM は、ストライプ化、ミラー化、オフホストバックアップのためのミラーブレークオフ（ス
ナップショット）などのパフォーマンス強化機能をサポートしています。クラスタ内の 1 つの
ノードから標準の VxVM コマンドを実行することによって、ストレージ全体を管理できま
す。他のすべてのノードは、ユーザーの操作がなくてもディスクグループとボリューム設定
の変更をすぐに認識します。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理
者ガイド』を参照してください。

CVM のアーキテクチャ
CVM は、「マスター/スレーブ」アーキテクチャで設計されています。クラスタ内の 1 つの
ノードが論理ボリューム管理のマスターとして設定されており、他のすべてのノードはス
レーブになります。既存のマスターで障害が発生した場合は、いずれかのノードがマス
ターの役割を引き継ぎます。CVM マスターはクラスタごとに存在しており、GAB と LLT を
使用して設定データを転送します。
VxVM の場合と同様に、Volume Manager 設定デーモン vxconfigd は、論理ボリュー
ムの設定を維持します。このデーモンは、カーネルレベルでオペレーティングシステムを
更新することによって、ボリュームの変更を処理します。たとえば、ボリュームのミラーに障
害が発生すると、そのミラーはボリュームから切断されます。vxconfigd が正しいアクショ
ンを決定し、新しいボリュームレイアウトを更新して、カーネルに新しいボリュームレイアウ
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トを通知します。CVM はこの動作を複数のノードまで拡張し、ボリューム変更をマスター
vxconfigd に伝達します。
メモ: マスターノードで、オペレータによる変更を実行する必要があります。
マスター vxconfigd プロセスはこれらの変更をスレーブ vxconfigd プロセスにプッシュ
し、各スレーブプロセスはローカルカーネルを更新します。 CVM のカーネルのモジュー
ルは kmsg です。
CVM は、ノード間で書き込みロックを設定しません。各ノードはストレージのどの領域に
ついても自由に更新できます。データの整合性を保持するのは、すべて上位のアプリケー
ションの責任です。アプリケーションの視点から見ると、スタンドアロンシステムは CVM シ
ステムと同じように論理ボリュームにアクセスします。
CVM で実現するのは、「統一共有ストレージ」モデルです。すべてのノードは、1 つのディ
スクグループの同じディスクセットに接続する必要があります。1 つのディスクグループの
物理ディスクセット全体を検出できないノードは、グループをインポートできません。ノード
が特定のディスクとの通信手段を失うと、CVM はそのノードを除外して、そのノードがそ
のディスクを使用できないようにします。

CVM 通信
CVM 通信には、種類の異なる通信に対応した様々な GAB ポートが必要になります。こ
れらのポートの図については、次を参照してください。
CVM 通信は次の GAB ポートを要します。
■

ポート w
ほとんどの CVM 通信では、vxconfigd 通信にポート w を使います。ボリューム作成、
プレックスの付加または削除、ボリュームのサイズ変更など、ボリューム設定で変更が
あったときに、マスターノードの vxconfigd はポート w を使って、この情報をスレーブ
ノードと共有します。
すべてのスレーブがポート w を使って、新規設定が次のアクティブな設定であること
を肯定応答すると、マスターはディスクグループの VxVM プライベート領域のディス
クヘッダーで、このレコードを次の設定として更新します。

■

ポート v
CVM はカーネル間の通信にポート v を使います。特定の設定イベントでは、あるア
クションですべてのノード間の調整が必要になります。同期イベントの例としては、サ
イズ変更操作があります。CVM では、メンバー間でサイズが混在しないように、すべ
てのノードが新しいサイズか古いサイズを参照するように保証する必要があります。
CVM はまた、このポートを使って、GAB からクラスタメンバーシップを入手し、クラスタ
内にある他の CVM メンバーの状態を判断します。

■

ポート u
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CVM はスレーブノードからマスターノードへのコマンド転送に GAB（Group Atomic
Broadcast）ポート u を使います。
■

ポート y
CVM は、ストレージへのローカルアクセスを失った可能性があるノードからクラスタ内
の他のノードに I/O を転送するときに、カーネル間の通信でポート y を使用します。

CVM のリカバリ
ノードがクラスタから離脱すると、GAB により、既存のクラスタノード上の CVM に新しいメ
ンバーシップが配信されます。CVM が通知を受ける前にフェンシングドライバ（VXFEN）
によってスプリットブレインのシナリオは確実に解決されます。次に CVM は、ノードの終
了後に一貫性のない状態になっている可能性のある共有ボリュームのミラーのリカバリを
開始します。
データベースファイルの場合、ODM が SmartSync オプションで有効になっていると、
Oracle Resilvering はミラー化ボリュームのリカバリを処理します。非データベースファイ
ルの場合、このリカバリは、DRL（Dirty Region Logging）を使って最適化されます。DRL
は、特別な目的を持った VxVM サブディスクに格納されたマップで、ミラー化ボリューム
に追加プレックスとして接続されます。DRL サブディスクが共有ボリュームに対して作成
されると、サブディスクのサイズは、クラスタノードの数に応じるように自動的に評価されま
す。共有ボリュームで FlashSnap（Fast Mirror Resync）が有効になっている場合、自動
的に作成された DCO（Data Chnage Object）ログボリュームには DRL が埋め込まれま
す。DRL または DCO がない場合、CVM は完全ミラー再同期を行いません。

VxVM との設定の相違点
CVM 設定は、VxVM 設定とは次の分野で違いがあります。
■

マスターノードで設定コマンドを起動します。

■

ディスクグループが作成され（専用ディスクグループの可能性あり）、共有ディスクグ
ループとしてインポートされます。

■

ディスクグループはノードごとにアクティブ化されます。

■

共有ディスクグループは CVM の起動時に自動的にインポートされます。

CFS（Cluster File System）
CFS は、業界標準の Veritas File System の拡張機能であり、同じファイルシステムを複
数のノードにマウントすることが可能です。別のノードを介してストレージにデータを送信
する他のファイルシステムとは異なり、CFS は、真の SAN ファイルシステムです。すべて
のデータトラフィックは Storage Area Network（SAN）で発生し、メタデータだけがクラス
タ相互接続を通過します。
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CFS には、SAN ファブリックを使用してデータを読み書きする機能のみでなく、ストレージ
チェックポイント機能とバックアップ/回復のロールバック機能も用意されています。
一般的な SF Oracle RAC 設定では、クラスタストレージへのアクセスに CFS を使います。
CVM ボリュームへの RAW アクセスも可能ですが、一般的な設定には組み込まれていま
せん。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理
者ガイド』を参照してください。

CFS のアーキテクチャ
SF Oracle RAC では、大規模なデータベース環境でファイルシステムを管理するために
CFS が使われます。CFS は VxFS の拡張機能なので動作がよく似ており、メタデータと
データをメモリにキャッシュします（この機能のことを通常、バッファキャッシュまたは vnode
キャッシュといいます）。CFS では、Global Lock Manager（GLM）という分散ロックメカニ
ズムを使用して、すべてのノードにファイルシステムの統一的なビューを提供します。GLM
は、ファイルシステムのメタデータ（inode やフリーリストなど）に対するアクセスを調整する
ことによって、複数のノードでメタデータとキャッシュの整合性を確保します。GLM の役割
は、負荷分散を実現するためにファイルシステムごとに設定します。
CFS はプライマリ/セカンダリのアーキテクチャになっています。クラスタ内のノードの 1 つ
はファイルシステムのプライマリです。どのノードからも、データの作成、削除、サイズ変更
の操作を開始できますが、実際の操作を実行するのは GLM マスターノードになります。
GLM マスターノードは、ファイルを作成してから、ノード間でデータの整合性を確保する
ためにロックを設定します。たとえば、あるノードがファイルのブロックを修正する場合、同
じファイルをキャッシュ保存している可能性のある他のノードで、このキャッシュに保存さ
れたコピーが無効になるように、排他ロックを実行する必要があります。
SF Oracle RAC の設定では、GLM ロックの使用は最小限に抑えられています。Oracle
RAC は ODM インターフェースを経由してファイルシステムにアクセスし、独自のロックを
処理します。つまり、データをバッファに入れ、ファイルに対する書き込み操作を調整す
るのは、Oracle だけになります（GLM はその処理を行いません）。このようにロックとバッ
ファの処理を一元化することによって、パフォーマンスを最大化できます。 GLM のロック
がかかわってくるのは、ファイルのメタデータが変更される場合（作成やサイズ変更の操
作など）に限られます。

CFS 通信
CFS は、GLM ロックとメタデータ通信にポート f を使います。SF Oracle RAC の設定で
は、ファイルのメタデータが変更したときを除き、GLM ロックの使用は最小限に抑えられ
ています。
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CFS ファイルシステムのメリット
VxFS で利用可能な多くの機能は ODM が扱うため、SF Oracle RAC 環境では動作しま
せん。CFS は、高可用性、一貫性と拡張性、集中型管理などの機能を VxFS に追加しま
す。SF Oracle RAC 環境で CFS を使用すると、次のメリットがあります。
■

ファイルの容易な作成と拡張など、管理性の向上
CFS がない場合、Oracle のパーティションを固定サイズにする必要があります。CFS
を使うと、将来の必要条件に対応できるよう、ファイルシステムを動的に拡張できます。

■

ユーザーエラーの可能性を低くする
RAW パーティションは可視的ではないので、管理者が誤ってファイルシステムをそ
のパーティション上に置いて、パーティションを損ねることがあります。Oracle には、こ
のような誤りを防止するための機能がありません。

■

データセンターの一貫性
RAW パーティションがある場合、RAC 固有のバックアップ手法に制限されます。CFS
を使うと、データセンター全体で独自のバックアップ手法を実装できます。

CFS の設定の相違点
CFS ファイルシステムを共有としてマウントする最初のノードが、そのファイルシステムの
プライマリノードになります。他のノードはすべてそのファイルシステムの「セカンダリノー
ド」になります。
各ノードからクラスタファイルシステムを個別にマウントします。mount コマンドの -o クラス
タオプションはファイルシステムを共有モードでマウントします。これは、複数のノードのマ
ウントポイントでファイルシステムを同時にマウントできることを意味します。
ファイルシステムのサイズ変更、断片化の解消、ディレクトリの再構成、largefiles フラグ
のクエリーまたは変更などの、VxFS ファイルシステムのオンライン管理機能向けに fsadm
ユーティリティを使うときは、任意のノードから fsadm を実行します。

CFS のリカバリ
vxfsckd デーモンは、共有ファイルシステムのプライマリノードであったノードがクラッシュ
したときに、ファイルシステムの一貫性を保ちます。ローカルノードが所定のファイルシス
テムのセカンダリノードであり、このノードがプライマリノードになるように再設定される場
合、カーネルは構成するボリュームのインテントログの再生を開始するように、新しいプラ
イマリノードの vxfsckd に要求します。vxfsckd デーモンは、通常 fsck および他の VxFS
ユーティリティが考慮するボリュームの予約保護を無視する fsck への特殊な呼び出しを
fork します。ノードが複数のファイルシステムに対してプライマリロールを取得した場合、
vxfsckd は一度に複数のボリュームをチェックできます。
セカンダリノードがクラッシュした後、ファイルシステムの整合性をリカバリするための処理
は必要ありません。ファイルシステムのあらゆるクラッシュと同様に、クラッシュ時に実行し
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ていたアプリケーションのアプリケーションデータ内部の一貫性は、アプリケーションに依
存します。

データファイル格納先としての RAW ボリュームと CFS の比較
データファイル用の RAW ボリュームと CFS について、次の点に注意してください。
■

ファイルシステムベースのデータファイルを使う場合、これらのファイルを含んだファイ
ルシステムを共有ディスクに置く必要があります。各ノードで同じファイルシステムのマ
ウントポイントを作成します。

■

VxVM などの RAW デバイスを使う場合、データベースアカウントが永続的に所有す
るように、ボリュームの権限を設定します。
VxVM はインポート時にボリュームの権限を設定します。VxVM ボリューム、および
そこで作成されたあらゆるファイルシステムは、Oracle データベースユーザーで所有
される必要があります。

Veritas Cluster Server
Veritas Cluster Server（VCS）は、コンポーネント層の起動とシャットダウンを制御し、エ
ラーを監視し通知することによって SF Oracle RAC の動作を管理します。
一般的な SF Oracle RAC の設定では、VCS 用の Oracle RAC サービスグループは、
「フェールオーバー」サービスグループではなく「パラレル」サービスグループとして動作
します。エラーが生じた場合、VCS はエラーの生じたサービスグループを移行しようとは
しません。その代わりに、SF Oracle RAC で、エラー発生時にグループを再起動するよう
に設定できます。

VCS のアーキテクチャ
高可用性デーモン（HAD）は、各ノードで実行するメインの VCS デーモンです。HAD は
GAB および LLT 上で通信することにより、クラスタ設定の変更を追跡し、リソース状況を
監視します。HAD はエージェントによってすべてのアプリケーションサービスを管理しま
す。エージェントとは、リソース（特定のハードウェアエンティティまたはソフトウェアエンティ
ティ）を管理するためのインストール済みのプログラムです。
VCS のアーキテクチャは、拡張性と効率を高めるためにモジュール式になっています。
HAD では、Oracle や VCS の制御下のその他のアプリケーションを起動する方法を把握
する必要はありません。その代わりに、エンジン（HAD）に影響を与えずに様々なリソース
を管理するためのエージェントを追加できます。エージェントはローカルノードの HAD と
のみ通信し、HAD が他のノードの HAD プロセスに状態を伝達します。エージェントでは
システム間の通信が不要になるので、VCS はクラスタ相互接続のトラフィックを最小限に
抑えることができます。
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SF Oracle RAC には、CVM、CFS、Oracle コンポーネント（Oracle Grid Infrastructure
やデータベース（インスタンスを含む）など）を管理するための、VCS の特定のエージェン
トが用意されています。

VCS 通信
VCS は、HAD 通信にポート h を使います。エージェントがリソースに関してローカルノー
ドの HAD と通信し、HAD がそのノードのリソースのビューを、GAB ポート h を介して他
のノードへ配信します。HAD はまた、他のクラスタメンバーから情報を受け取り、自分自
身のクラスタのビューを更新します。

IMF 通知モジュールについて
Intelligent Monitoring Framework（IMF）の通知モジュールは、システム呼び出しや、
オペレーティングシステムの他のカーネルインターフェースにフックして、プロセスの開始
や終了、マウントポイントでのブロックデバイスのマウントやマウント解除などのさまざまな
イベントの通知を取得します。VCS のプロセスベースやマウントベースのエージェントは、
インテリジェントなリソース監視が有効なエージェントに非同期イベント通知を提供する
Asynchronous Monitoring Framework（AMF）カーネルドライバを使用します。
ゾーンエージェントはまた、非同期イベント通知のために、AMF のカーネルドライバを使
います。
p.33 の 「リソースの監視について」 を参照してください。

リソースの監視について
VCS エージェントは、MonitorInterval または OfflineMonitorInterval リソースタイプ
属性で定義されている監視間隔（秒単位）の値に基づいて、定期的にリソースをポーリン
グします。各監視間隔の後、VCS はそのリソースに対する監視エージェント関数を呼び
出します。たとえば、プロセスオフライン監視で、各プロセスリソースに対応するプロセス
エージェントの監視エージェント関数は、各監視間隔でプロセステーブルをスキャンし、
プロセスがオンラインになっているかどうかを確認します。プロセスオンライン監視で、監
視エージェント関数は監視しているプロセス ID の状態について、オペレーティングシス
テムに問い合わせます。マウントエージェントの場合は、各マウントリソースに対応する監
視エージェント関数は、ブロックデバイスがマウントポイントにマウントされているかどうか
を確認します。これを判断するため、監視関数はマウントテーブルのスキャンなどの操作
を実行するか、statfs と同等のコマンドを実行します。
インテリジェントな監視フレームワーク（IMF）では、VCS はポーリングベースの監視に加
えてインテリジェントなリソース監視をサポートします。プロセスベースとマウントベースの
エージェントは IMF 対応です。IMF は VCS のエージェントフレームワークの拡張機能で
す。IMF 対応の VCS エージェントのインテリジェントな監視機能は有効または無効にで
きます。
p.34 の 「インテリジェントなリソース監視の動作方法」 を参照してください。
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p.116 の 「エージェントのインテリジェントなリソースの監視の手動による有効化と無効化」
を参照してください。
ポーリングベースの監視は、多数のリソースを用いるシステムの CPU やメモリのようなシ
ステムリソースのかなり大きいパーセントを消費する場合があります。これは、実行中のア
プリケーションのパフォーマンスに影響するだけでなく、エージェントが効率的に監視で
きるリソースの数も制限します。
ただし、IMF ベースの監視により、ポーリングベースの監視を完全に廃止するか、または
頻度を減らすことができます。たとえば、プロセスのオフラインとオンライン監視では、プロ
セスの IMF ベースの監視の有効化によって、ポーリングベースの監視の必要性を完全
になくすことができます。同様に vxfs マウントでは、IMF 監視を有効にしてポーリングベー
スの監視を廃止できます。こうした監視が占める領域の削減により、他のアプリケーション
で使用できるシステムリソースが多くなります。
メモ: マウントに対するインテリジェントな監視フレームワークは、VxFS、CFS、および NFS
のマウントタイプでのみサポートされます。
IMF 対応エージェントによって、VCS は大量のリソースを効率的に監視できるようになり
ます。
従って、インテリジェント監視にはポーリングベースの監視に勝る次の利点があります。
■

リソースの状態の変化をより速く通知します

■

監視関数が占める領域の削減により VCS システムの使用率を減らします

■

VCS で大量のリソースを効率的に監視できます

次の場合には、エージェントの IMF を有効にすることを考慮してください。
■

VCS の制御下に大量のプロセスリソースかマウントリソースがある

■

IMF 対応のエージェントがある
付属エージェントが IMF 対応かどうかについて詳しくは、『Veritas 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。
Oracle の IMF 対応エージェントについては、『Veritas Cluster Server Agent for
Oracle インストールおよび設定ガイド』を参照してください。
CFS 環境の IMF 対応エージェントについては、『Veritas Storage Foundation
Cluster File System High Availability インストールガイド』を参照してください。

インテリジェントなリソース監視の動作方法
IMF が有効にされたエージェントが起動すると、エージェントは IMF 通知モジュールを
初期化します。リソースが安定した後、エージェントはリソースの監視に必要な詳細を IMF
通知モジュールに登録します。たとえば、プロセスエージェントはプロセスの PID を IMF
通知モジュールに登録します。エージェントの imf_getnotification 関数はリソースの状
態が変化するのを待ちます。IMF 通知モジュールがリソースの状態の変化を
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imf_getnotification 関数に通知すると、エージェントフレームワークは監視エージェン
ト関数を実行して、そのリソースの状態を確認します。エージェントが状態の変化を VCS
に通知すると、VCS は適切な処理を実行します。
p.33 の 「IMF 通知モジュールについて」 を参照してください。

クラスタ設定ファイル（Cluster configuration files）
デフォルト設定では、VCS は 2 つの設定ファイルを使います。
■

main.cf ファイルはクラスタ全体を定義します。これには、サービスグループとリソース
の依存関係に加えて、クラスタ名、クラスタ内のシステム、サービスグループとリソース
の定義が含まれます。

■

types.cf ファイルはリソースタイプを定義します。クラスタ内の各リソースは重複のない
名前で識別され、各自のタイプによって分類されます。VCS には、ストレージ、ネット
ワークおよびアプリケーションサービス用の事前定義された一連のリソースタイプが含
まれています。

エージェントを追加する場合、types.cf に似た追加のファイルが存在する場合がありま
す。たとえば、SF Oracle RAC には、OracleTypes.cf、PrivNIC.cf、MultiPrivNIC.cf な
どの追加のリソースタイプファイルが含まれます。

I/O フェンシングについて
I/O フェンシングは、クラスタ内のノードがスプリットブレイン状態を示すクラスタメンバー
シップの変更を検出するとき、共有ディスクのデータを保護します。
フェンシング操作で次のノードが決まります。
■

共有ストレージへのアクセスを保持しなければならないノード

■

クラスタから切り離されなければならないノード

この決定によってデータ破損を防ぎます。インストーラは、SF Oracle RAC をインストール
するときに、I/O フェンシングドライバをインストールします。共有ディスク上のデータを保
護するには、SF Oracle RAC をインストールして設定した後、I/O フェンシングを設定す
る必要があります。
I/O フェンシング技術では、ネットワークを分割する場合、コーディネーションポイントを
使って調停を行います。
I/O フェンシングのコーディネーションポイントは、コーディネータディスク、コーディネー
ションポイントサーバー（CP サーバー）、または両方の組み合わせのいずれかに設定で
きます。ディスクベースまたはサーバーベースの I/O フェンシングを設定できます。
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ディスクベースの I/O フェンシング

コーディネータディスクを使う I/O フェンシングはディ
スク型の I/O フェンシングと呼ばれます。
ディスク型の I/O フェンシングはシングルクラスタで
データ整合性を保証します。

サーバーベースの I/O フェンシング

少なくとも 1 つの CP サーバーシステムを使う I/O フェ
ンシングはサーバー型の I/O フェンシングと呼ばれま
す。サーバーベースのフェンシングには、CP サーバー
のみ、または CP サーバーとコーディネータディスクの
組み合わせを含めることができます。
サーバー型の I/O フェンシングは複数のクラスタで
データ整合性を保証します。

p.40 の 「I/O フェンシングによるデータ破損の防止について」 を参照してください。
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してく
ださい。

サーバーベースの I/O フェンシングについて
ディスクベースの I/O フェンシングの実装で、vxfen ドライバは SCSI-3 PR ベースのアー
ビトレーション操作をすべてドライバ内部で処理します。また、I/O フェンシングはカスタマ
イズされたフェンシングと呼ばれるフレームワークを提供し、アービトレーション操作はカ
スタムスクリプトで実装されます。vxfen ドライバがカスタムスクリプトを呼び出します。
CP サーバー型のコーディネーションポイントはカスタマイズされたフェンシングフレーム
ワークを使います。SCSI-3 PR 型のフェンシングアービトレーションをカスタマイズされた
フェンシングフレームワークを使用して有効にすることもできます。これにより、ユーザー
はカスタマイズされたフェンシングを使って、SCSI-3 LUN と CP サーバーの組み合わせ
をコーディネーションポイントとして指定できます。カスタマイズされたフェンシング
は、/etc/vxfenmode ファイルで vxfen_mode=customized および
vxfen_mechanism=cps を指定することによって有効にできます。
さらに、/etc/vxfenmode ファイルと /etc/vxfentab ファイルの両方に、CP サーバーと
SF Oracle RAC クラスタノード間の通信が安全かどうかを示す追加パラメータ「security」
が含まれます。
図 1-8 に、カスタマイズされたフェンシングオプションの概念図を示します。
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カスタマイズされたフェンシング

図 1-8

SCSI-3 LUN

CP サーバー

cpsadm
vxfenadm

クライアントのクラスタ
ノード

カスタマイズされた
スクリプト

ユーザー領域

vxfend

VXFEN
カーネル領域

GAB

LLT

ユーザーレベルのデーモン vxfend は vxfen ドライバと対話し、vxfen ドライバは GAB
と対話してノードのメンバーシップ更新を取得します。メンバーシップ更新を受信すると、
vxfend は各種のスクリプトを呼び出してコーディネーションポイントの制御権を獲得し、
データディスクを遮蔽します。vxfend デーモンは各種のフェンシングエージェントを管理
します。カスタマイズされたフェンシングスクリプトは
/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/customized/cps ディレクトリにあります。
関係するスクリプトは次のとおりです。
■

generate_snapshot.sh : コーディネータディスクの SCSI ID や CP サーバーの UUID
を取得します。
CP サーバーは、/etc/VRTScps/db/current/cps_uuid に格納されている UUID
を使います。
UUID（全世界で一意の ID）については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
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■

join_local_node.sh : コーディネータディスクまたは CP サーバーにキーを登録しま
す。

■

race_for_coordination_point.sh: クラスタ再設定後、勝者を決定するために競合し
ます。

■

unjoin_local_node.sh : join_local_node.sh で登録されるキーを削除します。

■

fence_data_disks.sh: 接続を失ったノードによるアクセスからデータディスクをフェン
シングします。

■

local_info.sh: vxfen ドライバによって使われるローカルノードの設定パラメータとコー
ディネーションポイントを表示します。

CP サーバーによって提供される I/O フェンシングの拡張
CP サーバーの設定は次の新しい機能の提供によってディスク型の I/O フェンシングを
拡張します。
■

CP サーバーの設定は拡張性があり、3 つの CP サーバーによる設定で複数 SF Oracle
RAC クラスタに I/O フェンシングを提供できます。単一の CP サーバーの設定は多数
の SF Oracle RAC クラスタに対応できるので複数の SF Oracle RAC クラスタの配備
の費用は大幅に減らすことができます。

■

適切に配置された CP サーバーにより、I/O フェンシングプロセスのコーディネータ
ディスクの場所バイアスを除去できます。たとえば、こうした位置的な偏りは、設備面
の制限によって 3 つのコーディネータディスクのうち 2 つを単一サイトに配置し、コス
ト不足のため 3 つ目のコーディネータディスクの配置先を整備できないような状況で
起きることがあります。
p.39 の 図 1-9 を参照してください。
このような設定では、2 つのコーディネータディスクのあるサイトがアクセス不能の場
合、他のサイトはコーディネーションポイントの大半が不足するため存続しません。I/O
フェンシングは 3 つ目のサイトへ SAN を拡張することを要求しますが、これは適切な
解決策ではない場合があります。代替方法は、CP サーバーを 3 つ目のコーディネー
ションポイントとしてリモートサイトに配置することです。

メモ: CP サーバーは SCSI-3 準拠コーディネータディスクに依存する必要のない代替の
アービトレーションメカニズムを提供します。ただし、CVM でのデータディスクフェンシン
グでは SCSI-3 I/O フェンシングが必要です。
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サイト 1 でのコーディネータディスクの非対称配置

図 1-9

サイト 1

サイト 2

ノード 1

ノード 2
パブリック
ネットワーク

コーディネータディスク #1

SAN
コーディネータディスク #3

コーディネータディスク #2

CP サーバーデータベースについて
CP サーバーは SF Oracle RAC クラスタ のノードの登録キーを格納するためにデータ
ベースを必要とします。 CP サーバーは処理に SQLite データベースを使います。 デフォ
ルトでは、データベースは /etc/VRTScps/db にあります。
CP サーバーのホストが単一ノード VCS クラスタの場合、データベースはローカルファイ
ルシステムに配置できます。 CP サーバーをホストする SFHA クラスタの場合、データベー
スは共有ファイルファイルシステムに配置する必要があります。ファイルシステムは SFHA
クラスタの一部であるすべてのノード間で共有する必要があります。
CP サーバーのホストである SFHA クラスタで、共有データベースは SCSI-3 PR ベースの
I/O フェンシングを設定することによって保護されます。 SCSI-3 PR 型の I/O フェンシン
グはスプリットブレインシナリオから保護します。
警告: CP サーバーのデータベースは、直接編集してはならず、cpsadm（1M）を使っての
みアクセスする必要があります。 データベースを手動で操作すると、システムパニックな
ど望ましくない結果が発生する場合があります。

CP サーバーのユーザータイプと権限について
CP サーバーは次のユーザー種類をサポートし、それぞれのユーザーが異なるアクセス
レベルの権限を持ちます。
■

CP サーバーの管理者（admin）

■

CP サーバーのオペレータ
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アクセスレベルの権限が異なるとユーザーが発行できるコマンドも異なります。ユーザー
が CP サーバーの admin ユーザーでもなく CP サーバーのオペレータユーザーでもな
い場合、ユーザーはゲストステータスを持ち、限られたコマンドを発行できます。
ユーザー種類とアクセスレベルの権限は、フェンシング用の SF Oracle RAC クラスタ設
定の間に個々のユーザーに割り当てられます。 インストール処理中、ユーザー名、パス
ワード、およびアクセスレベルの権限（CP サーバーの admin または CP サーバーのオペ
レータ）を入力するよう求められます。
CP サーバーを管理し、操作するには、少なくとも CP サーバー の admin である必要が
あります。
CP サーバーのルートユーザーはすべての管理者権限を与えられ、すべての CP サー
バー固有の操作を実行するためにこれらの管理者権限を使用できます。

優先フェンシングについて
I/O フェンシングドライバは、コーディネーションポイントを使って VCS クラスタ内のスプ
リットブレインを防ぎます。デフォルトでは、フェンシングドライバはコーディネーションポイ
ントの制御権を獲得するときに、ノード数が最大のサブクラスタを優先します。優先フェン
シング機能を使うことで、存続させるサブクラスタをフェンシングドライバがどのように決定
するかを指定できます。
優先フェンシングポリシーは、クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy を次のように
使って設定できます。
■

システムベース優先フェンシングポリシーを有効にして、処理能力の高いシステムを
優先します。

■

グループベース優先フェンシングポリシーを有効にして、優先度が高いアプリケーショ
ンのサービスグループを優先します。

■

優先フェンシングポリシーを無効にして、デフォルトノード数ベースの制御権獲得ポリ
シーを使います。

p.147 の 「優先フェンシングポリシーの有効化と無効化」 を参照してください。

I/O フェンシングによるデータ破損の防止について
I/O フェンシングは、クラスタ内で通信障害が発生した場合にデータ破損を防止する機
能です。
クラスタが高可用性を提供するには、ノードの障害時に修正アクションを実行する機能が
必要です。このような場合、SF Oracle RAC は変更されたメンバーシップを反映するよう
にそのコンポーネントを設定します。
ノードの障害を検出する機構が壊れた場合も、ノードに障害が発生したときと同じ現象が
起こるため、問題が発生します。たとえば、2 ノードクラスタ内のシステムにノード障害が
発生した場合は、プライベートインターコネクト上でのハートビートの送信が停止します。
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次に、存在するノードが修正アクションを実行します。 実際のノードではなくプライベート
相互接続に障害が起きた場合も同じ現象が起こり、これによって各ノードは自分の接続
相手が切断されたと判断します。このような場合は、両方のノードが無秩序にデータスト
レージを制御しようとするため、通常はデータの破損につながります。
プライベートネットワークの障害の他にも、このような状況が生じる可能性があります。シス
テムが非常にビジー状態で、応答がないか、または停止しているように見える場合、他の
ノードによりシステムがダウンしたと見なされることもあります。この宣言は、「中断」および
「再開」機能をサポートするハードウェアを使用しているノードにも発生する場合がありま
す。中断機能を使用してノードを PROM レベルに落としてから処理を再開すると、他の
ノードからシステム停止を宣言される場合があります。そのシステムが後で復旧して書き
込み処理を再開しても、他のノードからはシステム停止を宣言される場合があります。
SF Oracle RAC は I/O フェンシングを使って、スプリットブレインに伴うリスクを除去しま
す。I/O フェンシングは、アクティブなクラスタのメンバーへの書き込みアクセスを許可しま
す。I/O フェンシングは、非メンバーからのストレージへのアクセスをブロックします。
図 1-10 は、各ノードがオーダーエントリを接続されたディスクエントリに書き込む、4 ノー
ドクラスタの図を表します。4 つのノード間のプライベートネットワークの接続が中断すると
（下の図のノード A と他の 3 つのノードとの間）、スプリットブレインの状況が発生し、ディ
スクアレイにデータ破損の可能性が起きます。I/O フェンシングのプロセスはクラスタから
ノード A を切り離すことによってスプリットブレインとデータ破損を防ぎます。
プライベートネットワーク切断と I/O フェンシングソリューション

図 1-10

パブリックネットワーク
データの破損
パブリック
ネットワーク
(Heartbeats)
ノード A
オーダー
エントリ

ノード B
オーダー
エントリ

ノード C
オーダー
エントリ

ノード D
オーダー
エントリ

ディスク I/O
ディスク I/O

I/O フェンシング
ソリューション

ディスクアレイ

SCSI-3 Persistent Reservation について
SCSI-3 PR（SCSI-3 Persistent Reservations）は、I/O フェンシングに必要で、クラスタ
化された SAN 環境における SCSI 予約の使用に関する問題を解決します。SCSI-3 PR
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は、1 つのデバイスに複数のノードがアクセスできるようにするのと同時に、その他のノー
ドのアクセスをブロックします。
SCSI-3 の予約は SCSI バスのリセット後も永続し、ホストからディスクへの複数のパスもサ
ポートします。一方、SCSI-2 の予約では、1 つのパスと 1 つのホストによってのみ使えま
す。データの完全性のためにデバイスへのアクセスをブロックする必要がある場合は、1
つのホストと 1 つのパスのみがアクティブなまま残ります。複数のノードが制御された状態
でストレージに読み書きする大規模クラスタでは、SCSI-II の予約では不十分です。
SCSI-3 PR は、登録と予約の概念を使います。各システムは、SCSI-3 デバイスにキーを
登録します。キーを登録する複数のシステムはメンバーシップを形成し、予約（通常は
WERO（Write Exclusive Registrants Only）と設定）を確立します。WERO 設定は、登
録されたシステムだけが書き込み操作を実行できるようにします。特定のディスクに対し
て存在する予約は 1 つだけですが、登録は多数可能です。
SCSI-3 PR テクノロジを使うことにより、デバイスから登録を削除するだけで、簡単に書き
込みアクセスをブロックできます。登録されたメンバーのみが別のメンバーの登録を解除
できます。別のメンバーの登録を解除しようとするメンバーは、［獲得と中止（preempt and
abort）］コマンドを発行します。ノード登録の解除は不可分であり、原子的なものです。登
録を解除されたノードは別のノードの登録を解除することはできません。SF Oracle RAC
では、1 つのノードは、デバイスのすべてのパスに対して同じキーを登録します。一度、
［獲得と中止（preempt and abort）］コマンドを実行すると、ストレージデバイスのすべて
のパスから 1 つのノードを解除します。

I/O フェンシングの操作について
カーネルベースのフェンシングモジュール（vxfen）によって提供される I/O フェンシング
は、ノードの障害と通信障害の発生時に同じように実行されます。ノード上のフェンシン
グモジュールは、GAB モジュールからクラスタメンバーシップの変更を通知されると、ただ
ちにフェンシング操作を開始します。そのノードは、「獲得と中止（preempt and abort）」
コマンドを使って、停止したノードの登録キーをコーディネータディスクから削除しようとし
ます。 切断されたノードをコーディネータディスクから解除することに成功すると、ノード
は、停止したノードの登録もデータディスクから解除します。スプリットブレインの状況で行
われる場合は、スプリットブレインが発生した各ノードがコーディネータディスクの制御の
取得をめぐって競合します。コーディネータディスクの定足数を取得した側が勝者になり、
敗者に対するフェンシングを実行します。敗者は、パニックした後、システムを再起動しま
す。

I/O フェンシング通信について
vxfen ドライバは、GAB ポート b に接続して、クラスタメンバーシップの変更を傍受します
（再設定メッセージ）。メンバーシップの変更中、フェンシングドライバは、共有ディスクへ
のアクセスを許可するために、どのシステムがクラスタのメンバーであるかを判断します。
フェンシング操作の完了後、ドライバは、再設定メッセージを上位のモジュールに渡しま
す。CVM は、共有ディスクグループのデータドライブのフェンシングを扱います。ノードが
GAB クラスタに正常に参加し、ドライバが既存のスプリットブレインがないことを確認した
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後で、CVM はすべての共有ディスクグループをインポートできます。CVM マスターは、
各ディスクグループのインポート順とキーを調整します。各スレーブはクラスタに参加する
ときにディスクグループとキーの CVM リストを受け入れ、キーの最初のバイトにその適切
な数字を付加します。続いて各スレーブはディスクグループのすべてのドライブにキーを
登録します。

I/O フェンシングのコンポーネントについて
SF Oracle RAC の共有ストレージは、I/O フェンシングを有効にするために SCSI-3
Persistent Reservation をサポートしている必要があります。SF Oracle RAC には、次の
2 種類の共有ストレージがあります。
■

データディスク - 共有データを格納します。
p.43 の 「データディスクについて」 を参照してください。

■

コーディネーションポイント - メンバーシップの変更時にグローバルロックとして機能し
ます。
p.43 の 「コンディションポイントについて」 を参照してください。

データディスクについて
データディスクはデータ保存用の標準ディスクデバイスで、物理ディスクまたは RAID 論
理ユニット（LUN）です。
これらのディスクは SCSI-3 PR をサポートし、標準の VxVM または CVM ディスクグルー
プの一部である必要があります。CVM では、ディスクグループベースでデータディスクが
フェンシングされます。ディスクグループに追加されたディスクと、デバイスで検出された
新しいパスは、自動的にフェンシングされます。

コンディションポイントについて
コーディネーションポイントが提供するロック機構によって、他のノードからのデータドライ
ブへのアクセスをブロックするノードが決定されます。ノードは、ピアをデータドライブから
ブロックする前に、コーディネーションポイントから削除できる必要があります。SF Oracle
RAC は、vxfen がコーディネーションポイントの制御権を獲得しようとし、制御権を獲得し
たパーティションは除外されたノードによるデータディスクへのアクセスをフェンシングす
るときにスプリットブレインを防ぎます。
メモ: クラスタのフェンシング設定には通常、3 つのコーディネーションポイントが必要で
す。シマンテック社では、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサー
バーベースフェンシングもサポートしていますが、この CP サーバーが単一障害点になる
点に注意してください。
コーディネーションポイントはディスクまたはサーバーあるいはその両方の場合がありま
す。
■

コーディネータディスク
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コーディネーションポイントとして機能するディスクは、コーディネータディスクと呼ば
れます。コーディネータディスクは、3 つの標準ディスクまたは LUN で、クラスタの設
定時に I/O フェンシングで使うために予約されています。SF Oracle RAC の設定で
は、コーディネータディスクを他の保存目的に使うことはありません。
コーディネータディスクは、Veritas Volume Manager の DMP（Dynamic
Multi-pathing）機能を使用するように設定できます。DMP（Dynamic Multi-pathing）
を実行すると、コーディネータディスクは、パスのフェールオーバーを利用したり、DMP
機能の動的な追加および削除を利用することができます。そのため、DMP デバイス
と基本となる RAW 文字型デバイスのどちらを使うかを I/O フェンシングに設定するこ
とができます。I/O フェンシングは、使用するディスクデバイスに応じて RAW と DMP
のどちらかに設定される SCSI-3 ディスクポリシーを使用します。このディスクポリシー
は、デフォルトでは DMP です。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
■

コーディネーションポイントサーバー
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）はリモートシステムまたはクラスタ
で動作するソフトウェアソリューションです。CP サーバーは SF Oracle RAC クラスタ
ノードが次のタスクを実行できるようにすることによってアービトレーション機能を提供
します。
■

（データドライブへのアクセスが CP サーバーに登録された）アクティブな SF Oracle
RAC クラスタのメンバーになるための自己登録を行う

■

このアクティブな SF Oracle RAC クラスタのメンバーとして登録されている他のノー
ドを調べる

■

このアクティブな SF Oracle RAC クラスタから自己登録解除する

このアクティブな SF Oracle RAC クラスタのメンバーである他のノードを強制的に
登録解除する（獲得）
つまり、CP サーバーは既存の I/O フェンシングモジュール内で統合する別のアービ
トレーションメカニズムとして機能します。
■

メモ: CP サーバーでは、フェンシングアービトレーションのロジックは SF Oracle RAC
クラスタ上に残ったままです。
異なるオペレーティングシステムを実行する複数の SF Oracle RAC クラスタ では、同
時に CP サーバーにアクセスできます。TCP/IP ベースの通信が CP サーバーと SF
Oracle RAC クラスタ の間で使用されます。

各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作
表 1-2 に、障害イベントの各種シナリオで、データの破損を回避するために I/O フェンシ
ングがどのように動作するかを示します。イベントごとに、オペレータの対処方法を確認し
ます。
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表 1-2
イベント

I/O フェンシングのシナリオ
ノード A の動作

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

両方のプライベートネッ ノード A は、コーディ
トワークで障害が発生。 ネーションポイントの過
半数を獲得しようとしま
す。

ノード B は、コーディ
ネーションポイントの過
半数を獲得しようとしま
す。

ノード A は、コーディ
ネーションポイントの競
合に勝利すると、ノード
B を共有ディスクの登
録から除外して処理を
続行します。

ノード B は、コーディ
ネータディスクの競合
に敗退すると、パニック
になり、クラスタから自
身を削除します。

ノード B がクラスタから
切り離されたら、ノード
B を復帰させる前にプ
ライベートネットワークを
修復します。

上記イベント後に、両 ノード A は処理を続行
方のプライベートネット します。
ワークが再び正常に動
作する。

ノード B はクラッシュし プライベートネットワー
ています。単に再起動 クが復元されたらノード
しただけでは、ノード B B を再起動する。
はデータディスクに書き
込めないため、データ
ベースを起動できませ
ん。

一方のプライベートネッ ノード A は、I/O フェン
トワークでエラーが発生 スのエラーメッセージを
する。
コンソールに表示し、処
理を続行します。

ノード B は IOFENCE
に関するメッセージをコ
ンソールに表示する
が、動作を続ける。

プライベートネットワー
クを修復します。ネット
ワークの修復後に、両
方のノードは修復した
ネットワークを自動的に
使います。
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イベント

ノード A の動作

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード A がハングする。 ノード A は、何らかの
理由で異常なビジー状
態になっているか、
カーネルデバッガに制
御されています。

ノード B は、ノード A と
のハートビートを失い、
コーディネーションポイ
ントの過半数を獲得し
ようとします。

ハングしたノードを修復
またはデバッグし、クラ
スタを再結合するため
にノードを再ブートしま
す。

ノード A がハング状態
またはカーネルデバッ
ガの制御から解放され
ると、キューイングされ
ていたデータディスクへ
の書き込みは、ノード
A の登録が解除されて
いるため失敗します。
ノード A は、削除され
ていることに関するメッ
セージを GAB から受け
取ると、パニックになり、
自身をクラスタから削除
します。

ノード B は、コーディ
ネーションポイントの競
合に勝利すると、ノード
A を共有データディス
クの登録から除外しま
す。
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イベント

ノード A の動作

ノード A、ノード B の電
源およびプライベート
ネットワークが遮断され
る。コーディネーション
ポイントおよびデータ
ディスクの電源は維持
される。

ノード A は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
B がコーディネーション
ポイントに登録されてい
ることを検出します。プ
ライベートネットワーク
がダウンしているため、
ノードに電源が戻り再
ドライバはノード B がク
起動されるが、プライ
ラスタのメンバーとして
ベートネットワークは依
一覧表示されているこ
然として電源がオフに
とを認識しません。この
なっている。
ため、I/O フェンシング
デバイスドライバはノー
ド A がクラスタに参加
することを拒否します。
ノード A のコンソール
は次の内容を表示しま
す。
Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
A がコーディネーション
ポイントに登録されてい
ることを検出します。プ
ライベートネットワーク
がダウンしているため、
ドライバはノード A がク
ラスタのメンバーとして
一覧表示されているこ
とを認識しません。この
ため、I/O フェンシング
デバイスドライバはノー
ド B がクラスタに参加す
ることを拒否します。
ノード B のコンソールは
次の内容を表示しま
す。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

p.234 の 「フェンシング
の起動時にすでに発生
しているスプリットブレイ
ン状態が報告される」
を参照してください。
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イベント

ノード A の動作

ノード B がダウンしてい ノード A はクラッシュし
る間にノード A がクラッ ています。
シュする。ノード B は再
起動されるが、ノード A
は停止したままである。

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、ノード A がコーディ
ネーションポイントに登
録されていることを検出
します。ドライバは、ノー
ド A がクラスタのメン
バーとして一覧表示さ
れていることを認識しま
せん。I/O フェンシング
デバイスドライバはコン
ソールに次のメッセー
ジを表示します。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。
p.234 の 「フェンシング
の起動時にすでに発生
しているスプリットブレイ
ン状態が報告される」
を参照してください。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.
3 つのコーディネーショ
ンポイントのうち 2 つを
含むディスクアレイの電
源が遮断される。
いずれのノードもクラス
タメンバーシップから切
り離されません。

ノード A は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ない限り動作を続行し
ます。

ノード B は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ない限り動作を続行し
ます。

障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
以降のネットワーク分割
によってクラスタが
シャットダウンしないよう
にするか、コーディネー
ションポイントを交換し
ます。
p.137 の 「クラスタがオ
ンラインのときの I/O
フェンシングコーディ
ネータディスクの置き換
え」 を参照してくださ
い。
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イベント

ノード A の動作

ノード B の動作

3 つのコーディネーショ ノード A はクラスタで動 ノード B はクラスタから
ンポイントのうち 2 つを 作を続行します。
切り離されました。
含むディスクアレイの電
源が遮断される。
ノード B はクラスタから
正常に切り離され、ディ
スクアレイは電源が切
れたままである。正常な
切り離しはクリーン
シャットダウンを意味す
るため、vxfen が適切
に設定解除される。

3 つのコーディネーショ
ンポイントのうち 2 つを
含むディスクアレイの電
源が遮断される。
ノード B が不意にクラッ
シュするか、ノード A お
よびノード B 間でネット
ワーク分割が発生し、
ディスクアレイは電源が
切れたままである。

オペレータのアクショ
ン
障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
以降のネットワーク分割
によってクラスタが
シャットダウンしないよう
にするか、コーディネー
ションポイントを交換し
ます。
p.137 の 「クラスタがオ
ンラインのときの I/O
フェンシングコーディ
ネータディスクの置き換
え」 を参照してくださ
い。

ノード A は、コーディ
ネーションポイントの過
半数を獲得しようとしま
す。3 つのコーディネー
ションポイントのうち 1
つしか使用可能ではな
いため、ノード A は過
半数の獲得に失敗しま
す。ノード A は、パニッ
クになり、クラスタから自
身を削除します。

クラッシュまたはネット
ワーク分割が原因で、
ノード B はクラスタから
切り離されました。

障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ
て、I/O フェンシングド
ライバを再起動し、ノー
ド A をすべてのコー
ディネーションポイント
に登録できるようにする
か、またはコーディネー
ションポイントを交換し
ます。
p.237 の 「クラスタがオフ
ラインになっているとき
に不具合のあるディス
クの置換」 を参照してく
ださい。

CP サーバーについて
この項では CP サーバー機能について説明します。
次の CP サーバー機能について説明します。
■

サーバーベースの I/O フェンシングを使った SF Oracle RAC クラスタの設定

■

CP サーバーによって提供される I/O フェンシングの拡張

■

CP サーバーの高可用性化について

■

推奨される CP サーバーの設定

■

SF Oracle RAC クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について
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サーバーベースの I/O フェンシングを使った SF Oracle RAC クラスタ の標準設
定
図 1-11 は、SF Oracle RAC クラスタ（2 つのノードを使用）、単一の CP サーバー、2 つ
のコーディネータディスクを使った設定を示しています。SF Oracle RAC クラスタ 内のノー
ドが接続され、LLT リンクを使って相互に通信します。
CP サーバー、SF Oracle RAC クラスタ、コーディネータディスク

図 1-11

CP サーバー

TCP/IP
コーディネータ
ディスク

コーディネータ
ディスク

ファイバーチャネル
クライアント
クラスタ
ノード
1

LLT リンク

ノード
2

アプリケーション
ストレージ

コーディネーションポイントの定義
I/O フェンシングに必要なコーディネーションポイントの数は、3 以上の奇数です。 コー
ディネーションポイントは CP サーバーまたはコーディネータディスクのいずれかになりま
す。 CP サーバーは I/O フェンシングシナリオのコーディネータディスクと同じ機能を提供
します。 このため、アービトレーションを提供するために CP サーバーとコーディネータ
ディスクを組み合わせて利用することが可能です。
シマンテック社は次の 3 つのコーディネーションポイントの設定に対応しています。
■

SCSI-3 コーディネータディスクを使う Vxfen ドライバベースの I/O フェンシング

■

SCSI-3 ディスクと CP サーバー（複数も可）の組み合わせをコーディネーションポイン
トとして使用するカスタマイズされたフェンシング

■

3 つの CP サーバーのみをコーディネーションポイントとして使用するカスタマイズさ
れたフェンシング
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メモ: シマンテック社では、複数の CP サーバーを同じコンピュータに設定するような設定
をサポートしていません。

CP サーバーの配備と移行のシナリオ
表 1-3 に、サポート対象の配備と移行のシナリオ、および SF Oracle RAC クラスタと CP
サーバーで実行する必要がある手順を示します。
表 1-3
シナリオ

CP サーバー

SF Oracle RAC クラ 新しい CP サー
スタの CP サーバー バー
を初めて設定する

CP サーバーの配備と移行のシナリオ
SF Oracle RAC 必要な処理
クラスタ
コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する新規 SF
Oracle RAC クラ
スタ

指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
1

新しい CP サーバーを設定する準備をします。

2

CP サーバーを設定します。

3

SF Oracle RAC クラスタで使用する新しい CP サーバーを
準備します。

SF Oracle RAC クラスタノードで、サーバー型の I/O フェンシン
グを設定します。
手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
既存の運用 CP サー 既存の運用 CP
バーに新しい SF
サーバー
Oracle RAC クラスタ
を追加する

新しい SF Oracle SF Oracle RAC クラスタノードで、サーバー型の I/O フェンシン
RAC クラスタ
グを設定します。

既存の CP サーバー 新しい CP サー
から新しい CP サー バー
バーへコーディネー
ションポイントを交換
する

コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する既存 SF
Oracle RAC クラ
スタ

手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。

指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
1

新しい CP サーバーを設定する準備をします。

2

CP サーバーを設定します。

3

SF Oracle RAC クラスタで使用する新しい CP サーバーを
準備します。

手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
SF Oracle RAC クラスタのノードで、vxfenswap コマンドを実
行して CP サーバーの交換へと進みます。
p.159 の 「オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに
使うコーディネーションポイントの交換」 を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

既存の CP サーバー 運用 CP サーバー
から運用 CP サー
バーコーディネー
ションポイントへコー
ディネーションポイン
トを交換する

SF Oracle RAC 必要な処理
クラスタ
コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する既存 SF
Oracle RAC クラ
スタ

指定された CP サーバーで、新しい CP サーバーを手動で設定
する準備をします。
手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
SF Oracle RAC クラスタのノードで、vxfenswap コマンドを実
行して CP サーバーの交換へと進みます。
p.159 の 「オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに
使うコーディネーションポイントの交換」 を参照してください。

新しい CP サーバー 新しい CP サー
コーディネーション バー
ポイントを持つ SF
Oracle RAC クラスタ
でフェンシングを有
効にする

フェンシングが無 メモ: 無効モードのフェンシングからカスタマイズされたモードに
効モードで設定さ 移行すると、SF Oracle RAC クラスタでアプリケーションのダウン
れている既存の
タイムが発生します。
SF Oracle RAC ク
ラスタ

指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
1

新しい CP サーバーを設定する準備をします。

2

新しい CP サーバーを設定します。

3

SF Oracle RAC クラスタで使用する新しい CP サーバーを
準備します。

手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタノードで、以下の手順を実行しま
す。
1

SF Oracle RAC クラスタですべてのアプリケーション、VCS、
およびフェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての SF Oracle RAC クラスタ
ノードで実行されるように）次のコマンドを使用します。
# hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

SF Oracle RAC クラスタで I/O フェンシングを再設定しま
す。
手順については、『Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

運用 CP サーバー 運用 CP サーバー
コーディネーション
ポイントを持つ SF
Oracle RAC クラスタ
でフェンシングを有
効にする

SF Oracle RAC 必要な処理
クラスタ
フェンシングが無
効モードで設定さ
れている既存の
SF Oracle RAC ク
ラスタ

メモ: 無効モードのフェンシングからカスタマイズされたモードに
移行すると、アプリケーションのダウンタイムが発生します。
指定された CP サーバーで、新しい CP サーバーを設定する準
備をします。
この手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタノードで、以下のタスクを実行し
ます。
1

SF Oracle RAC クラスタですべてのアプリケーション、VCS、
およびフェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての SF Oracle RAC クラスタ
ノードで実行されるように）次のコマンドを使用します。
#hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

SF Oracle RAC クラスタでフェンシングを再設定します。
手順については、『Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

新しい CP サーバー 新しい CP サー
コーディネーション バー
ポイントを持つ SF
Oracle RAC クラスタ
でフェンシングを有
効にする

SF Oracle RAC 必要な処理
クラスタ
フェンシングが
指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
scsi3 モードで設
1 新しい CP サーバーを設定する準備をします。
定されている既存
2 新しい CP サーバーを設定します。
の SF Oracle
RAC クラスタ
3 SF Oracle RAC クラスタで使用する新しい CP サーバーを
準備します。
手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
クラスタがオンラインかオフラインかに応じて、次の手順を実行
します。

オンラインであるクラスタの場合は、SF Oracle RAC クラ
スタで次のタスクを実行します。
◆

vxfenswap コマンドを実行して、ディスクベースのフェン
シングからサーバーベースのフェンシングに移行します。
p.56 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシ
ングからサーバーベースのフェンシングへの移行」 を参照
してください。

オフラインであるクラスタの場合は、SF Oracle RAC クラ
スタで次のタスクを実行します。
1

SF Oracle RAC クラスタですべてのアプリケーション、VCS、
およびフェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての SF Oracle RAC クラスタ
ノードで実行されるように）次のコマンドを使用します。
# hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

SF Oracle RAC クラスタで I/O フェンシングを再設定しま
す。
手順については、『Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

運用 CP サーバー 運用 CP サーバー
コーディネーション
ポイントを持つ SF
Oracle RAC クラスタ
でフェンシングを有
効にする

SF Oracle RAC 必要な処理
クラスタ
フェンシングが無
効モードで設定さ
れている既存の
SF Oracle RAC ク
ラスタ

指定された CP サーバーで、新しい CP サーバーを設定する準
備をします。
この手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
クラスタがオンラインかオフラインかに応じて、次の手順を実行
します。

オンラインであるクラスタの場合は、SF Oracle RAC クラ
スタで次のタスクを実行します。
◆

vxfenswap コマンドを実行して、ディスクベースのフェン
シングからサーバーベースのフェンシングに移行します。
p.56 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシ
ングからサーバーベースのフェンシングへの移行」 を参照
してください。

オフラインであるクラスタの場合は、SF Oracle RAC クラ
スタで次のタスクを実行します。
1

SF Oracle RAC クラスタですべてのアプリケーション、VCS、
およびフェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての SF Oracle RAC クラスタ
ノードで実行されるように）次のコマンドを使用します。
#hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

SF Oracle RAC クラスタでフェンシングを再設定します。
手順については、『Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。

アプリケーションダウ 運用 CP サーバー
ンタイムを発生させ
ずにコーディネー
ションポイント（CP
サーバー/コーディ
ネータディスク）の
SF Oracle RAC クラ
スタノードの登録を
更新する

コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する既存 SF
Oracle RAC クラ
スタ

SF Oracle RAC クラスタで、vxfenswap コマンドを実行して CP
サーバーのキーを更新します。
p.157 の 「サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイ
ントの登録キーの更新」 を参照してください。
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ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間の移行について
SF Oracle RAC クラスタのアプリケーションにダウンタイムを発生させずにフェンシング設
定間を移行できます。
次の場合に、ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに移行で
きます。
■

サーバーベースのフェンシングの利点を活用する場合。

■

障害が発生したコーディネータディスクをコーディネーションポイントサーバー（CP
サーバー）に置き換える場合。

p.56 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。
同様に、CP サーバーシステムで保守タスクを実行するときに、サーバーベースのフェン
シングからディスクベースのフェンシングに移行できます。
p.61 の 「オンラインクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。
オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシング
への移行
インストーラを使うかまたは手動のいずれかで、SF Oracle RAC クラスタ内のアプリケー
ションダウンタイムを発生させずに、ディスクベースのフェンシングからサーバーベースの
フェンシングに移行できます。
p.56 の 「ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間の移行について」 を参
照してください。
また、応答ファイルを使用してフェンシング間の設定を移行できます。
p.67 の 「応答ファイルを使用したフェンシング設定間の移行」 を参照してください。
警告: コーディネーションポイントの移行操作が完了する前にいずれかのノードがクラスタ
メンバーシップから除外された場合、クラスタはパニックを起こす可能性があります。
ここでは、次の内容について説明します。
スクリプトベースのインストーラを p.57 の 「インストーラを使ってディスクベースのフェンシングから
使った移行
サーバーベースのフェンシングに移行するには」 を参照してくだ
さい。
手動による移行

p.60 の 「ディスクベースのフェンシングからサーバーベースの
フェンシングに手動で移行するには」 を参照してください。
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インストーラを使ってディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに
移行するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

SF Oracle RACクラスタがオンラインで、ディスクベースのフェンシングが使われてい
ることを確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでディスクベースのフェンシングが使われている場合の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

クラスタの任意のノードで、-fencing オプションを指定して installsfrac プログラム
を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -fencing

installsfrac プログラム は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証しま
す。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

4

I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
インストーラにより、I/O フェンシングを有効なモードで設定するかどうかの確認が表
示されます。

5

I/O フェンシング を再設定することを確認します。

6

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。サーバー
ベースの I/O フェンシングに移行するために、4 を入力します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-4,q] 4
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7

インストーラによって表示されるコーディネーションポイントのリストから、置き換える
コーディネーションポイントを選択します。
次に例を示します。
Select the coordination points you would like to remove
from the currently configured coordination points:
1) emc_clariion0_62
2) emc_clariion0_65
3) emc_clariion0_66
4) All
5) None
b) Back to previous menu
Enter the options separated by spaces: [1-5,b,q,?] (5)? 1 2

コーディネータディスクなしでサーバーベースのフェンシングに移行する場合は、4
を入力してすべてのコーディネータディスクを削除します。

8

新しいコーディネーションポイントの合計数を入力します。
コーディネーションポイントを組み合わせた設定を使用してサーバーベースのフェン
シングに移行する場合、このプロンプトで入力する数は、CPサーバーと新しいコー
ディネーターディスクの両方の合計数である必要があります。

9

新しいコーディネータディスクの合計数を入力します。
コーディネータディスクなしでサーバーベースのフェンシングに移行する場合は、こ
こで 0 を入力します。

10 CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、仮想 IP アドレスのホスト名を入
力します。

11 CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスか、仮想 IP アドレスのホスト名を入力します。
12 フェンシングの再設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
13 次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

コーディネータディスクグループからコーディネータディスクを削除します。

■

新しい CP サーバーでそれぞれ、アプリケーションクラスタの詳細を更新します。

■

すべてのノードで vxfenmode.test ファイルを準備します。

■ vxfenswap

スクリプトを実行します。

設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできる vxfenswap.log
ファイルの場所に注目してください。
■

I/O フェンシングの移行を完了します。
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14 シマンテック社にインストール情報を送信する場合は、プロンプトで y を入力します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?
[y,n,q,?] (y) y

15 移行が完了したら、フェンシングモードの変更を確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェ
ンシングへの移行後の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

16 vxfen ドライバが使う現在のコーディネーションポイントを確認します。
# vxfenconfig -l
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ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに手動で移行するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

SF Oracle RACクラスタがオンラインで、ディスクベースのフェンシングが使われてい
ることを確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでディスクベースのフェンシングが使われている場合の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

指定された CP サーバーで次のタスクを実行したことを確認してください。
■

新しい CP サーバーの設定の準備。

■

新しい CP サーバーの設定

■

SF Oracle RAC クラスタで使用する新しい CP サーバーの準備

手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設
定ガイド』を参照してください。

4

各 SF Oracle RAC クラスタノードで、CP サーバー情報などのフェンシング設定の変
更を含む新しい /etc/vxfenmode.test ファイルを作成します。
/etc/vxfen.d フォルダにあるサンプルの vxfenmode ファイルを参照してください。

5

SF Oracle RACクラスタの任意のノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。
# vxfenswap [-n]

6

ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、変更をコミットするかどうかを確認
します。
■

新しいフェンシング設定の変更をコミットしない場合は、Enter キーを押すか、プ
ロンプトで n と答えます。
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Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) n

vxfenswap ユーティリティは移行操作をロールバックします。
■

新しいフェンシング設定の変更をコミットする場合は、プロンプトで y と答えます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは
/etc/vxfenmode.test ファイルを /etc/vxfenmode ファイルに移動します。

7

移行が完了したら、フェンシングモードの変更を確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェ
ンシングへの移行後の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

8

vxfen ドライバが使う現在のコーディネーションポイントを確認します。
# vxfenconfig -l

オンラインクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシング
への移行
インストーラを使うかまたは手動のどちらかで、SF Oracle RAC クラスタ内のアプリケーショ
ンダウンタイムを発生させずに、サーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェ
ンシングに移行できます。
p.56 の 「ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間の移行について」 を参
照してください。
また、応答ファイルを使用してフェンシング間の設定を移行できます。
p.67 の 「応答ファイルを使用したフェンシング設定間の移行」 を参照してください。
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警告: コーディネーションポイントの移行操作が完了する前にいずれかのノードがクラスタ
メンバーシップから除外された場合、クラスタはパニックを起こす可能性があります。
ここでは、次の内容について説明します。
スクリプトベースのインストーラを p.62 の 「インストーラを使ってサーバーベースのフェンシングか
使った移行
らディスクベースのフェンシングに移行するには」 を参照してくだ
さい。
手動による移行

p.66 の 「サーバーベースのフェンシングからディスクベースの
フェンシングに手動で移行するには」 を参照してください。

インストーラを使ってサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシングに
移行するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

SF Oracle RAC クラスタがサーバーベースのフェンシングを使うように設定されてい
ることを確認します。
# vxfenadm -d

たとえば、SF Oracle RAC クラスタがサーバーベースのフェンシングを使用している
場合、出力は次のようになります。

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

第 1 章 Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の概要
SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス

3

クラスタの任意のノードで、-fencing オプションを指定して installsfrac プログラム
を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -fencing

installsfrac プログラム は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証しま
す。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

4

I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
インストーラにより、I/O フェンシングを有効なモードで設定するかどうかの確認が表
示されます。

5

I/O フェンシング を再設定することを確認します。

6

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。4 を入力
して、ディスクベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-4,q] 4

7

インストーラによって表示されるコーディネーションポイントのリストから、置き換える
コーディネーションポイントを選択します。
次に例を示します。
Select the coordination points you would like to remove
from the currently configured coordination points:
1) emc_clariion0_62
2) [10.209.80.197]:14250,[10.209.80.199]:14300
3) [10.209.80.198]:14250
4) All
5) None
b) Back to previous menu
Enter the options separated by spaces: [1-5,b,q,?] (5)? 2 3

8

新しいコーディネーションポイントの合計数を入力します。

9

新しいコーディネータディスクの合計数を入力します。
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10 インストーラによって表示される使用可能なディスクのリストから、コーディネータディ
スクとして設定するディスクを 2 つ選択します。
例:
List of available disks:
1) emc_clariion0_61
2) emc_clariion0_65
3) emc_clariion0_66
b) Back to previous menu
Select 2 disk(s) as coordination points. Enter the disk options
separated by spaces: [1-3,b,q]2 3

11 フェンシングの再設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
12 ディスクベースのフェンシングに移行するには、I/O フェンシングモードに SCSI3 を
選択します。
Select the vxfen mode: [1-2,b,q,?] (1) 1

インストーラは、コーディネータディスクとコーディネータディスクグループを初期化
し、ディスクグループをデポートします。Enter キーを押して続行します。

13 インストーラがすべてのノードで vxfenmode.test ファイルを準備し、vxfenswap ス
クリプトを実行したら、出力を確認します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできる vxfenswap.log ファ
イルの場所に注目してください。
インストーラは CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報をクリーンアップします。

14 シマンテック社にインストール情報を送信する場合は、プロンプトで y を入力します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?
[y,n,q,?] (y) y

第 1 章 Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の概要
SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス

15 移行が完了したら、フェンシングモードの変更を確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェ
ンシングへの移行後の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

16 vxfen ドライバが使う現在のコーディネーションポイントを確認します。
# vxfenconfig -l
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サーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシングに手動で移行するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

SF Oracle RAC クラスタがオンラインで、サーバーベースのフェンシングが使われて
いることを確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでサーバーベースのフェンシングが使われている場合の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

次の準備タスクを実行してディスクベースのフェンシングを設定したことを確認してく
ださい。
■

コーディネータディスクとして使うディスクの特定

■

コーディネータディスクグループの設定

■

I/O フェンシングの設定ファイルの作成

手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設
定ガイド』を参照してください。

4

scsi3 ディスクポリシー情報などのフェンシング設定の変更を含む新しい
/etc/vxfenmode.test ファイルを作成します。
/etc/vxfen.d フォルダにあるサンプルの vxfenmode ファイルを参照してください。

5

SF Oracle RACクラスタの任意のノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g diskgroup [-n]

6

ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、変更をコミットするかどうかを確認
します。
■

新しいフェンシング設定の変更をコミットしない場合は、Enter キーを押すか、プ
ロンプトで n と答えます。
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Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) n

vxfenswap ユーティリティは移行操作をロールバックします。
■

新しいフェンシング設定の変更をコミットする場合は、プロンプトで y と答えます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは
/etc/vxfenmode.test ファイルを /etc/vxfenmode ファイルに移動します。

7

移行が完了したら、フェンシングモードの変更を確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェ
ンシングへの移行後の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

8

vxfen ドライバが使う現在のコーディネーションポイントを確認します。
# vxfenconfig -l

応答ファイルを使用したフェンシング設定間の移行
通常、I/O フェンシング設定間の移行後にインストーラが生成する応答ファイルを使用で
きます。これらの応答ファイルを編集して、SF Oracle RAC クラスタの自動フェンシングの
再設定を実行します。
応答ファイルを使って I/O フェンシングを設定するには

1

SF Oracle RAC が設定されていることを確認します。

2

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。
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3

SF Oracle RAC クラスタがオンライン状態であり、ディスクベースまたはサーバーベー
スのフェンシングが使われていることを確認します。
# vxfenadm -d

SF Oracle RACクラスタでディスクベースのフェンシングが使われている場合の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースのフェンシングが使われている場合の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)
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4

69

I/O フェンシングを設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
サンプルファイルを確認して、I/O フェンシングを再設定します。
p.69 の 「ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに移行
するための応答ファイルのサンプル」 を参照してください。
p.70 の 「サーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシングに移行
するための応答ファイルのサンプル」 を参照してください。
p.70 の 「単一 CP サーバーベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシン
グに移行するためのサンプル応答ファイル」 を参照してください。

5

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.70 の 「フェンシング設定間で移行するための応答ファイル変数」 を参照してくだ
さい。

6

応答ファイルをコピーしたシステムで I/O フェンシングの再設定を開始します。次に
例を示します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに移行するための応
答ファイルのサンプル
3 枚のコーディネータディスクを使用するディスクベースのフェンシングから、1 台の CP
サーバーと 2 枚のコーディネータディスクを使用するサーバーベースのフェンシングに移
行するための応答ファイルのサンプルを次に示します。

$CFG{disks_to_remove}=[ qw(emc_clariion0_62) ];
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.198.89.251)];
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.204"}=14250;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.251"}=14250;
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.251"}=[ qw(10.198.89.251 10.198.89.204) ]
$CFG{fencing_ncp}=1;
$CFG{fencing_option}=4;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=22462;
$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";
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サーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシングに移行するための応
答ファイルのサンプル
1 台の CP サーバーと 2 枚のコーディネータディスクを使用するサーバーベースのフェン
シングから、3 枚のコーディネータディスクを使用するディスクベースのフェンシングに移
行するための応答ファイルのサンプルを次に示します。
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_66) ];
$CFG{fencing_mode}="scsi3";
$CFG{fencing_ncp}=1;
$CFG{fencing_ndisks}=1;
$CFG{fencing_option}=4;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{servers_to_remove}=[ qw([10.198.89.251]:14250) ];
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=42076;
$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";

単一 CP サーバーベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに移行する
ためのサンプル応答ファイル
単一 CP サーバーベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシング（1 つの CP
サーバーと 2 つのコーディネータディスク）に移行するためのサンプル応答ファイルを次
に示します。
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_62 emc_clariion0_65) ];
$CFG{fencing_dgname}="fendg";
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_ncp}=2;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
$CFG{fencing_option}=4;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=42076;
$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";

フェンシング設定間で移行するための応答ファイル変数
表 1-4 は、SF Oracle RAC のフェンシング設定間で移行するために必要な情報を指定
する応答ファイル変数のリストです。
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表 1-4

フェンシング設定間での移行に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。
1 — Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
■ 2 — コーディネータディスクベースの
I/O フェンシング
■ 3 — 無効モード
■

■

4 - クラスタがオンライン状態のときの
フェンシングの移行

（必須）
CFG {fencing_reusedisk}

スカラー

ディスクベースのフェンシング、またはコー
ディネータディスクを使うサーバーベース
のフェンシングに移行する場合に、空きディ
スク、またはディスクグループに所属済み
のディスクを使うかどうかを指定します。
0 — 空きディスクをコーディネータディ
スクとして使う
■ 1 — ディスクグループに所属済みのディ
スクをコーディネータディスクとして使う
（コーディネータディスクとしてこれらを
設定する前に、インストーラによって所
属先ディスクグループからディスクが削
除される）
■

（フェンシング設定でコーディネータディス
クを使う場合は必須）
CFG {fencing_ncp}

スカラー

追加する新しいコーディネーションポイント
の数を指定します。
（必須）

CFG {fencing_ndisks}

スカラー

追加するコーディネーションポイントのディ
スクの数を指定します。
（フェンシング設定でコーディネータディス
クを使う場合は必須）

71

72

第 1 章 Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の概要
SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG {fencing_disks}

リスト

追加するコーディネーションポイントのディ
スクを指定します。
（フェンシング設定でコーディネータディス
クを使う場合は必須）

CFG {fencing_dgname}

スカラー

コーディネータディスクが含まれるディスク
グループを指定します。
（フェンシング設定でコーディネータディス
クを使う場合は必須）

CFG {fencing_scsi3_disk_policy} スカラー

ディスクで使う必要のあるディスクポリシー
を指定します。
（フェンシング設定でコーディネータディス
クを使う場合は必須）

CFG {fencing_cps}

リスト

追加するコーディネーションポイントの CP
サーバーを指定します。
（サーバーベースのフェンシングの場合は
必須）

CFG {fencing_cps_vips}{$vip1}

リスト

新しい CP サーバーの仮想 IP アドレスまた
は完全修飾ホスト名を指定します。
（サーバーベースのフェンシングの場合は
必須）

CFG {fencing_cps_ports}{$vip}

スカラー

新しい CP サーバーの仮想 IP が応答準備
する必要のあるポートを指定します。指定
しなかった場合のデフォルト値は 14250 で
す。
（オプション）

CFG {servers_to_remove}

リスト

削除するコーディネーションポイントの CP
サーバーを指定します。

CFG {disks_to_remove}

リスト

削除するコーディネーションポイントのディ
スクを指定します。

CP サーバーの高可用性化について
マルチノードの CP サーバークラスタを設定する場合、CP サーバーノードに SFHA をイ
ンストールして設定します。このサーバークラスタを設定しない場合は、シングルノードに
VCS をインストールして設定します。
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両方の設定とも、VCS は CP サーバープロセスのローカルな起動および停止を提供し、
NIC、IP アドレスなどの依存関係に対応します。さらに VCS は、プロセスに障害が発生し
た場合に CP サーバープロセスを再起動することもできます。
VCS は CP サーバーにアクセスするのに複数のネットワークパスを使うことができます。あ
るネットワークパスが障害になっても、CP サーバーは再起動を必要とせず、他の利用可
能な仮想 IP アドレスの 1 つで応答準備し続けます。
CP サーバープロセスを高可用性にするには、次のタスクの実行が必要です。
■

CP サーバーシステムに SFHA をインストールして設定します。

■

CP サーバープロセスをフェールオーバーサービスグループとして設定します。

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定して、共有 CP サーバーデータベースを保
護します。

メモ: シマンテック社では、CP サーバーのホストに使う SFHA クラスタまたはシングルノー
ドで、別のアプリケーションを実行しないことをお勧めします。
1 つの CP サーバーで複数の SF Oracle RAC クラスタに対応できます。一般的な CP
サーバーセットの場合、最大 128 の SF Oracle RAC クラスタまで対応できます。

SF Oracle RAC クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について
データセンターでは、SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー
間の TCP/IP 通信のセキュリティを確保する必要があります。通信チャネルのセキュリティ
には、暗号化、認証、および認可が含まれます。
CP サーバーのノードまたはクラスタは、コーディネーションポイントとして自身と通信する
SF Oracle RAC クラスタノードの真正性を確認し、既知の SF Oracle RAC クラスタノード
からの要求のみを受け入れるようにする必要があります。不明なクライアントからの要求は
非認証として拒否されます。同様に、SF Oracle RAC クラスタ内のフェンシングフレーム
ワークは、CP サーバーを使ってフェンシング操作を実行しているのが認証済みのユー
ザーであることを確認する必要があります。
認証が行われるエンティティはプリンシパルと呼ばれます。SF Oracle RAC クラスタノード
上で、現在の VCS インストーラはクラスタ内の各ノード上で認証サーバーの信用証明を
作成します。また、信用証明を認証する vcsauthserver を作成します。次にインストーラ
は、セキュアモードでの VCS の起動に進みます。
通常、セキュリティが設定された既存の VCS クラスタでは、vcsauthserver は各クラスタ
ノード上で動作します。
CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ間のセキュア通信の動作
CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）ノードの通信には、次
のエンティティが関係します。
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■

CP サーバー用の vxcpserv

■

SF Oracle RAC クラスタノード用の cpsadm

「図 1-12」に、CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ上でセキュリティを有効にした場合
の終端間通信フローの概略図を示します。
図 1-12

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ上でセキュリティを有効にした
場合の終端間通信フロー

CP サーバー
（vxcpserv）

CP クライアント
（cpsadm）

vcsauthserver

vcsauthserver

クライアントクラスタノード
CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタノード上でセキュリティを設定した状態の、両者間
の通信フローは次のようになります。
■

初期設定:
CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタノードの ID は、VCS インストーラによってそ
れぞれノードで設定されます。
メモ: フェンシングの設定時に、インストーラは CP サーバーとアプリケーションクラスタ
間の信頼を確立して、vxcpserv プロセスでアプリケーションクラスタノードからの要求
を認証できるようにします。I/O フェンシングを手動で設定した場合は、CP サーバー
とアプリケーションクラスタ間の信頼を設定する必要があります。
cpsadm コマンドは環境変数 CPS_USERNAME、CPS_DOMAINTYPE からユーザー

名、ドメインタイプを取得します。ユーザーは cpsadm のコマンドを手動で実行する前
にこれらの変数をエクスポートするよう求められます。カスタマイズされたフェンシング
フレームワークは cpsadm のコマンドを実行する前にこれらの環境変数を内部でエク
スポートします。
CP サーバーのプロセス（vxcpserv）が使うそのプロセス自身のユーザー（CPSERVER）
は、ローカルの vcsauthserver に追加されます。
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■

認証ブローカーからのクレデンシャルの取得:
cpsadm コマンドは、ローカルノードにある既存の信用証明を取得しようとします。イン
ストーラはこれらの信用証明をフェンシングの設定中に生成します。
vxcpserv プロセスは、ローカルノードにある既存の信用証明を取得しようとします。イ
ンストーラはこれらの信用証明をセキュリティを有効にするときに生成します。

■

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタノード間の通信:
CP サーバーが信用証明を確立し、稼動状態になると、CP サーバーでクライアントか
らデータを受信する準備が整います。cpsadm コマンドで信用証明を取得し、CP サー
バーの信用証明を認証すると、cpsadm は CP サーバーに接続します。CP サーバー
にデータが渡されます。

■

検証:
特定の SF Oracle RAC クラスタノードからデータを受信すると、vxcpserv はその信
用証明を検証します。検証が失敗した場合、接続要求データは拒否されます。

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ上のセキュリティ設定の詳細
ここでは CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）のセキュリティ
設定の詳細を説明します。
セキュアモードの設定
以下は CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ間のセキュリティで保護された通信の設
定です:
■

CP サーバーの設定:
インストーラにより、次の値を持つユーザーが作成されます:
■

username: CPSERVER

■

domainname: VCS_SERVICES@cluster_uuid

■

domaintype: vx

設定を確認するには、CP サーバーで次のコマンドを実行します:
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred

メモ: CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）は security=0 を指定する行を
含みません。security パラメータを指定する行がない、または security=1 を指定す
る行がある場合、CP サーバーのセキュリティは有効（デフォルト値です）になります。

■

SF Oracle RAC クラスタノードの設定:
SF Oracle RAC クラスタでは、インストーラにより、次の値を持つ cpsadm のユーザー
がフェンシングの設定中に作成されます。

75

76

第 1 章 Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の概要
SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス

■

username: CPSADM

■

domainname: VCS_SERVICES@cluster_uuid

■

domaintype: vx

セキュリティ設定を確認するには、SF Oracle RAC クラスタノードで次のコマンドを実
行します:
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSADM
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred

上で説明したユーザーは、CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタノード間の通信の認
証のみに使用されます。
CP サーバーの認証に対しては、セキュリティが設定されている場合、SF Oracle RAC ク
ラスタ 上のカスタマイズされたフェンシングフレームワークで次のユーザーが使用されま
す。
CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid
ここで、cluster_uuid はアプリケーションクラスタの汎用一意識別子です。
各 SF Oracle RAC クラスタノードで、SF Oracle RAC クラスタノードでのフェンシングを開
始する前にこのユーザーが CP サーバーデータベースに登録される必要があります。こ
れは次のコマンドを発行することによって確認できます。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

コマンドの出力の例を次に示します。
Username/Domain Type
CPSADM@VCS_SERVICES@77a2549c-1dd2-11b2-88d6-00306e4b2e0b/vx
Cluster Name / UUID
Role
cluster1/{77a2549c-1dd2-11b2-88d6-00306e4b2e0b} Operator

メモ: 各クライアントのノードの設定ファイル（/etc/vxfenmode）は security=0 を指定す
る行を含みません。security パラメータを指定する行がない、または security=1 を指定
する行がある場合、クライアントノードはセキュリティが有効な状態（デフォルト値です）で
起動します。
非セキュアモードの設定
非セキュアモードでは、認可のみが CP サーバーで提供されます。パスワードは要求され
ません。認証と暗号化は提供されません。「vx」ドメインタイプの「cpsclient@hostname」
のユーザークレデンシャルは、CP サーバーまたは SF Oracle RAC クラスタノード間の通
信のカスタマイズされたフェンシングフレームワークによって使われます。
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各 SF Oracle RAC クラスタノードで、SF Oracle RAC クラスタノードでのフェンシングを開
始する前にこのユーザーが CP サーバーデータベースに追加される必要があります。ユー
ザーは次のコマンドを発行することによって確認できます。
# cpsadm -s cpserver -a list_users

コマンドの出力の例を次に示します。
Username/Domain Type
cpsclient@galaxy/vx

Cluster Name / UUID
cluster1 / {f0735332-e3709c1c73b9}

Role
Operator

メモ: 非セキュアモードで、CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）は security=0
を指定する行を含むはずです。同様に、各 SF Oracle RAC クラスタノードでは、設定ファ
イル（/etc/vxfenmode）は security=0 を指定する行を含むはずです。

Oracle RAC
この項では、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure、Oracle Cluster Registry、ア
プリケーションリソース、投票ディスクについて簡潔に説明します。
メモ: 詳しくは、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure は、メンバーシップ、グループサービス、グ
ローバルリソース管理、データベースなどの Oracle クラスタ関連機能を管理します。Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure は各 Oracle RAC インスタンスに必要です。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure には次の主なコンポーネントが必要です。
■

クラスタ通信を可能にするクラスタ相互接続

■

相互接続上でのクラスタ通信で使われるプライベート仮想 IP アドレス

■

クライアント通信で使われるパブリック仮想 IP アドレス

■

Oracle 11g リリース 2 の場合、ラウンドロビンによって 3 つの IP アドレス（推奨）また
は少なくとも 1 つの IP アドレスに解決するための、ドメインネームサーバー（DNS）上
の単一クライアントアクセス名（SCAN）アドレスとしてのパブリック IP アドレス

■

各ノードがアクセス可能な共有ストレージ

VCS との共存
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure は Veritas Cluster Server などのベンダー
クラスタウェアとの共存をサポートします。SF Oracle RAC クラスタに Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure をインストールすると、Oracle Clusterware/Grid
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Infrastructure は Veritas メンバーシップモジュール（VCSMM）ライブラリが存在するか
どうかを調べることによって VCS の存在を検出します。Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure はインストール時に VCSMM ライブラリからクラスタのノードのリストを取
得します。
相互接続で応答しないノードがあると、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure はもう
1 つのノードをクラスタから退去させるまで一定時間待ちます。この待ち時間は CSS
miss-count の値によって定義されます。Oracle Clusterware/Grid Infrastructure は、
VCS が存在する場合は CSS miss-count パラメータを大きい値 (600 秒) に設定します。
この値は LLT のピア無効タイムアウト間隔を大幅に上回っています。そのため、ネットワー
クのスプリットブレインが発生した場合に、2 つのクラスタウェア（VCS と Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure）は、どのノードをクラスタに残すかについての互いの
決定に干渉しません。Veritas I/O フェンシングが残すノードについて最初に決定するこ
とができ、その後に Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が続きます。
VCS はプライベート相互接続でのクラスタノード間の通信に LLT を使い、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure はクラスタノード間の通信にプライベート相互接続で
設定されたプライベート IP アドレスを使います。VCS と Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure の間のメンバーシップ変更を調整するには、LLT で使われるネットワー
クインターフェース上で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のプライベート IP ア
ドレスを設定することが重要です。VCS は Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の
開始、停止、監視に CSSD エージェントを使います。CSSD エージェントは、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が起動する前に、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure で必要な OCR、投票ディスク、プライベート IP アドレスリソースが VCS
によってオンラインになっているようにします。これにより、クラスタ障害の原因となる、準
備が整わない段階での Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の起動を防ぎます。

OCR（Oracle Cluster Registry）
OCR（Oracle Cluster Registry）には、Oracle RAC と Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure に関するクラスタとデータベースの設定情報と状態情報が含まれます。
OCR 内で維持される情報は次のとおりです。
■

ノードのリスト

■

データベースインスタンスからノードへのマッピング

■

Oracle Clusterware アプリケーションのリソースプロファイル

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の制御下にあるリソースのプロパティを定
義するリソースプロファイル

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure リソース間の依存関係を定義するルール

■

クラスタの現在の状態

Oracle RAC 11g リリース 2 より前のバージョンでは、OCR のデータは、各ノードがアクセ
スできる共有 RAW ボリュームまたはクラスタファイルシステムに存在します。
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Oracle RAC 11g リリース 2 では、OCR のデータは、各ノードがアクセスできる ASM また
はクラスタファイルシステムに存在します。
CVM ミラーボリュームを使って、障害から OCR データを保護します。破損やディスク障
害のために OCR にアクセスできなくなると、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
ではノードの障害が発生します。Oracle は OCR データのバックアップを自動で作成しま
す。Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の設定を変更する前に、OCR の内容を
エクスポートすることもできます。このようにしておくと、設定の問題が発生して Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure を再起動できなくなった場合に、もとの内容をリストア
できます。
OCR の内容のエクスポートと復元に関する説明については、Oracle のマニュアルを参照
してください。

アプリケーションリソース
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure アプリケーションのリソースは VCS リソースに
似ています。Oracle Clusterware/Grid Infrastructure により制御される各コンポーネ
ントは、データベース、インスタンス、サービス、ノードアプリケーションなどのアプリケー
ションリソースにより定義されます。
VCS とは異なり、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure では、複数のノードで並列
に実行されるコンポーネントに対して別々のリソースが使われます。

リソースプロファイル
リソースはプロファイルによって定義されます。これは VCS リソースを定義する属性に似
ています。OCR には、アプリケーションリソースのプロファイル、依存関係、状態情報が含
まれます。

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のノードアプリケーション
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure はこれらのノードアプリケーションリソースを
使って、データベース、リスナー、仮想 IP アドレスなどの Oracle コンポーネントを管理し
ます。ノードアプリケーションリソースは Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のイ
ンストール時に作成されます。

Voting disk
投票ディスクとは、クラスタノードのメンバーシップを維持するために Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が使うハートビート機構です。
Oracle RAC 11g リリース 2 より前のバージョンでは、投票ディスクのデータは、各ノード
がアクセスできる共有 RAW ボリュームまたはクラスタファイルシステムに存在します。
Oracle RAC 11g リリース 2 では、投票ディスクのデータは、各ノードがアクセスできる
ASM またはクラスタファイルシステムに存在します。
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Oracle Clusterware クラスタ同期サービスデーモン（ocssd）は、クラスタノードメンバー
シップ情報とグループメンバーシップ情報を RAC インスタンスに提供します。各ノードで、
ocssd プロセスは 1 秒ごとにハートビートを投票ディスクに書き込みます。ノードが投票
ディスクにアクセスできない場合、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure は、クラス
タがスプリットブレイン状態であると判断し、ノードでパニックが発生して 1 つのサブクラス
タしか残りません。

Oracle Disk Manager
SF Oracle RAC には、データベース I/O をサポートするために Oracle から公開された
標準 API である Oracle Disk Manager（ODM）が必要です。SF Oracle RAC は Oracle
が I/O ライブラリとして使うことのできるライブラリを提供します。

ODM のアーキテクチャ
Veritas ODM ライブラリをリンクすると、Oracle は、ファイルシステム層ですべてのキャッ
シュとロックをバイパスし、RAW ボリュームと直接通信できます。SF Oracle RAC に ODM
を実装すると、簡単に管理できるファイルシステムをストレージで使いながら、RAW デバ
イスによる処理速度と同等の処理速度が生み出されます。
すべての ODM 機能は、クラスタ環境でも実行できます。各ノードは、他のノードに影響
を与える可能性がある操作を実行する前に、相互に通信します。たとえば、特定の名前
で新しいデータファイルを作成する前に、ODM は他のノードと通信して、そのファイル名
がすでに使用されているかどうかを確認します。

Veritas ODM の処理速度の拡張
Veritas ODM では、Oracle Disk Manager による次のようなパフォーマンス上のメリット
を活用できます。
■

ロックによってデータの整合性を確保できます。

■

システムコールとコンテキスト切り替えがわずかしかありません。

■

I/O 並列処理の機能が強化されています。

■

ファイルの作成とディスクの割り振りが効率化されています。

通常、ファイルシステムを使ったデータベースでは、さらに次のようなオーバーヘッドが発
生します。
■

基になっているディスクからファイルシステムのキャッシュにデータを読み込むときに、
CPU とメモリの使用量が増えます。この場合に必要なのは、ファイルシステムのキャッ
シュから Oracle のキャッシュにデータをコピーする処理です。

■

ファイルのロックによって、一度に 1 つの書き込みしか認められません。Oracle のロッ
クを活用することによって、行レベルのロックをきめ細かく制御できます。
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■

ファイルシステムは通常、I/O を実行するときに標準の Sync I/O ライブラリを使用しま
す。Oracle では、RAW デバイスで Kernel Async I/O（KAIO）ライブラリを使用する
ことによって、パフォーマンスを改善できます。

ODM 通信
ODM はクラスタ内の他のノード上の ODM インスタンスとの通信にポート d を使います。

RAC の機能拡張
Oracle RAC は、VCS によって提供されるいくつかのサポートサービスに依存します。キー
となる機能には、VCSMM（Veritas Cluster Server Membership Manager）、VCSIPC
（Veritas Cluster Server クラスタプロセス間通信）と LMX（LLT マルチプレクサ）があり
ます。

Veritas Cluster Server Membership Manager
RAC インスタンス間のロックを調整することによってデータの整合性を保護するため、
Oracle は、どのインスタンスがデータベースにアクティブにアクセスしているかを知る必
要があります。Oracle には、メンバーシップ情報を取得するための skgxn（System Kernel
Generic Interface Node Membership）と呼ばれる API が備わっています。SF Oracle
RAC では、Oracle RAC のインストール後に、Oracle にリンクされるライブラリとしてこの
API が実装されます。Oracle は、リンクされた skgxn ライブラリを使って、VCSMM に対
する ioctl 呼び出しを行います。続いて、この呼び出しがポート o で GAB と通信すること
によって、クラスタとインスタンスのメンバーシップ情報を取得します。

LLT マルチプレクサ
LMX モジュールは、skgxp モジュールから通信を受け取り、他のノード上の正しいインス
タンスの正しいプロセスにその通信を渡すためのカーネルモジュールです。LMX モジュー
ルは、他のノードにある複数のプロセス間の通信を多重化します。LMX は、負荷分散や
耐障害性などの LLT のすべての機能を利用します。
メモ: LLT マルチプレクサ（LMX）は、Oracle RAC 11g ではサポートされていません。

Veritas Cluster Server プロセス間通信
Oracle は、複数のインスタンスによる単一データベースへのアクセスを調整するために、
ノードやインスタンスの間で広範囲に通信を使います。Oracle は、Global Enqueue
Service のトラフィックのロックと、Global Cache Service の Cache Fusion に、プロセス
間通信（VCSIPC）を使います。SF Oracle RAC は、LLT を使ってクラスタ内の VCSIPC
をサポートし、LLT の優れた処理速度と耐障害性を利用します。
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Oracle には、下位の転送機構から Oracle を分離するために、VCSIPC 用の skgxp
（System Kernel Generic Interface Inter-Process Communications）API があります。
Oracle では、システム間のデータの転送方法を認識することなく、複数のプロセス間で
通信が行われます。クラスタの実装者は、Oracle を再設定することなく、ノード間の通信
で最高の処理速度を生み出すことができます。
SF Oracle RAC には skgxp 機能を実装するためのライブラリが用意されています。この
モジュールは、ioctl 呼び出しを使って LLT マルチプレクサ（LMX）と通信します。

Oracle とキャッシュフュージョントラフィック
プライベート IP アドレスが、キャッシュフュージョントラフィックのため、Oracle により必要
とされます。
インストールする Oracle RAC のバージョンに応じて、プライベートネットワーク構成を設
定するためのオプションは次のとおりです。
Oracle RAC 10g

データベース Cache Fusion トラフィックに Oracle UDP IPC または
VCSIPC/LMX/LLT を使います。
デフォルトでは、データベース Cache Fusion トラフィックは
VCSIPC/LMX/LLT を使う構成になっています。

Oracle RAC 11g

データベース Cache Fusion トラフィックに、必ず UDP IPC を使いま
す。

クラスタの状態の定期的評価
SF Oracle RAC には、SF Oracle RAC クラスタのコンポーネントと設定を評価する診断
ユーティリティがあります。このユーティリティを起動すると、クラスタコンポーネントの運用
情報をリアルタイムに収集し、システムコンソールにレポートを表示できます。クラスタの各
ノードでユーティリティを実行する必要があります。
このユーティリティは、次のコンポーネントの状態を評価します。
■

LLT（Low Latency Transport）

■

LLT マルチプレクサ（LMX）

■

I/O フェンシング

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure

■

PrivNIC

診断ユーティリティは、SF Oracle RAC のインストール時に
/opt/VRTSvcs/rac/healthcheck/healthcheck にインストールされます。
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このユーティリティは、設定ファイルからの情報を集める、または診断設定ファイルの
/opt/VRTSvcs/rac/healthcheck/healthcheck.cf に設定されたしきい値を読み込
むことで、コンポーネントの状態を判断します。
このユーティリティは、コンポーネントの運用状態がそのコンポーネントに対して設定され
た値に違反したとき、または状態のスコアがしきい値に近づくか超えたときに、警告メッ
セージを表示します。診断設定ファイルを修正して、しきい値を必要なレベルに設定でき
ます。
LMX、I/O フェンシング、PrivNIC、Oracle Clusterware コンポーネントに対する診断で
は、しきい値を使いません。
メモ: 必要に応じて、ORACLE_HOME と CRS_HOME のパラメータを、お使いの設定に合わせ
て設定ファイルに設定する必要があります。
表 1-5 では、しきい値の変更に関するガイドラインを示します。
表 1-5

しきい値の設定

要求

しきい値の設定

早く警告を検出するには

対応するしきい値を下げます。

警告を抑止するには

対応するしきい値を上げます。

注意: しきい値を非常に高くすると、クラスタで起こりうる問題点を
診断ユーティリティで予測できなくなる可能性があります。値が高
い場合は注意してください。

メモ: ユーティリティ実行のスケジュールを cron ジョブとして設定すると、クラスタの診断
評価を定期的に実行できます。
p.104 の 「クラスタの定期的診断のスケジュール設定」 を参照してください。
各コンポーネントで実行される診断の一覧の詳しい説明については、付録「SF Oracle
RAC診断の一覧」を参照してください。

Virtual Business Service について
VBS（Virtual Business Service）は、アレイ、ホスト、ファイルシステム、クラスタなどを単
一の統合エンティティとして管理できるアセットのコレクションです。
Veritas Operations Manager Virtual Business Services Availability Add-on を使っ
て、Virtual Business Service を作成、設定、管理できます。Virtual Business Service
は、異機種混在のオペレーティングシステムと仮想技術で実行中の複数階層のビジネス
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アプリケーションにおいて、継続的な高可用性を提供し、サービス中断の頻度と時間を減
少させます。
VBS Availability Add-on は、以前 Veritas Operations Manager Business Entity
Operations Add-on で使用できた機能を引き継ぎ、さらなる機能を追加しました。
メモ: VBS Availability Add-on を配備すると、Business Entity Operations Add-on
バージョン 3.1 と 4.0 を使用して作成されたすべてのアプリケーションのエンティティが
Virtual Business Service として使用できます。

Virtual Business Services の機能
VBS Availability Add-on を使って、次のタスクを実行できます。
■

Veritas Operations Manager のユーザーインターフェースから Virtual Business
Services を開始すること。Virtual Business Services が開始すると、関連付けられ
たサービスグループがオンラインになります。

■

Veritas Operations Manager のユーザーインターフェースから Virtual Business
Services を停止すること。Virtual Business Services が停止すると、関連付けられ
たサービスグループがオフラインになります。
Symantec ApplicationHA で管理下のアプリケーションは Virtual Business Service
の一部にできます。Symantec ApplicationHA では、VMware 仮想マシンのアプリ
ケーションを起動、停止、監視できます。
アプリケーションが VMWare 仮想マシンでホストされている場合、Virtual Business
Service が起動または停止されたときに仮想マシンが自動的に起動または停止され
るように、仮想マシンを設定できます。

■

サービスグループ関係を確立し、サービスがオンラインになる、そしてオフラインにな
る順序を設定してください。これにより、サービスグループは正しい順序でオンライン
状態になり、またはオフラインになります。この順序は、子サービスグループと呼ばれ
る他のサービスグループとのサービスグループ関係によって決まります。サービスグ
ループの依存関係の正しい順序を設定することは、ビジネス継続と高可用性の達成
のために重要です。

■

クラスタ間障害伝播によるエンドツーエンドの高可用性の管理。

■

Veritas Operations Manager または Virtual Business Service に加わるクラスタか
らの Virtual Business Service の管理。

■

災害発生時に Virtual Business Service 全体をリモートサイトにリカバリすること。

ただし、次の操作は VBS Availability Add-on では管理できません。
■

Veritas Cluster Server 管理コンソールを使って実行するサービスグループ操作。

■

コマンドラインインターフェースを使って実行するサービスグループ操作。
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■

Veritas Cluster Server Java 管理コンソールを使って実行するサービスグループ操
作。

メモ: 障害管理を有効にし、参加クラスタから Virtual Business Service を管理するに
は、クラスタノードに VRTSvbs パッケージをインストールする必要があります。

VBS 設定例
ここでは、複数階層のアプリケーションで構成する VBS の設定例を提供します。 図 1-13
は、3 つの異なるオペレーティングシステムと 3 つの異なるクラスタで動作するコンポーネ
ントに依存する財務アプリケーションを示します。
■

AIX オペレーティングシステムで動作するデータベースは、データベース階層を形成
します。

■

Linux オペレーティングシステム上で動作する WebLogic などのミドルウェアアプリ
ケーションは、中間階層を形成します。

■

Windows 仮想マシン上で実行される Web アプリケーションは、Web 階層を形成し
ます。
各階層には、独自の高可用性機構があります。たとえば、データベースには Symantec
Storage Foundation for Oracle RAC を、ミドルウェアアプリケーションには Veritas
Cluster Server を、Web サーバーには Symantec ApplicationHA を使うことができ
ます。
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図 1-13

VBS 設定例

財務ビジネスアプリケーションを起動するたびに、通常は、データベース、APP Svr、WEB
の順序でコンポーネントをオンラインにする必要があります。さらに、Web サーバーを起
動する前に、仮想マシンをオンラインにする必要があります。財務アプリケーションを停止
するには、逆の順序でコンポーネントをオフラインにする必要があります。ビジネスの観点
から、いずれかの階層が利用できなくなると、財務サービスは利用できなくなります。
ただし、財務アプリケーションを Virtual Business Service として設定すると、データベー
スを最初に起動してその後に WebLogic と Web アプリケーションを起動するように指定
できます。Virtual Business Service を停止すると、順序は自動的に逆になります。Virtual
Business Service を開始または停止するとき、サービスのコンポーネントは定義された順
序で開始または停止します。
Virtual Business Service について詳しくは、『仮想ビジネスサービス可用性のユーザー
ズガイド』を参照してください。

Veritas Operations Manager について
Storage Foundation と Cluster Server 環境の管理には Veritas Operations Manager
を使うことをお勧めします。

第 1 章 Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の概要
Symantec Operations Readiness Tools

Veritas Operations Manager は、Veritas Storage Foundation and High Availability
製品のための集中型の管理コンソールを提供します。Veritas Operations Manager を
使って、ストレージリソースを監視、視覚化、管理したり、レポートを生成したりすることが
できます。
Veritas Operations Manager は、http://go.symantec.com/vom から無料でダウン
ロードできます。
インストール、アップグレード、設定の手順について詳しくは、Veritas Operations
Manager のマニュアルを参照してください。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）のコンソールは Storage Foundation 製品
に含まれなくなりました。VEA を使って続行する場合は、ソフトウェアバージョンを
http://go.symantec.com/vcsm_download からダウンロードできます。Veritas Storage
Foundation Management Server は非推奨です。
Cluster Manager（Java コンソール）を使ってシングルクラスタを管理する場合は、該当
するバージョンを http://go.symantec.com/vcsm_download からダウンロードできま
す。Java コンソールを使ってこのリリースの新しい機能を管理することはできません。
Veritas Cluster Server Management Console は非推奨です。

Symantec Operations Readiness Tools
Symantec Operations Readiness Tools (SORT) は、最も時間のかかる管理タスクの一
部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンターをさらに効率
的に管理し、シマンテック製品を最大限に活用できるようになります。
SORT は機能の広いセットの中で、次の実行を可能にします。
■

シマンテック社のエンタープライズ製品をインストールまたはアップグレードするため
に、サーバーを準備する方法を記述するサーバー固有のレポートを生成します。

■

パッチ、エージェントとマニュアルを含む最新の製品情報を記載した単一のサイトに
アクセスします。

■

パッチ、マニュアルとアレイ特定のモジュールへの変更に関する自動電子メールの通
知を作成してください。

SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com
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2
SF Oracle RAC とそのコン
ポーネントの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

管理SF Oracle RAC

■

VCS の管理

■

I/O フェンシングの管理

■

CP サーバーの管理

■

CFS の管理

■

CVM の管理

■

ブート環境の管理

■

SF Oracle RAC のグローバルクラスタの管理

管理SF Oracle RAC
ここでは、次の SF Oracle RAC 管理タスクの手順について説明します。
■

環境変数の設定
p.90 の 「環境変数の設定」 を参照してください。

■

各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止
p.91 の 「各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止」 を参照してください。

■

Oracle パッチの適用
p.95 の 「Oracle パッチの適用」 を参照してください。

■

Veritas Volume Manager または Veritas File System のパッチのインストール
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p.97 の 「Veritas Volume Manager、Veritas File System、または ODM のパッチ
の SF Oracle RAC ノードへのインストール」 を参照してください。
■

オペレーティングシステムの更新の適用
p.97 の 「オペレーティングシステムの更新の適用」 を参照してください。

■

データベースごとの LMX トラフィックの指定
p.98 の 「データベースごとの LMX トラフィックの指定」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC クラスタへのストレージの追加
p.100 の 「SF Oracle RAC クラスタへのストレージの追加」 を参照してください。

■

ストレージ障害からの回復
p.101 の 「ストレージ障害からのリカバリ」 を参照してください。

■

Symantec NetBackup を使用した Oracle データベースのバックアップと復元
p.102 の 「Symantec NetBackup を使用した Oracle データベースのバックアップと
復元」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC クラスタの処理効率の向上
p.102 の 「SF Oracle RAC クラスタの処理効率の向上」 を参照してください。

■

オフホスト処理のスナップショットの作成
p.103 の 「オフホスト処理のスナップショットの作成」 を参照してください。

■

SmartTier による効率的なデータベースストレージ管理
p.103 の 「SmartTier による効率的なデータベースストレージ管理」 を参照してくださ
い。

■

シンプロビジョニングと SmartMove によるデータベースストレージの最適化
p.103 の 「シンプロビジョニングと SmartMove によるデータベースストレージの最適
化」 を参照してください。

■

クラスタの定期的診断のスケジュール設定
p.104 の 「クラスタの定期的診断のスケジュール設定」 を参照してください。

■

クラスタのノードの検証
p.104 の 「クラスタのノードの検証」 を参照してください。

SF Oracle RAC の管理中に問題が起きた場合について詳しくは、トラブルシューティン
グの項を参照してください。

環境変数の設定
.profile ファイル（または他のシステムの適切なシェルセットアップファイル）で MANPATH
変数を設定して、マニュアルページを表示できるようにします。
使用しているシェルに応じて、次のうち 1 つを入力します。
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sh、ksh、bash の場合

# MANPATH=/usr/share/man:/opt/VRTS/man
# export MANPATH

各システムの .profile ファイル（または各自のシステムに合ったシェルセットアップファイ
ル）に PATH 環境変数を設定して、インストールと他のコマンドを実行します。
使用しているシェルに応じて、次のうち 1 つを入力します。
sh、ksh、bash の場合

# PATH=/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:¥
/opt/VRTS/bin¥
$PATH; export PATH

各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止
SF Oracle RAC インストーラを使うか、または手動で、クラスタ内の各ノード上の SF Oracle
RAC を起動または停止できます。
SF Oracle RAC を起動するに インストーラを使う場合
は
p.91 の 「SF Oracle RAC インストーラを使った SF Oracle RAC の
起動」 を参照してください。
手動の場合
p.92 の 「手動による各ノードでの SF Oracle RAC の起動」 を参照
してください。
SF Oracle RAC を停止するに インストーラを使う場合
は
p.93 の 「SF Oracle RAC インストーラを使った SF Oracle RAC の
停止」 を参照してください。
手動の場合
p.93 の 「手動による各ノードでの SF Oracle RAC の停止」 を参照
してください。

SF Oracle RAC インストーラを使った SF Oracle RAC の起動
-start オプションを指定して SF Oracle RAC インストーラを実行し、各ノードで SF Oracle

RAC を起動します。
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SF Oracle RAC インストーラを使って SF Oracle RAC を起動するには

1

クラスタのいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

SF Oracle RAC を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -start galaxy nebula

手動による各ノードでの SF Oracle RAC の起動
次の手順に従って、各ノードで SF Oracle RAC を手動で起動します。
各ノードで SF Oracle RAC を手動で起動するには

1

各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

LLT を起動します。
# svcadm enable llt

3

GAB を起動します。
# svcadm enable gab

4

フェンシングを起動します。
# svcadm enable vxfen

5

VCSMM を起動します。
# svcadm enable vcsmm

6

LMX を起動します。
# svcadm enable lmx

7

ODM を起動します。
# svcadm enable vxodm
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8

VCS、CVM と CFS を起動します。
# hastart

9

すべての GAB ポートが動作中であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
564004 membership 01
Port b gen
564008 membership 01
Port d gen
564009 membership 01
Port f gen
564024 membership 01
Port h gen
56401a membership 01
Port o gen
564007 membership 01
Port u gen
564021 membership 01
Port v gen
56401d membership 01
Port w gen
56401f membership 01
Port y gen
56401c membership 01

SF Oracle RAC インストーラを使った SF Oracle RAC の停止
-stop オプションを指定して SF Oracle RAC インストーラを実行し、各ノードで SF Oracle

RAC を停止します。
SF Oracle RAC インストーラを使って SF Oracle RAC を停止するには

1

クラスタのいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

VCS を停止します。
# hastop -all

3

SF Oracle RAC を停止します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -stop galaxy nebula

手動による各ノードでの SF Oracle RAC の停止
次の手順に従って、各ノードで SF Oracle RAC を手動で停止します。
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各ノードで SF Oracle RAC を手動で停止するには

1

Oracle データベースを停止します。
Oracle RAC インスタンスが VCS で管理されている場合は、root ユーザーとしてロ
グインし、サービスグループをオフラインにします。
# hagrp -offline oracle_group -sys node_name

Oracle のデータベースインスタンスが VCS で管理されていない場合は、いずれか
のノードに Oracle ユーザーとしてログインしてインスタンスを停止します。
Oracle RAC 11.2.0.2 の場合:
$ srvctl stop instance -d db_name ¥
-n node_name

Oracle RAC 11.2.0.1 以前のバージョンの場合:
$ srvctl stop instance -d db_name ¥
-i instance_name

2

VCS 制御下で設定されていないものの、VCS によって制御される Oracle RAC また
はリソースに依存するすべてのアプリケーションを停止します。アプリケーションを停
止するにはネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

3

マウント済みの共有ファイルシステムまたは共有ボリュームを使うプロセスが 1 つも
実行されていないことを確認します。
# mount -v | grep vxfs
# fuser -cu /mount_point

VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount /mount_point

4

VCS サービスグループをオフラインにします。
# hagrp -offline group_name -sys node_name

VCS サービスグループがオフラインであることを確認します。
# hagrp -state group_name
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5

VCS、CVM と CFS を停止します。
# hastop -local

ポート「f」、「u」、「v」、「w」、「y」、「h」がクローズされたことを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
761f03 membership 01
Port b gen
761f08 membership 01
Port d gen
761f02 membership 01
Port o gen
761f01 membership 01

6

ODM を停止します。
# svcadm disable -t vxodm

7

LMX を停止します。
# svcadm disable -t lmx

8

VCSMM を停止します。
# svcadm disable -t vcsmm

9

フェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

10 GAB を停止します。
# svcadm disable -t gab

11 LLT を停止します。
# svcadm disable -t llt

Oracle パッチの適用
Oracle RAC パッチまたはパッチセットソフトウェアをインストールする前に、次の点に注
意してください。
■

サポートされる Oracle RAC パッチとパッチセットについての最新の情報を確認しま
す。
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http://entsupport.symantec.com/docs/280186
■

Oracle RAC ソフトウェアのベースバージョンがインストールされている必要がありま
す。

Oracle パッチを適用するには

1

Oracle のリソースと cssd のリソースを含んでいるサービスグループをフリーズしま
す。
# hagrp -freeze grp_name

2

Oracle データベースを停止します。
データベースインスタンスが VCS によって管理されていない場合は、クラスタ内の
ノードの 1 つで次を実行します。
$ srvctl stop database -d db_name

データベースインスタンスが VCS で管理されている場合、対応する VCS サービス
グループをオフラインにします。スーパーユーザーとして、次のように入力します。
# hagrp -offline group_name -any

3

Oracle RAC のインストールに必要なパッチまたはパッチセットをインストールします。
手順については、パッチまたはパッチセットに付属する Oracle のマニュアルを参照
してください。

4

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle ライブラリを再リンクします。
手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設
定ガイド』を参照してください。

5

Oracle データベースを起動します。
データベースインスタンスが VCS によって管理されていない場合は、クラスタ内の
ノードの 1 つで次を実行します。
$ srvctl start database -d db_name

データベースインスタンスが VCS で管理されている場合、対応する VCS サービス
グループをオンラインにします。スーパーユーザーとして、次のように入力します。
# hagrp -online group_name -any
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Veritas Volume Manager、Veritas File System、または ODM のパッチ
の SF Oracle RAC ノードへのインストール
クラスタの各ノードで、Veritas Volume Manager、Veritas File System、または ODM
のパッチをインストールする手順を実行します。
SF Oracle RAC ノードに Veritas Volume Manager、Veritas File System、または ODM
パッチをインストールするには

1

root ユーザーとしてログインします。

2

各ノードで SF Oracle RAC を停止します。
p.93 の 「SF Oracle RAC インストーラを使った SF Oracle RAC の停止」 を参照して
ください。

3

VxVM、VxFS、または ODM のパッチをそれぞれのパッチマニュアルの説明に従っ
てインストールします。

4

VCS で管理されていないアプリケーションがある場合は、ネーティブのアプリケーショ
ンコマンドを使ってアプリケーションを手動で起動してください。

オペレーティングシステムの更新の適用
オペレーティングシステムのベースバージョンに更新を適用する必要がある場合は、クラ
スタの各ノードに対して一度に 1 ノードずつ、この項の手順を実行してください。
オペレーティングシステムの更新を適用するには

1

ノードに root ユーザーとしてログインし、/opt/VRTS/install にディレクトリを変更
します。
# cd /opt/VRTS/install

2

VCS サービスグループをオフラインにします。
# hagrp -offline grp_name -sys node_name

3

SF Oracle RAC を停止します。
# ./installsfrac -stop

4

オペレーティングシステムをアップグレードします。
手順については、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。
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5

オペレーティングシステムのアップグレード後にノードを再ブートしていない場合は
再ブートします。
# shutdown -g0 -i6 -y

6

クラスタの各ノード上で、すべての手順を繰り返します。

データベースごとの LMX トラフィックの指定
lmxdbstat ユーティリティを使って、データベーストラフィックに使われる LMX 帯域幅を

データベースごとに指定します。このユーティリティは /sbin/lmxdbstat にあります。
このユーティリティは次の情報を報告します。
■

LMX プロトコルの状態

■

データベースインスタンスごとに定期的間隔（パケットとキロバイト単位）で送受信され
た LMX ポートとバッファトラフィック。複数のデータベース間のデータベーストラフィッ
クを比較する場合は、複数のデータベースを指定します。

■

1 つのデータベースプロセスに対して定期的間隔（パケットとキロバイト単位）で送受
信された LMX ポートとバッファトラフィック。

メモ: 特定のデータベースインスタンスまたはデータベースプロセスの統計データを表示
するコマンドが最初に実行されたときに、LMX の統計データの収集は無効になります。
次のコマンドを実行すると、LMX 統計データの収集が有効になります。
# lmxdbstat -z 1

このユーティリティでは、lmxstat から LMX 統計データを収集し、そのデータをデータ
ベース用に編集するため、合計処理時間は報告された時間を超える場合があります。ま
た、一時的な Oracle プロセスが断続的に LMX 帯域幅とインスタンス固有のプロセスを
消費したが、統計データの収集時に帯域幅を使用しなかった場合に、あるデータベース
に報告された利用率（パーセント）がわずかに変わることがあります。
コマンドの詳しい説明については、lmxdbstat（1M）を参照してください。
コマンドの形式は次の通りです。
# lmxdbstat [-v] [-?|-h] [-p <pid>] [-d <dbname>] ¥
[interval [count]]
# lmxdbstat -z <0/1>

各オプションの説明
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-v

直近の 1 秒、10 秒、30 秒間の LMX トラフィックの詳しい出力情報を表
示します。

-p pid

データベースプロセスの統計データを表示します。プロセスのプロセス
ID を指定する必要があります。

-d dbname

データベースの統計データを表示します。複数のデータベース間のデー
タベーストラフィックを比較する場合は、複数のデータベースを指定しま
す。

-z

0: LMX 統計の収集を終了します。
1: LMX 統計の収集を開始します。

interval

データベースの LMX 統計データを収集する時間を秒単位で指定しま
す。
デフォルト値は 0 です。

count

データベースの LMX 統計データを収集する回数を指定します。
デフォルト値は 1 です。

メモ: LMX 統計データの収集が有効になっていることを確認します。有効でないと「LMX
stats collection not enabled.」のエラーが出て、このコマンドは失敗します。
表 2-1 は様々なシナリオにおけるコマンドの使用方法の一覧です。
表 2-1
シナリオ

データベースの LMX トラフィックを表示する lmxdbstat ユーティリティ
の使用方法
コマンド

すべてのデータベースの # lmxdbstat
LMX トラフィックを表示する
には
特定のデータベースインス # lmxdbstat -d db_name
タンスの LMX トラフィックを
表示するには
複数のデータベース間のト # lmxdbstat -d db_name1 db_name2
ラフィックを比較するには
特定のデータベースプロセ # lmxdbstat -p pid
スの LMX トラフィックを表
示するには
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シナリオ

コマンド

特定のデータベースまたは # lmxdbstat interval count
すべてのデータベースに対
して、特定の間隔または頻 たとえば、すべてのデータベースの LMX 統計データを 10 秒間隔ご
度の統計データを収集す とに 3 回収集するには
るには
# lmxdbstat 10 3

SF Oracle RAC クラスタへのストレージの追加
次の方法で SF Oracle RAC クラスタにストレージを追加できます。
ディスクグループのボリューム領域を拡張する

ファイルシステムが入っているボリュームの長さ
を変更するには、vxresize コマンドを使いま
す。このコマンドは、指定されたボリュームの利
用可能なディスク領域に自動的に位置づけ、後
で使用するためにディスクグループの未使用領
域を解放します。
さまざまなオプションについては vxresize
（1M）マニュアルページを参照してください。
p.101 の 「ディスクグループのボリューム領域を拡
張してストレージを SF Oracle RAC クラスタに追
加するには」 を参照してください。

ディスクグループにディスクを追加する

vxdg コマンドを使って、ディスクグループにディ
スクを追加します。
さまざまなオプションについては vxdg（1M）の
マニュアルページを参照してください。
p.101 の 「ディスクグループにディスクを追加して
ストレージを SF Oracle RAC クラスタに追加する
には」 を参照してください。
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ディスクグループのボリューム領域を拡張してストレージを SF Oracle RAC クラスタに追
加するには

1

既存ボリュームの拡大ができる容量を指定します。
# vxassist [-g diskgroup] maxsize

たとえば、ディスクグループ oradatadg のボリューム oradatavol の拡大可能な最
大サイズ、指定された属性、利用可能な空きストレージを確認するには、次のように
指定します。
# vxassist -g oradatadg maxsize

2

必要に応じて、ボリュームを拡張します。ボリュームの新しいサイズを指定することで
（新しいサイズには、追加する容量を加えた値を指定する必要があります）、既存ボ
リュームを特定の容量に拡大できます。既存ボリュームに追加する追加容量を指定
することで、特定の容量だけボリュームを拡大することもできます。
あるボリュームを任意 たとえば、ディスクグループ oradata_dg に含まれる、サイズが 10
の容量に拡張するに GB のボリューム oradata_vol を 30 GB に拡大するには、次のよう
は
に指定します。
# vxresize -g oradata_dg ¥
oradata_vol 30g
特定の容量だけボ
たとえば、ディスクグループ oradata_dg に含まれる、サイズが 10
リュームを拡張するに GB のボリューム oradata_vol を 10 GB 拡張するには、次のように
は
指定します。
# vxresize -g oradata_dg ¥
oradata_vol +10g

ディスクグループにディスクを追加してストレージを SF Oracle RAC クラスタに追加する
には
◆

ディスクグループにディスクを追加します。
# vxdg -g dg_name adddisk disk_name

ストレージ障害からのリカバリ
Veritas Volume Manager（VxVM）では、ディスクおよび他のハードウェアの障害からシ
ステムを保護し、リカバリできるようにします。リカバリ手順では、データ損失や、ディスクお
よびその他のハードウェア障害によるシステムアクセスを回避できます。
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様々な障害とリカバリのシナリオに関する情報については、『Veritas Volume Manager
トラブルシューティングガイド』を参照してください。

Symantec NetBackup を使用した Oracle データベースのバックアップと
復元
NetBackup は、Oracle Recovery Manager（RMAN）のデータベースのバックアップと
回復機能を NetBackup のバックアップと回復管理機能と統合します。Oracle の
NetBackup では、長期のアーカイブと取り込みに対して XML 形式の Oracle データを
エクスポートおよびインポートすることもできます。
詳細と手順については、『Symantec NetBackup for Oracle Administrator's Guide』
を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタの処理効率の向上
SF Oracle RAC クラスタの処理効率に影響を与えるクラスタ化の主要コンポーネントは、
次のとおりです。
■

カーネルコンポーネント（特に LLT と GAB）

■

VCS エンジン（had）

■

VCS エージェント

各 VCS エージェントプロセスには、エージェントフレームワークとエージェント機能の 2 つ
のコンポーネントがあります。エージェントフレームワークには、HAD との通信、複数のリ
ソースのマルチスレッド、スレッドのスケジューリングおよび関数の呼び出しなど、一般的
な機能が備わっています。エージェント機能は、エージェントに固有の機能を実装するも
のです。処理速度の監視や向上のためにクラスタコンポーネントが提供する様々なオプ
ションについては、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』の「VCS 処理速度に関する
注意事項」の章を参照してください。
Veritas Volume Manager では、使用可能なハードウェアのデータストレージのレイアウ
トを最適化して、システムの処理効率を向上できます。処理効率を向上させるための
Veritas Volume Manager のチューニングについて詳しくは、『Veritas Storage
Foundation 管理者ガイド』の「処理効率の監視とチューニング」の章を参照してください。
Veritas Volume Replicator Advisor（VRAdvisor）は、Veritas Volume Replicator
（VVR）の最適な設定を判断するうえで役に立つ計画用ツールです。VRAdvisor のイン
ストールと、データ収集とデータ解析のプロセスを使った各種パラメータの評価について
は、『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions のレプリケーショ
ンの管理者ガイド』を参照してください。
バックアップ用にスナップショットファイルシステムをマウントすると、コピーオンライトを実
行してスナップショットからデータブロックを読み取るために大量のリソースが使われるた
め、システムの負荷が増大します。このような場合、クラスタのスナップショットを使ってオ
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フホストバックアップを行うことができます。オフホストバックアップは、プライマリサーバー
でのバックアップアプリケーションによる負荷を軽減します。スナップショット全体のオー
バーヘッドに比べて、リモートスナップショットからのオーバーヘッドは小さくて済みます。
したがって、比較的負荷の少ないノードからスナップショットをマウントして、バックアップ
アプリケーションを実行すると、クラスタ全体のパフォーマンスに効果があります。

オフホスト処理のスナップショットの作成
変動するデータの特定の瞬間における PITC（Point-In-Time Copy）をキャプチャできま
す。PITC を使うと、重要なデータの可用性を維持したまま、システムのバックアップ、アッ
プグレード、その他の保守タスクを実行できます。必要な場合は、PITC の処理の負荷を
別のホストに移し、実稼動サーバーでのシステムリソースの競合を防止できます。
オフホスト処理のスナップショットの作成方法について詳しくは、『Veritas Storage
Foundation and High Availability ソリューションガイド』を参照してください。

SmartTier による効率的なデータベースストレージ管理
SmartTier は、データ使用上の必要条件に基づいてデータストレージの一致処理を行
います。データの一致処理が終了すると、データの使用上の必要条件と、ストレージ管理
者またはデータベース管理者（DBA）により定義された他の必要条件に応じてこのデー
タが再配置されます。このテクノロジを使うと、データベース管理者が、使用頻度の低い
データをより低速で安価なディスクに移動してデータを管理できるようになります。また、
頻繁に利用されるデータをより高速のディスクに保持してすばやく検索できるようにする
ことも可能です。
SmartTier を使って効率的にデータベースストレージを管理する手順については、
『Veritas Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle
Databases』を参照してください。

シンプロビジョニングと SmartMove によるデータベースストレージの最
適化
シンプロビジョニングは、ストレージのプロビジョニングを自動化することでストレージの使
用を最適化するストレージアレイの機能です。Storage Foundation の SmartMove 機
能では、どのブロックにデータがあるかを VxFS（Veritas File System）が VxVM（Veritas
Volume Manager）に通知します。VxVM は移行用のコピーエンジンとして、空の領域
はコピーせずに、使われているブロックのみをコピーすることで、シンストレージの使用を
最適化します。
シンプロビジョニングと SmartMove を使って効率的にデータベースストレージを管理す
る手順については、『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions
ガイド』を参照してください。
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クラスタの定期的診断のスケジュール設定
診断ユーティリティを手動でいつでも起動したり、cron ジョブとして実行したりできます。
診断が警告なしで終了すると、次のメッセージが表示されます。
Success: The SF Oracle RAC components are working fine on this node.

手動で診断を起動する場合は、クラスタの各ノードでこのユーティリティを実行します。検
査の結果はコンソールに表示されます。
クラスタ上で診断を実行するには

1

クラスタの各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

vi または任意のテキストエディタを使って、インストールのセットアップ内容に応じて

診断パラメータを修正します。
メモ: ORACLE_HOME パラメータと CRS_HOME パラメータを、お使いの設定に合
わせて設定ファイルに設定する必要があります。
# cd /opt/VRTSvcs/rac/healthcheck/
# vi healthcheck.cf

3

診断ユーティリティを実行します。
# ./healthcheck

クラスタの定期的診断のスケジュールを設定する場合は、クラスタの各ノードで実行する
cron ジョブを作成します。診断レポートをファイルにリダイレクトします。

クラスタのノードの検証
表 2-2 は、クラスタ内のノードの定期的な検証に使用できる各種オプションの一覧です。
表 2-2

クラスタのノードを検証するためのオプション

検査の種類

説明

SORT（Symantec
Operations Readiness
Tools）

インストール、設定、アップグレード、パッチの更新、その他の定期的
な管理作業などを行う前後に、SORT（Symantec Operations
Readiness Tools）を使ってシステムの評価を行います。このユーティ
リティは、クラスタの問題点を診断して解決することができる、互換性と
操作に関する多くの検査をクラスタ上で実行します。このユーティリティ
は新しい機能と拡張項目で定期的に更新されます。
ユーティリティのダウンロードについて詳しくは、
http://sort.symantec.com を参照してください。
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検査の種類

説明

SF Oracle RAC のインス インストール、設定、アップグレード、パッチの更新、他の定期的な管
トールと設定に関する検査 理作業などを行う前後に、SF Oracle RAC インストーラの［SF Oracle
RAC Installation and Configuration Checks］オプションを使ってシ
ステムを評価します。通常このユーティリティは、SF Oracle RAC の新
バージョンがリリースされるときに更新されます。
インストーラによる確認を使用してクラスタを検証するには
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガ
イド』を参照してください。
SF Oracle RAC の検診

SF Oracle RAC は、SF Oracle RAC クラスタのコンポーネントの機能
状態を検査する診断ユーティリティを提供します。このユーティリティ
を起動すると、クラスタコンポーネントの運用情報をリアルタイムに収
集し、システムコンソールにレポートを表示できます。クラスタの各ノー
ドでユーティリティを実行する必要があります。
定期的な診断をスケジュール設定するには
p.82 の 「クラスタの状態の定期的評価」 を参照してください。

VCS の管理
ここでは、次の VCS 管理タスクの手順について説明します。
■

利用可能な Veritas デバイスおよびドライバの表示
p.106 の 「利用可能な Veritas デバイスドライバの表示」 を参照してください。

■

VCS の起動と停止
p.106 の 「VCS の起動と停止」 を参照してください。

■

VCS モジュールを起動および停止するための環境変数
p.106 の 「VCS モジュールを起動および停止するための環境変数」 を参照してくださ
い。

■

LLT リンクの追加と削除
p.108 の 「LLT リンクの追加と削除」 を参照してください。

■

クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンの表示
p.114 の 「クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンの表示」 を参照してください。

■

LLT 配下の集約インターフェースの設定
p.112 の 「LLT 配下の集約インターフェースの設定」 を参照してください。

■

LLT の宛先ベースの負荷分散の設定
p.115 の 「LLT の宛先ベースの負荷分散の設定」 を参照してください。

■

インテリジェントなリソース監視の有効化と無効化
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p.116 の 「エージェントのインテリジェントなリソースの監視の手動による有効化と無効
化」 を参照してください。
■

AMF カーネルドライバの管理
p.118 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

VCS の管理中に問題が起きた場合について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』のトラブルシューティングの項を参照してください。

利用可能な Veritas デバイスドライバの表示
利用可能な Veritas デバイスを表示するには:
# modinfo|grep -i vx

メモリにロードされたデバイスを表示するには、次の例で示されているように modinfo コ
マンドを実行します。
次に例を示します。
「gab」ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認する場合
# modinfo|grep gab
228 7b600000

53808 314

1

gab (GAB device 5.1SP1)

VCS の起動と停止
各ノードで VCS を起動するには
# hastart

各ノードで VCS を停止するには
# hastop -local

また、コマンド hastop -all も使えますが、VCS を再起動する前に、ポート 'h' が閉じる
のを待ってください。

VCS モジュールを起動および停止するための環境変数
AMF、LLT、GAB、VxFEN、VCS エンジンの起動と停止の環境変数は、システムの再起
動中にこれらのモジュールを起動する、またはシステムの停止処理中にこれらのモジュー
ルを停止するときの VCS のデフォルトの動作を定義します。
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メモ: AMF、LLT、GAB、VxFEN、VCS エンジンの起動と停止は互いに依存関係にありま
す。SF Oracle RAC のクリーンな起動または停止のためには、これらの全モジュールを対
象に起動モードと停止モードを有効または無効にする必要があります。
表 2-3 では、VCS の起動と停止の変数について説明します。
表 2-3

VCS の起動と停止の環境変数

環境変数

定義とデフォルト値

AMF_START

AMF ドライバの起動モード。デフォルトでは、AMF ドライバの起動はシス
テムの再ブート後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/amf
デフォルト: 1

AMF_STOP

AMF ドライバの停止モード。デフォルトでは、AMF ドライバの停止はシス
テムの停止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/amf
デフォルト: 1

LLT_START

LLT の起動モード。デフォルトでは、LLT の起動はシステムの再ブート後
に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/llt
デフォルト: 1

LLT_STOP

LLT の停止モード。デフォルトでは、LLT の停止はシステムの停止の間
に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/llt
デフォルト: 1

GAB_START

GAB の起動モード。デフォルトでは、GAB の起動はシステムの再ブート
後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/gab
デフォルト: 1
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環境変数

定義とデフォルト値

GAB_STOP

GAB の停止モード。デフォルトでは、GAB の停止はシステムの停止の間
に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/gab
デフォルト: 1

VXFEN_START

VxFEN の起動モード。デフォルトでは、VxFEN の起動はシステムの再
ブート後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vxfen
デフォルト: 1

VXFEN_STOP

VxFEN の停止モード。デフォルトでは、VxFEN の停止はシステムの停
止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vxfen
デフォルト: 1

VCS_START

VCS エンジンの起動モード。デフォルトでは、VCS エンジンの起動はシ
ステムの再ブート後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vcs
デフォルト: 1

VCS_STOP

VCS エンジンの停止モード。デフォルトでは、VCS エンジンの停止はシ
ステムの停止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vcs
デフォルト: 1

LLT リンクの追加と削除
SF Oracle RAC のクラスタでは、Oracle Clusterware のハートビートリンクは LLT リンク
として設定する必要があります。Oracle Clusterware と LLT が通信用に異なるリンクを
使用する場合、VCS と Oracle Clusterware 間でのメンバーシップ変更は正しく調整され
ません。たとえば、Oracle Clusterware リンクが停止した場合、CVM および CFS がノー
ド障害を検出する前であっても、Oracle Clusterware は css-misscount 間隔の経過後
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1 つのノードセットを終了し、Oracle Clusterware およびデータベースリカバリを開始し
ます。このような未調整のリカバリはデータの破損を引き起こす場合があります。
プライベート相互接続での Oracle の通信に追加の容量が必要な場合、LLT リンクを追
加できます。同一の物理ネットワークに接続しているインターフェースのネットワーク ID は
一致する必要があります。PrivNIC または MultiPrivNIC 設定で指定したインターフェー
スは、LLT 設定に使われていたインターフェースとまったく同じ名前と合計数にします。
LLT が動作しているとき、lltconfig コマンドを使って LLT リンクを追加または削除でき
ます。
クライアントが接続している間も、LLT リンクを追加または削除できます。
詳しくは、lltconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。
メモ: LLT リンクを追加または削除するとき、GAB または高可用性デーモン（had）を終了
する必要はありません。変更はすぐに適用されますが、再起動時にもとに戻ります。変更
を継続させるには、/etc/llttab ファイルを更新する必要もあります。
LLT リンクを追加するには

1

LLT リンクタイプに応じて、次のコマンドを実行して LLT リンクを追加します。
■

ether リンクタイプ:
# lltconfig -t devtag -d device
[-b ether ] [-s SAP] [-m mtu]

■

UDP リンクタイプ:
# lltconfig -t devtag -d device
-b udp [-s port] [-m mtu]
-I IPaddr -B bcast

■

UDP6 リンクタイプ:
# lltconfig -t devtag -d device
-b udp6 [-s port] [-m mtu]
-I IPaddr -B mcast

各オプションの説明
devtag

リンクを識別するタグ。
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デバイス

インターフェースのネットワークデバイスパス。
ether リンクタイプの場合、パスの直後にコロン（:）が入り、リンクするため
に LLT が使う単位または PPA を指定する整数が続けて入ります。
udp および udp6 リンクタイプの場合、device は udp および udp6 デバ
イスパスです。

bcast

udp リンクタイプの場合のブロードキャストアドレス。

mcast

udp6 リンクタイプの場合のマルチキャストアドレス。

IPaddr

udp および udp6 リンクタイプの場合の IP アドレス。

SAP

ether リンクタイプの場合にネットワークリンク上でバインドする SAP。

port

udp および udp6 リンクタイプの場合のポート。

mtu

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

次に例を示します。
■

ether リンクタイプ:
# lltconfig -t bge3 -d /dev/bge:3 -s 0xcafe -m 1500

■

UDP リンクタイプ:
# lltconfig -t link1 -d /dev/udp -b udp
-I 192.1.2.255 -B 192.1.2.255

■

UDP6 リンクタイプ:
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# lltconfig -t link1 -d /dev/udp6
-b udp6 -I 2000::1

2

リンクの障害時にフェールオーバーターゲットとして PrivNIC か MultiPrivNIC 下
でリンクを設定する場合は、PrivNIC または MultiPrivNIC の設定を次のように修
正します。
# haconf -makerw
# hares -modify resource_name Device device
device_id [-sys hostname]
# haconf -dump -makero

次は PrivNIC 下でリンクを設定する例です。
次の通り、2 つの LLT リンクを PrivNIC 下で設定するものとします。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { bge1 = 0, bge2 = 1 }
Device@nebula = { bge1 = 0, bge2 = 1 }
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)

PrivNIC 下で新しい LLT リンクを設定するには、次のコマンドを実行します。
# haconf -makerw
# hares -modify ora_priv Device bge1 0 bge2 1 bge3 2 -sys galaxy
# hares -modify ora_priv Device bge1 0 bge2 1 bge3 2 -sys nebula
# haconf -dump -makero

これで、更新された PrivNIC のリソースは次のようになります。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { bge1 = 0, bge2 = 1, bge3 = 2 }
Device@nebula = { bge1 = 0, bge2 = 1, bge3 = 2 }
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)
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LLT リンクを削除するには

1

削除するリンクが PrivNIC または MultiPrivNIC のリソースとして設定されている場
合、そのリソース設定を変更してからリンクを削除する必要があります。
リンクの障害時にフェールオーバーターゲットとして PrivNIC または MultiPrivNIC
下でリンクを設定した場合は、PrivNIC または MultiPrivNIC の設定を次のように修
正します。
# haconf -makerw
# hares -modify resource_name Device link_name ¥
device_id [-sys hostname]
# haconf -dump -makero

たとえば、リンク bge1、bge2、bge3 が PrivNIC リソースとして設定され、bge3 を削
除する場合。
# haconf -makerw
# hares -modify ora_priv Device bge1
0 ¥
bge2
1

ここで、bge1 と bge2 はクラスタに残しておきたいリンクです。
# haconf -dump -makero

2

LLT 配下に設定されたネットワークリンクを削除するには、次のコマンドを実行しま
す。
# lltconfig -u devtag

LLT 配下の集約インターフェースの設定
VCS をインストールし、設定した後で集約インターフェースを使うために LLT を設定する
場合、次のいずれかの方法を使えます。
■

/etc/llttab ファイルを編集する
この方法では LLT を停止する必要があります。集約インターフェースの設定は再起
動後も変化しません。

■ lltconfig

コマンドを実行する

この方法では、LLT を停止せずに集約インターフェースを設定できます。ただし、再
起動すると変更内容は失われます。
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/etc/llttab ファイルを編集して LLT 配下の集約インターフェースを設定するには

1

LLT が実行している場合は、依存関係にある他のモジュールを停止した後、LLT を
停止します。
# svcadm disable -t llt

p.91 の 「各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止」 を参照してください。

2

/etc/llttab ファイルに次のエントリを追加して集約インターフェースを設定します。
link tag device_name systemid_range link_type sap mtu_size
tag

リンクを識別するタグ。

device_name

集約インターフェースのネットワークデバイスパス。
パスの直後にコロン（:）が入り、リンクするために LLT が使う単位または
PPA を指定する整数が続けて入ります。

systemid_range

コマンドが有効であるシステムの範囲。
すべてのシステムでリンクコマンドを有効にする場合は、ハイフン（-）を
指定します。

link_type

リンクタイプは ether である必要があります。

sap

ネットワークリンク上でバインドする SAP。
デフォルトは 0xcafe です。

mtu_size

3

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

LLT を再起動して変更内容を有効にします。手順 1 で停止した依存関係にある他
のモジュールを再起動します。
# svcadm enable -t llt

p.91 の 「各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止」 を参照してください。
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lltconfig コマンドを使って LLT 配下の集約インターフェースを設定するには
◆

LLT の動作中に、次のコマンドを使って集約インターフェースを設定します。
lltconfig -t devtag -d device
[-b linktype ] [-s SAP] [-m mtu]
devtag

リンクを識別するタグ。

デバイス

集約インターフェースのネットワークデバイスパス。
パスの直後にコロン（:）が入り、リンクするために LLT が使う単位また
は PPA を指定する整数が続けて入ります。

link_type

リンクタイプは ether である必要があります。

sap

ネットワークリンク上でバインドする SAP。
デフォルトは 0xcafe です。

mtu_size

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

詳しくは、lltconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。
この変更を行った後に再起動する必要はありません。ただし、変更内容を再起動後
も有効にするには /etc/llttab ファイルを更新する必要があります。
p.113 の 「/etc/llttab ファイルを編集して LLT 配下の集約インターフェースを設定
するには」 を参照してください。

クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンの表示
lltdump コマンドを使うと、特定の LLT リンクの LLT バージョンを表示できます。クラスタ

ID とノード ID の詳細も表示できます。
詳しくは、lltdump（1M）のマニュアルページを参照してください。
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クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンを表示するには
◆

次のコマンドを実行して詳細を表示します。
# /opt/VRTSllt/lltdump -D -f link

たとえば、bge3 が galaxy に接続している場合にこのコマンドを実行すると、ネット
ワークリンク bge3 上に存在するすべてのクラスタ ID とノード ID が一覧表示されま
す。
# /opt/VRTSllt/lltdump -D -f /dev/bge:3
lltdump : Configuration:
device : bge3
sap : 0xcafe
promisc sap : 0
promisc mac : 0
cidsnoop : 1
=== Listening for LLT packets ===
cid nid vmaj vmin
3456 1 5 0
3456 3 5 0
83 0 4 0
27 1 3 7
3456 2 5 0

LLT の宛先ベースの負荷分散の設定
LLT の宛先ベースの負荷分散はデフォルトではオフになります。シマンテック社は、クラ
スタセットアップに 2 つ以上のノードとよりアクティブな LLT ポートがあるときは、宛先ベー
スの負荷分散を推奨します。
p.23 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
LLT の宛先ベースの負荷分散を設定するには
◆

次のコマンドを実行して、宛先ベースの負荷分散を設定します。
lltconfig -F linkburst:0
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エージェントのインテリジェントなリソースの監視の手動による有効化と
無効化
インテリジェントなリソースの監視を手動で有効または無効にするための次の手順を確認
します。インテリジェントなリソースの監視機能はデフォルトでは有効です。IMF リソースタ
イプ属性により、IMF 対応のエージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する
必要があるかどうかが決まります。
p.33 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
インテリジェントなリソースの監視を有効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

インテリジェントなリソースの監視を有効にするには、次のコマンドを実行します。
■

オフラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 1

■

オンラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 2

■

オンラインおよびオフライン両方のリソースのインテリジェントな監視を有効にす
るには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 3

3

IMF 属性の MonitorFreq キーと RegisterRetryLimit キーの値を変更します。
これらの属性を設定する際のエージェント固有の推奨事項については、『Veritas
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。
属性の定義の表に示されているエージェント固有の推奨事項を確認して、これらの
属性のキーの値を設定します。

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

第 2 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
VCS の管理

5

クラスタのすべてのノードで AMF カーネルドライバが設定されていることを確認しま
す。
svcs -l amf

AMF のカーネルドライバが設定されている場合、出力は次のようになります。
AMF: Module loaded and configured

コマンドにより、AMF ドライバがロードされていないか設定されていないことを示す
出力が返された場合は、AMF ドライバを設定します。
p.118 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

6

エージェントを再起動します。各ノードで次のコマンドを実行します。
# haagent -stop agent_name -force -sys sys_name
# haagent -start agent_name -sys sys_name

インテリジェントなリソースの監視を無効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

特定の種類のすべてのリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効に
するには、次のコマンドを実行します。
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 0

3

特定のリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効にするには、次のコ
マンドを実行します。
# hares -override resource_name IMF
# hares -modify resource_name IMF -update Mode 0

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

メモ: VCS はエージェントの IMF 機能の有効と無効を切り替えるために haimfconfig ス
クリプトを提供します。実行または停止状態の VCS のスクリプトを使うことができます。スク
リプトを使用して、IMF 対応の付属エージェント、エンタープライズエージェント、カスタム
エージェントに IMF の有効と無効を切り替えます。詳しくは、『Veritas™ Cluster Server
管理者ガイド』の「スクリプトを使用したエージェント用の IMF の有効化と無効化」を参照
してください。
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AMF カーネルドライバの管理
AMF カーネルドライバを起動または停止するための次の手順を確認します。
p.33 の 「IMF 通知モジュールについて」 を参照してください。
p.106 の 「VCS モジュールを起動および停止するための環境変数」 を参照してください。
AMF カーネルドライバを起動するには

1

AMF_START 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定します。
/etc/default/amf

2

AMF カーネルドライバを起動します。次のコマンドを実行します。
svcadm enable amf

AMF カーネルドライバを停止するには

1

AMF_START 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定します。
/etc/default/amf

2

AMF カーネルドライバを停止します。次のコマンドを実行します。
svcadm disable -t amf

I/O フェンシングの管理
ここでは、I/O フェンシング、および一般的な I/O フェンシング管理タスクの手順につい
て説明します。
■

I/O フェンシングの管理について
p.119 の 「I/O フェンシングの管理について」 を参照してください。

■

vxfentsthdw ユーティリティについて
p.119 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してください。

■

vxfenadm ユーティリティについて
p.128 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

■

vxfenclearpre ユーティリティについて
p.133 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

■

vxfenswap ユーティリティについて
p.136 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
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I/O フェンシングの管理中に問題が起きた場合について詳しくは、トラブルシューティン
グの項を参照してください。
p.231 の 「I/O フェンシングのトラブルシューティング」 を参照してください。

I/O フェンシングの管理について
I/O フェンシング機能には、VRTSvxfen パッケージ を通じて利用できる次のユーティリ
ティが用意されています。
vxfentsthdw

I/O フェンシング用のディスクの SCSI-3 機能をテストします
p.119 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

vxfenconfig

I/O フェンシングの設定と設定解除を行います
vxfen ドライバが使うコーディネーションポイントを一覧表示します。

vxfenadm

I/O フェンシング操作に関する情報を表示し、I/O フェンシング用
の SCSI-3 ディスクの登録と予約を管理します
p.128 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfenclearpre

SCSI-3 の登録と予約をディスクから削除します
p.133 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してくだ
さい。

vxfenswap

I/O フェンシングを停止せずにコーディネーションポイントを交換し
ます
p.136 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfendisk

ディスクグループ内のディスクのパスの一覧を生成します。このユー
ティリティを使うには、Veritas Volume Manager がインストールお
よび設定されている必要があります。

I/O フェンシングのコマンドは /opt/VRTS/bin フォルダに存在します。PATH 環境変数
にこのフォルダのパスを追加したことを確かめてください。
コマンドについて詳しくは、対応するマニュアルページを参照してください。

vxfentsthdw ユーティリティについて
共有ストレージアレイで、データをサポートする SCSI-3 Persistent Reservation と I/O
フェンシングが使われているかどうかを確認するには、vxfentsthdw ユーティリティを使
います。I/O フェンシングの設定時に、テストユーティリティを使って 1 つのディスクをテス
トします。このユーティリティには、ストレージデバイスを他の設定でテストするのに適して
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いる可能性の高い他のオプションが備えられています。また、コーディネータディスクグ
ループもテストする必要があります。
I/O フェンシングを設定するには、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC イン
ストール/設定ガイド』を参照してください。
このユーティリティは、クラスタ内の 1 つのシステムから実行できます。このユーティリティ
を使って、指定したディスクへの SCSI-3 登録の設定と確認、ディスクへの Persistent
Reservation の設定と確認、ディスクへのデータの書き込みと読み取り、ディスクからの
登録の削除などを行って、データ用として使用するストレージをテストします。
vxfentsthdw（1M）マニュアルページも参照してください。

vxfentsthdw ユーティリティを使うための一般的なガイドラインに
ついて
vxfentsthdw ユーティリティの使用に関する以下のガイドラインを確認します。
■

このユーティリティを使うには、2 つのシステムが共有ストレージに接続されている必
要があります。
注意: -r オプションが使われていない場合、ディスク上のデータはテスト時に上書き
されて破棄されます。

■

2 つのノードは、ssh（デフォルト）または rsh 通信を行う必要があります。rsh を使う場
合は、vxfentsthdw ユーティリティに -n オプションを指定して起動します。
プロセスのテストが完了したら、通信用の権限を削除し、パブリックネットワーク接続を
リストアできます。

■

テスト時に 2 つのシステムが同じディスクに接続されていることを確認するには、
vxfenadm -i diskpath コマンドを使って、ディスクのシリアル番号を確認します。
p.132 の 「ノードが同じディスクを参照することを確認」 を参照してください。

■

複数のディスクを持つディスクアレイの場合、ディスクグループを作成する前に -m オ
プションを使っていくつかのディスクのサンプルを取得したり、-g オプションを使って
すべてのディスクをテストしたりします。

■

ユーティリティは、ディスクが I/O フェンシングに使用できることを、次のようなメッセー
ジで示します。
The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for
I/O Fencing on node galaxy

ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場
合、検証は失敗しました。
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■

テストを行うディスクに SCSI-3 登録キーがすでに存在する場合、テストが続行される
前に警告が出力されます。

vxfentsthdw コマンドのオプションについて
表 2-4 には、ストレージデバイスのテストのためにユーティリティが提供する方法を示して
います。
表 2-4

vxfentsthdw のオプション

vxfentsthdw のオプ
ション

説明

用途

-n

ユーティリティは rsh を通信に使い 通信に rsh を使うときに使います。
ます。

-r

非破壊テスト。ディスクの SCSI-3
Persistent Reservation テストが
非破壊の方法で行われます。つま
り、読み取りのみがテストされ、書き
込みはテストされません。-m、-f、
-g のオプションと併用できます。

非破壊テスト時に使います。
p.124 の 「-r オプションを使った、
ディスク上での非破壊テストの実
行」 を参照してください。

-t

SCSI-3 reservation における SCSI TUR テストを実行する場合。
TEST UNIT (TUR) コマンドの戻り
値をテストします。TUR テストがエ
ラーになると、警告が出力されま
す。

-d

DMP デバイスを使います。

-w

RAW デバイスを使います。

デフォルトで、このスクリプトはディ
スクグループのディスク用の DMP
-c または -g のオプションと併用で
パスを選択します。スクリプトがディ
きます。
スクグループに DMP パスを使うよ
うにするには、-w オプションを使い
ます。
-w オプションを使うと、スクリプトは
ディスクグループ内のディスクのオ
-c または -g のオプションと併用で
ペレーティングシステムを選択しま
きます。
す。デフォルトでは、スクリプトは -d
オプションを使ってディスクグルー
プ内のディスクの DMP パスを選択
します。
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vxfentsthdw のオプ
ション

説明

用途

-c

ユーティリティはコーディネータディ
スクグループをテストします。システ
ムおよびデバイスの指定を求める
プロンプトを表示し、成功または失
敗を報告します。

コーディネータディスクグループの
ディスクのテスト。

ユーティリティを手動により対話式
で実行します。システムおよびデバ
イスの指定を求めるプロンプトを表
示し、成功または失敗を報告しま
す。

いくつかのディスクのテスト、または
比較的大きいアレイのディスクのサ
ンプリング。

-m

p.122 の 「vxfentsthdw -c オプショ
ンを使ったコーディネータディスク
グループのテスト」 を参照してくだ
さい。

p.124 の 「vxfentsthdw -m オプショ
ンを使った、共有ディスクのテスト」
-r オプションおよび -t オプションと を参照してください。
併用できます。-m はデフォルトオ
プションです。
-f filename

ユーティリティは、テキストファイル 複数のディスクのテスト。
に指定されているシステムとデバイ
p.126 の 「vxfentsthdw -f オプショ
スの組み合わせをテストします。
ンを使った、ファイルにリストされた
-r オプションおよび -t オプションと 共有ディスクのテスト」 を参照してく
併用できます。
ださい。

-g disk_group

ユーティリティは、特定のディスクグ 多数のディスクおよびディスクアレ
ループ内のディスクデバイスをすべ イのテスト。テスト用のディスクグ
てテストします。
ループを一時的に作成し、テスト後
に破壊（グループ解除）することが
-r オプションおよび -t オプションと
できます。
併用できます。
p.127 の 「vxfentsthdw -g オプショ
ンを使った、ディスクグループ内の
全ディスクのテスト」 を参照してくだ
さい。

vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグルー
プのテスト
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが I/O フェンシングをサポートするように
設定されていることを確認します。この手順では、vxfentsthdw ユーティリティを使って各
ノードから一度に 1 つずつ、3 つのディスクをテストします。
たとえば、この項の手順では、次のディスクを使います。
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■

ノード galaxy ではディスクが
/dev/rdsk/c1t1d0s2、/dev/rdsk/c2t1d0s2、/dev/rdsk/c3t1d0s2 として認識され
ます。

■

ノード nebula では同じディスクが
/dev/rdsk/c4t1d0s2、/dev/rdsk/c5t1d0s2、/dev/rdsk/c6t1d0s2 として認識され
ます。

メモ: vxfentsthdw ユーティリティを使ってコーディネータディスクグループをテストするに
は、このユーティリティでコーディネータディスクグループの vxfencoorddg が 2 つのノー
ドからアクセスできるようにする必要があります。
vxfentsthdw -c を使ってコーディネータディスクグループをテストするには

1

vxfentsthdw コマンドに -c オプションを指定して実行します。次に例を示します。
# vxfentsthdw -c vxfencoorddg

2

コーディネータディスクをテストするために使うノードを入力します。
Enter the first node of the cluster: galaxy
Enter the second node of the cluster: nebula

3

両ノードのコーディネータディスクグループの全ディスクについてテストプロセスの出
力を確認します。各ディスクについて次のような出力が表示される必要があります。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy as a COORDINATOR DISK.
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c4t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
nebula as a COORDINATOR DISK.

4

ディスクグループ内のすべてのディスクをテストすると、vxfencoorddg ディスクグルー
プを使えるようになります。

障害のあるディスクの削除と交換
検証に失敗したディスクがコーディネータディスクグループ内にある場合、障害の発生し
たディスクまたは LUN を vxfencoorddg ディスクグループから削除し、他のディスクに置
き換えて、ディスクグループを再テストします。
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障害の発生したディスクを削除して置き換えるには

1

vxdiskadm ユーティリティを使って、障害のあるディスクをディスクグループから削
除します。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

2

新しいディスクをノードに追加し、初期化して、コーディネータディスクグループに追
加します。
I/O フェンシング用ディスクを初期化して、コーディネータディスクグループを設定す
る手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/
設定ガイド』を参照してください。
必要に応じて、ディスクグループを起動します。
ディスクグループの起動方法について詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管
理者ガイド』を参照してください。

3

ディスクグループを再度テストします。
p.122 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。

-r オプションを使った、ディスク上での非破壊テストの実行
データを保持したい場合、ディスクデバイス上で非破壊テストを実行できます。
ディスクで非破壊テストを実行するには
◆

保存しておきたいデータが含まれたディスクデバイスをテストするには、-m、-f また
は -g オプションとともに -r オプションを使うことができます。
たとえば、-m オプションと -r オプションを使うには、ユーティリティを次のように実行
できます。
# vxfentsthdw -rm

-r オプション付きで呼び出された場合、ユーティリティはディスクの書き込みテストを
実行しません。したがってこの場合、ディスクは、通常の使用状況について完全に
はテストされません。

vxfentsthdw -m オプションを使った、共有ディスクのテスト
共有ディスクをテストする手順を確認します。デフォルトでは、ユーティリティは -m オプ
ションを使います。
この手順では、/dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。
ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場合、
検証は失敗しました。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性
があります。不良ディスクも不適切な設定の原因となる場合があります。
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失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを取り除いて交換します。vxfentsthdw
ユーティリティに次のようなメッセージが表示され、I/O フェンシングにディスクを使えるこ
とを示します。
ディスク /dev/rdsk/c1t1d0s2 はノード galaxy で I/O フェンシング用に設定できます。
（The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for I/O Fencing
on node galaxy）

メモ: A/P アレイの場合、アクティブな有効パスでのみ vxfentsthdw コマンドを実行して
ください。
vxfentsthdw スクリプトを使ってディスクをテストする方法

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。
# vxfentsthdw [-n]

3

テストを実行するとディスクのデータが上書きされることを示す説明と警告を確認した
ら、処理の続行を確認して、ノード名を入力します。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: galaxy
Enter the second node of the cluster: nebula
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4

確認するディスク名を入力します。各ノードで、ディスクは同じ名前で認識されてい
る場合があります。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
galaxy in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxs2
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxs2
/dev/rdsk/c2t13d0s2
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
nebula in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxs2
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxs2
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/rdsk/c2t13d0s2

ディスクのシリアル番号が同じでない場合、テストは停止します。

5

ユーティリティが検査を実行してその活動が報告されたら、出力を確認します。

6

各ノードのディスクが I/O フェンシングを実行できる状態であれば、ユーティリティは
正常終了を報告します。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on nodegalaxy
...
Removing test keys and temporary files, if any ...
.
.

7

チェックするディスクごとに vxfentsthdw ユーティリティを実行します。

vxfentsthdw -f オプションを使った、ファイルにリストされた共有
ディスクのテスト
-f オプションを使って、テキストファイルに記述されたディスクをテストします。次の手順例
を確認してください。
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ファイルに指定された共有ディスクをテストするには

1

次のように、システム galaxy と nebula により共有される 2 つのディスクをテストする
ためのテキストファイル disks_test を作成します。
galaxy /dev/rdsk/c2t2d1s2 nebula /dev/rdsk/c3t2d1s2
galaxy /dev/rdsk/c2t2d1s2 nebula /dev/rdsk/c3t2d1s2

1 番目のディスクは 1 行目に指定されており、 そのディスクは galaxy から
/dev/rdsk/c2t2d1s2 として認識され、nebula から /dev/rdsk/c3t2d1s2 として認
識されます。もう一つのディスクは 2 行目に記述し、galaxy で
は/dev/rdsk/c2t2d2s2、nebula では /dev/rdsk/c3t2d2s2 として参照されます。
一般には、ディスクのリストはこの例よりも長くなります。

2

ディスクをテストするには、次のコマンドを入力します。
# vxfentsthdw -f disks_test

ユーティリティはテスト結果を 1 度に 1 ディスクずつ報告します。-m オプションの場
合と同じです。

vxfentsthdw -g オプションを使った、ディスクグループ内の全ディ
スクのテスト
-g オプションを使って、ディスクグループ内のすべてのディスクをテストします。たとえば、
ディスクアレイのすべてのディスクで構成される一時ディスクグループを作成してテストで
きます。
メモ: テストするディスクグループを共有としてインポートしないでください。つまり、-s オ
プションは vxdg import コマンドとともに使わないでください。
テストが終わったら、このディスクグループを破棄し、必要に応じてディスクをディスクグ
ループに入れてください。
ディスクグループ内のすべてのディスクをテストするには

1

テストするディスク用のディスクグループを作成します。

2

次のコマンドを実行して、ディスクグループ test_disks_dg をテストします。
# vxfentsthdw -g test_disks_dg

ユーティリティは、一度に 1 つのテスト結果を報告します。

既存のキーによるディスクのテスト
コーディネータディスクに既存のキーが検出されると、次のようなメッセージが表示されま
す。
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There are Veritas I/O fencing keys on the disk. Please make sure
that I/O fencing is shut down on all nodes of the cluster before
continuing.
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS SCRIPT CAN ONLY BE USED IF THERE ARE NO OTHER ACTIVE NODES
IN THE CLUSTER! VERIFY ALL OTHER NODES ARE POWERED OFF OR
INCAPABLE OF ACCESSING SHARED STORAGE.
If this is not the case, data corruption will result.
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y

処理を継続する前に、ユーティリティによって警告が表示されます。I/O フェンシングがま
だ設定されていない場合は、処理を継続することができます。

vxfenadm ユーティリティについて
管理者は、vxfenadm コマンドを使って、フェンシング設定のトラブルシューティングとテ
ストを行うことができます。
管理者が使うコマンドのオプションは次のとおりです。
-s

ディスクのキーを読み込み、数字、文字、およびノード形式でキーを表示し
ます

メモ: -g および -G オプションは推奨されていません。-s オプションを使って
ください。
-i

SCSI 照会情報をデバイスから読み取ります

-m

ディスクに登録します

-n

ディスクへの予約

-p

他のシステムによって行われた登録を削除します

-r

予約を読み取ります

-x

登録を削除します

コマンドオプションについて詳しくは、vxfenadm（1M）マニュアルページを参照してくだ
さい。
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I/O フェンシング登録キーの形式について
vxfen ドライバがデータディスクとコーディネータディスクで登録するキーは 8 つのバイト
から成っています。キーの形式はコーディネータディスクとデータディスクで異なります。
コーディネータディスクのキーの形式は次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

4

5

6

7

値

V

F

cID 0x

cID 0x

cID 0x

cID 0x

nID 0x

nID 0x

各オプションの説明
■

VF はキーの名前空間を定義する一意識別子です（2 バイト使用）

■

cID 0x は 16 進の LLT クラスタ ID です（4 バイトを消費します）

■

nID 0x は 16 進の LLT ノード ID です（2 バイトを消費します）

vxfen ドライバは I/O フェンシングの scsi3 モードとカスタマイズされたモードの両方でこ
のキー形式を使います。
VCS でフェールオーバーディスクグループとして設定されるデータディスクのキー形式は
次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

値

A+nID

V

C

S

4

5

6

7

ここで、nID は LLT ノード ID です
たとえば、ノード ID が 1 の場合、最初のバイトの値は B（'A' + 1 = B）です。
CVM で並列ディスクグループとして設定されるデータディスクのキー形式は次のとおりで
す。
バイト

0

1

2

3

4

値

A+nID

P

G

R

DGcount DGcount DGcount DGcount

5

6

7

ここで、DGcount は設定内のディスクグループの数です（4 バイトを消費する）。
デフォルトでは、CVM は各ディスクグループに対して一意のフェンシングキーを使いま
す。ただし、一部のアレイでは、登録できる一意のキーの合計数に制限があります。この
場合は、same_key_for_alldgs チューニングパラメータを使ってデフォルトの動作を変
更できます。このパラメータのデフォルト値は off です。設定において一意のキーの合計
数に関するストレージアレイの制限に達した場合は、vxdefault コマンドを次のように
使って値を on にすることができます。
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# vxdefault set same_key_for_alldgs on
# vxdefault list
KEYWORD
...
same_key_for_alldgs
...

CURRENT-VALUE

DEFAULT-VALUE

on

off

チューニングパラメータを「on」に変更すると、ディスクグループのインポート時または作
成時に CVM が生成するすべての後続キーは、最後の 4 バイトとして「0000」を持ちます
（DGcount は 0）。same_key_for_alldgs チューニングパラメータの変更された値を有
効にするには、インポート済みのすべてのディスクグループをデポートして再インポート
する必要があります。

I/O フェンシング登録キーの表示
vxfenadm コマンドを使ってディスクに現在割り当てられているキーを表示できます。
次の手順の変数 disk_7, disk_8、disk_9 などは、設定でのディスク名を表します。
I/O フェンシング登録キーを表示するには

1

ディスクのキーを表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -s disk_name

次に例を示します。
■

ノード ID 1 を含むシステムからコーディネータディスク /dev/rdsk/c1t1d0s2 の
キーを表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -s /dev/rdsk/c1t1d0s2
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,68,69,69,68,48,48
[Character Format]: VFDEED00
* [Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0 Node Name: galaxy

vxfenadm の -g オプションでは、8 バイトからなるキー値が 3 つの形式で表示
されます。数字形式では、
■

最初の 2 つのバイトが識別子 VF を表し、ASCII 値 86、70 を含んでいます。

■

次の 4 つのバイトは 16 進でエンコードされたクラスタ ID 57069（0xDEED）
の ASCII 値 68、69、69、68 を含んでいます。

残りのバイトはノード ID 0（0x00）の ASCII 値を 48、48 を含んでいます。ノー
ド ID 1 は 01 で、ノード ID 10 は 0A です。
ノード形式の前のアスタリスクは、vxfenadm コマンドが LLT が設定されて動作
しているクラスタのノードから実行されていることを示します。
■
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■
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CVM 並列ディスクグループのキーを表示するには:
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 66,80,71,82,48,48,48,49
[Character Format]: BPGR0001
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 1
Node Name: nebula

■

VCS フェールオーバーディスクグループのキーを表示するには:
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_8
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_8
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 65,86,67,83,0,0,0,0
[Character Format]: AVCS
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 0
Node Name: galaxy

2

ディスクファイルで指定されたすべてのディスクで登録されているキーを表示するに
は:
# vxfenadm -s all -f disk_filename

次に例を示します。
コーディネータディスクのすべてのキーを表示するには:
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_9
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,50
[Character Format]: VFBEAD02
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 2

Node Name: unknown
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key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,68,69,69,68,48,48
[Character Format]: VFDEED00
* [Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0

Node Name: galaxy

クラスタ ID は lltstat -C コマンド、ノード ID は lltstat -N コマンドを使用して確認で
きます。次に例を示します。
# lltstat -C
57069

ディスクに特定のクラスタに属さないキーがある場合、vxfenadm コマンドはノード
ID のノード名を参照できないため、ノード名を不明として出力します。次に例を示し
ます。
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,45,45,45,45,48,49
[Character Format]: VF----01
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 1

Node Name: nebula

任意形式のキーを持つディスクについては、vxfenadm コマンドはすべてのフィー
ルドを不明として出力します。次に例を示します。
[Numeric Format]: 65,66,67,68,49,50,51,45
[Character Format]: ABCD123[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: unknown
Node Name: unknown

ノードが同じディスクを参照することを確認
ディスク（LUN）が SCSI-3 Persistent Reservation をサポートするどうかを確認するに
は、2 つのノードが同じディスクに同時アクセスできる必要があります。共有ディスクの名
前は各ノードで異なる可能性があるため、シリアル番号をチェックしてディスクの ID を確
認します。vxfenadm コマンドと -i オプションを使って、LUN へのパスすべてで、LUN に
対して同じシリアル番号が返されることを確認します。
たとえば、ある EMC ディスクにノード A の /dev/rdsk/c2t13d0s2 パスとノード B の
/dev/rdsk/c2t11d0s2 パスがアクセス可能であるとします。

第 2 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
I/O フェンシングの管理

ノードが同じディスクを参照することを確認するには

1

データ用の共有ストレージが、SF Oracle RAC がインストールされている 2 つのノー
ドと接続されていることを確認します。

2

ノード A で、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t13d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

EMC
SYMMETRIX
5567
42031000a

/dev/rdsk/c2t11d0s2 パスを使ってノード B で同じコマンドを実行したときに、同じ
シリアル番号情報が表示される必要があります。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように、出力が異なる
場合があります。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t1d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
-SUN
0117
0401EB6F0002

詳しくは、vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

vxfenclearpre ユーティリティについて
vxfenclearpre ユーティリティを使って、ディスク上の SCSI-3 の登録と予約を削除できま
す。
p.133 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
現時点で、このユーティリティはサーバーベースのフェンシングをサポートしていません。
サーバーベースのフェンシング構成でスプリットブレインがすでに存在する場合は、手動
で解決する必要があります。
p.244 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された SF Oracle RAC クラスタ ノード
でのフェンシング起動時の問題」 を参照してください。

すでに存在するキーの削除
スプリットブレイン状態が発生した場合、vxfenclearpre ユーティリティを使って、SCSI-3
登録と予約をコーディネータディスクからだけでなくすべての共有ディスクグループ内の
データディスクから削除します。
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この手順を使って、別のノードによって作成された登録キーと予約キーをディスクから削
除することもできます。
スプリットブレイン後にキーをクリアするには

1

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

2

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。各ノードにある次のコマン
ドを実行してポート ｈ が閉じることを検証します。
# gabconfig -a

ポート h が出力に表示されていてはなりません。

3

すべてのノードで I/O フェンシングを停止します。ノードごとに次のコマンドを入力し
ます。
# svcadm disable -t vxfen

4

共有ストレージにアクセス可能な VCS 制御の範囲外で実行されるアプリケーション
がある場合、共有ストレージにアクセス可能なクラスタ内の他のすべてのノードを
シャットダウンします。これによりデータの破損を防止します。

5

vxfenclearpre スクリプトを開始します。
# vxfenclearpre
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6

スクリプトの開始メッセージと警告を確認します。このとき、スクリプトの実行を選択で
きます。
Do you still want to continue: [y/n] (default : n) y

ノードがディスク/LUN から削除された場合、クラスタ内の 1 つのノードのコンソール
に次のような情報メッセージが表示される場合があります。これらの情報メッセージを
無視できます。
<date> <system name> scsi: WARNING: /sbus@3,0/lpfs@0,0/
sd@0,1(sd91):
<date> <system name> Error for Command: <undecoded
cmd 0x5f> Error Level: Informational
<date> <system name> scsi: Requested Block: 0 Error Block 0
<date> <system name> scsi: Vendor: <vendor> Serial Number:
0400759B006E
<date> <system name> scsi: Sense Key: Unit Attention
<date> <system name> scsi: ASC: 0x2a (<vendor unique code
0x2a>), ASCQ: 0x4, FRU: 0x0

スクリプトはディスクをクリーンアップし、次のステータスメッセージを表示します。
Cleaning up the coordinator disks...
Cleaning up the data disks for all shared disk groups...
Successfully removed SCSI-3 persistent registration and
reservations from the coordinator disks as well as the
shared data disks.
You can retry starting fencing module. In order to
restart the whole product, you might want to
reboot the system.

7

フェンシングモジュールを起動します。
# svcadm enable vxfen

8

すべてのノードで VCS を起動します。
# hastart
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vxfenswap ユーティリティについて
vxfenswap ユーティリティを使うと、オンライン状態のクラスタ内にあるコーディネータポイ
ントを追加、削除、交換できます。このユーティリティは、新しいディスクのシリアル番号が
すべてのノードで同一になっていることや、新しいディスクが I/O フェンシングをサポート
できることを確認します。
このユーティリティは、ディスクベースとサーバーベースのフェンシングをサポートします。
vxfenswap（1M）マニュアルページを参照してください。

I/O フェンシングの条件について詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
次の場合は、I/O フェンシングを停止せずにコーディネータディスクを置き換えることがで
きます。
■

ディスクに不具合が発生したか、またはディスクが操作不能になったため、新しいディ
スクグループに切り換える。
p.137 の 「クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディスクの置き
換え」 を参照してください。
p.140 の 「オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグループの置き
換え」 を参照してください。
クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクを置き換える場合、vxfenswap
ユーティリティを使うことはできません。ユーティリティが実行するコーディネータディス
クの置き換え手順を手動で実行する必要があります。
p.237 の 「クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換」 を参
照してください。

■

RAW デバイスと DMP デバイス間でディスクインターフェースを切り換える。
p.143 の 「オンラインになっているクラスタのディスク操作ポリシーの変更」 を参照して
ください。

■

コーディネータディスクに登録されているキーが失われている。
このようなケースでは、クラスタはネットワーク分割が発生したときにパニックすることが
あります。vxfenswap コマンドを使って、コーディネータディスクを同じディスクに置き
換えることができます。データ置き換え中に、失われたキーが再度登録されます。デー
タ破損の危険性はありません。
p.145 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

サーバー型のフェンシングの設定では、次のタスクを実行するために vxfenswap ユー
ティリティを使うことができます。
■

カスタマイズされたコーディネーションポイントの計画された置き換えを実行する（CP
サーバーまたは SCSI-3 ディスク）。
p.159 の 「オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに使うコーディネーショ
ンポイントの交換」 を参照してください。
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■

コーディネーションポイントで登録される I/O フェンシングのキーを更新する。
p.157 の 「サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更新」
を参照してください。

vxfenswap ユーティリティを使用して、SF Oracle RAC クラスタで、アプリケーションを停
止させることなく、ディスクベースのフェンシングとサーバーベースのフェンシング間の移
行を行うこともできます。
p.56 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。
p.61 の 「オンラインクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。
vxfenswap 操作が失敗した場合、vxfenswap コマンドの -a cancel を使って、
vxfenswap ユーティリティによって加えられた変更を手動でロールバックできます。
■

ディスク型のフェンシングの場合は、vxfenswap -g diskgroup -a cancel コマン
ドを使って vxfenswap 操作を取り消します。
ディスクの置き換え処理中にノードが失敗した場合や、ディスクの置き換えを中止した
場合は、このコマンドを実行する必要があります。

■

サーバー型のフェンシングの場合は、vxfenswap -a cancel コマンドを使って
vxfenswap 操作を取り消します。

クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディ
スクの置き換え
動作しているクラスタで 1 つ以上のコーディネータディスクを追加、削除、置換する各手
順を確認します。
警告: スクリプトが一連のコーディネータディスクを置き換える前にいずれかのノードがク
ラスタメンバーシップから除外されている場合、クラスタがパニックを起こす可能性があり
ます。
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クラスタがオンライン状態のとき、コーディネータディスクグループのディスクを置き換え
るには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

コーディネータディスクグループをインポートします。
ファイル /etc/vxfendg には、コーディネータディスクを含むディスクグループの名前
（通常は、vxfencoorddg）が含まれます。したがって次のコマンドを実行します。
# vxdg -tfC import ‘cat /etc/vxfendg‘

各オプションの説明
-t は、ノードが再起動するまでの間のみ、ディスクグループをインポートするよう指定
します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。これは、1 つ以上のディスクがアク
セス不能の場合に必要です。
-C は、インポートしたすべてのロックを削除するよう指定します。

4

設定で VRTSvxvm バージョン 5.1 RP2 以降または 5.1 SP1 以降を使用している場
合、手順 5 にスキップします。coordinator=off を設定して、ディスクを追加また
は削除する必要はありません。その他の VxVM バージョンでは、次の手順を実行し
ます。
コーディネータディスクグループのコーディネータ属性値をオフにします。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off

5

ディスクをコーディネータディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理
者ユーティリティの vxdiskadm を使います。
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6

コーディネータディスクグループに新しいディスクを追加するために次の手順を実行
します。
■

ノードに新しいディスクを追加します。

■

VxVM ディスクとして新しいディスクを初期化します。

■

I/O フェンシングに準拠しているかどうかディスクを確認します。

■

新しいディスクをコーディネータディスクグループに追加し、コーディネータ属性
値をコーディネータディスクグループに対して「オン」と設定します。

手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストー
ル/設定ガイド』を参照してください。
ディスクグループの内容は変わっていますが、I/O フェンシングは同じ状態を保って
います。

7

1 つのノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。ディスクグループをユー
ティリティに指定する必要があります。
このユーティリティのタスクは次のとおりです。
■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。

■

各ノードで、変更するディスクグループ用のテストファイル /etc/vxfentab.test を
作成します。

■

vxfenswap コマンドに指定したディスクグループを読み取り、ディスクグループ
を各ノードの /etc/vxfentab.test ファイルに追加します。

■

すべてのノードで新しいディスクのシリアル番号が同じになっていることを確認し
ます。チェックが失敗すると、スクリプトは終了します。

■

各ノードで新しいディスクが I/O フェンシングをサポートできることを確認します。

8

正常なディスクであることが確認されると、ユーティリティは、成功したことを報告し、
新しいコーディネータディスクセットをコミットするかどうかを確認します。

9

コーディネーションポイント上のキーをクリアして vxfenswap 操作を続行するかどう
かを指定します。
Do you want to clear the keys on the coordination points
and proceed with the vxfenswap operation? [y/n] (default: n) y
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10 ユーティリティが表示するメッセージを確認し、コーディネータディスクの新しいセット
をコミットすることを確認します。置き換えない場合は、手順 11 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは /etc/vxfentab.test
ファイルを /etc/vxfentab ファイルに移動します。

11 コーディネータディスクの新しいセットをコミットしない場合は、n と答えます。
vxfenswap ユーティリティはディスク置き換え操作をロールバックします。

オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグルー
プの置き換え
vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクグループを置き換えることも
できます。次の例は、コーディネータディスクグループ vxfencoorddg を新しいディスクグ
ループ vxfendg に置き換えます。
コーディネータディスクグループを置き換えるには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

/etc/vxfendg ファイル内にある現在のコーディネータディスクグループの名前（通
常は vxfencoorddg）を見つけます。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg
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4

現在のコーディネータディスクグループを置き換えることができる代替ディスクグルー
プを見つけます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
c2t0d0s2
c2t1d0s2
c4t0d0
c4t0d1
c4t0d2
c4t0d3
c4t0d4
c4t0d5
c4t0d6

5

TYPE
DISK GROUP
STATUS
auto:LVM
- LVM
auto:LVM
- LVM
auto:LVM
- LVM
auto:cdsdisk
- (vxfendg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfendg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfendg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
online

I/O フェンシングに準拠しているかどうか新しいディスクグループを検証します。次の
コマンドを実行します。
# vxfentsthdw -c vxfendg

p.122 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。

6

新しいディスクグループがまだデポートされていない場合は、次のコマンドを実行し
てディスクグループをデポートします。
# vxdg deport vxfendg

7

必ず、/etc/vxfenmode ファイルを更新して正しいディスクポリシーを指定してくださ
い。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』
を参照してください。

8

任意のノードで、vxfenswap ユーティリティを起動します。たとえば、vxfendg がコー
ディネータディスクグループとして使う新しいディスクグループの場合、次のコマンド
を実行します。
# vxfenswap -g vxfendg [-n]

このユーティリティのタスクは次のとおりです。
■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。

■

各ノードで、変更するディスクグループ用のテストファイル /etc/vxfentab.test を
作成します。
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9

■

vxfenswap コマンドで指定したディスクグループを読み取り、そのディスクグルー
プを各ノードの /etc/vxfentab.test ファイルに追加します。

■

すべてのノードで新しいディスクのシリアル番号が同じになっていることを確認し
ます。チェックが失敗すると、スクリプトは終了します。

■

各ノードで新しいディスクグループが I/O フェンシングをサポートできることを確
認します。

正常なディスクであることが確認されると、ユーティリティは、成功したことを報告し、
コーディネータディスクグループを置き換えるかどうかを確認します。

10 コーディネーションポイント上のキーをクリアして vxfenswap 操作を続行するかどう
かを指定します。
Do you want to clear the keys on the coordination points
and proceed with the vxfenswap operation? [y/n] (default: n) y

11 ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、コーディネータディスクグループ
を置き換えることを確認します。置き換えない場合は、手順 14 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは /etc/vxfentab.test
ファイルを /etc/vxfentab ファイルに移動します。
ユーティリティはこの新しいディスクグループで /etc/vxfendg ファイルも更新します。

12 新しいコーディネータディスクグループに対して、coordinator 属性の値を「on」に
設定します。
# vxdg -g vxfendg set coordinator=on

古いディスクグループに対して、coordinator 属性の値を「off」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off

13 コーディネータディスクグループが変更されたことを確認します。
# cat /etc/vxfendg
vxfendg

コーディネータディスクグループの交換操作が完了しました。

14 コーディネータディスクグループを置き換えない場合は、プロンプトで n と答えます。
vxfenswap ユーティリティは、コーディネータディスクグループへのすべての変更を
ロールバックします。
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オンラインになっているクラスタのディスク操作ポリシーの変更
オンラインのクラスタで、vxfenswap ユーティリティを使って、ディスク相互関係ポリシー
を DMP から RAW に変更できます。
ディスク相互関係ポリシーを変更するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node
0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

クラスタ内の各ノードで、/etc/vxfenmode ファイルを編集してディスクポリシーを変
更します。
# cat /etc/vxfenmode
vxfen_mode=scsi3
scsi3_disk_policy=raw

4

任意のノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoordg [-n]

5

ディスクポリシー内の変更を確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: raw
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回復したサイトからコーディネータディスクグループへのディスクの
追加
キャンパスクラスタ環境で、プライマリサイトが停止し、限定されたディスクセットを持つセ
カンダリサイトがオンラインになった場合を考えます。プライマリサイトが復元されると、プ
ライマリサイトのディスクも利用可能になり、コーディネータディスクとしての機能を果たす
ことができます。vxfenswap ユーティリティを使って、このディスクをコーディネータディス
クグループに追加できます。
回復したサイトからコーディネータディスクグループに新しいディスクを追加するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

コーディネータディスクグループの名前を確認します。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg

4

次のコマンドを実行します。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
c1t1d0s2
c2t1d0s2
c3t1d0s2

TYPE

DISK

GROUP

auto:cdsdisk
auto
- auto
- -

STATUS

- (vxfencoorddg)
offline
offline

online
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5

コーディネータディスクグループで使われるディスク数を確認します。
# vxfenconfig -l
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
Count
Disk List
Disk Name

: 1
Major

/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2

6

Minor
32

Serial Number
48

Policy

R450 00013154 0312

dmp

プライマリサイトがオンラインになったら、クラスタ内の任意のノードで vxfenswap
ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoorddg [-n]

7

コーディネータディスクの数を確認します。
# vxfenconfig -l
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
Single Disk Flag
: 0
Count
: 3
Disk List
Disk Name
Major Minor Serial Number

Policy

/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2

32

48

R450 00013154 0312

dmp

/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2

32
32

32
16

R450 00013154 0313
R450 00013154 0314

dmp
dmp

コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、ネットワーク分割が
発生が発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクに置き換える
ことができます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登
録します。
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コーディネータディスクで失われたキーを更新するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

次のコマンドを実行して、キーのないコーディネータディスクを表示します。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 0
No keys...
...

4

任意のノードで、次のコマンドを実行して vxfenswap ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoorddg [-n]

5

キーがコーディネータディスクに自動的に配置されていることを確認します。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 4
...
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優先フェンシングポリシーの有効化と無効化
I/O フェンシング設定で優先フェンシング機能を有効化または無効化できます。
優先フェンシングを有効にして、システムベース制御権獲得ポリシーまたはグループベー
ス制御権獲得ポリシーを使うことができます。優先フェンシングを無効にした場合、I/O
フェンシング設定ではデフォルトの数ベースの制御権獲得ポリシーが使われます。
p.40 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。
I/O フェンシング設定で優先フェンシングを有効にするには

1

クラスタが I/O フェンシング設定を使って動作していることを確認します。
# vxfenadm -d

2

クラスタレベル属性 UseFence の値が SCSI3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence

3

システムベース制御権獲得ポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。
■

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を System に設定します。
# haclus -modify PreferredFencingPolicy System

■

クラスタ内の各ノードにシステムレベル属性 FencingWeight の値を設定します。
たとえば、2 ノードクラスタの galaxy に nebula の 5 倍の重みを割り当てる場合
は、次のコマンドを実行します。
# hasys -modify galaxy FencingWeight 50
# hasys -modify nebula FencingWeight 10

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

4

グループベース制御権獲得ポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。
■

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を Group に設定します。
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# haclus -modify PreferredFencingPolicy Group
■

各サービスグループのグループレベル属性 Priority の値を設定します。
たとえば、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify service_group Priority 1

親サービスグループには、子サービスグループと同等以下の優先度を割り当て
るようにしてください。親サービスグループと子サービスグループが異なるサブク
ラスタでホストされている場合は、子サービスグループをホストするサブクラスタが
優先されます。
■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

5

フェンシングドライバに現在設定されているノードフェンシングの重みを表示するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -a

I/O フェンシング設定で優先フェンシングを無効にするには

1

クラスタが I/O フェンシング設定を使って動作していることを確認します。
# vxfenadm -d

2

クラスタレベル属性 UseFence の値が SCSI3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence

3

優先フェンシングを無効にしてデフォルトの制御権獲得ポリシーを使うには、クラス
タレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を Disabled に設定します。
# haconf -makerw
# haclus -modify PreferredFencingPolicy Disabled
# haconf -dump -makero

CP サーバーの管理
この項では、CP サーバーの管理に関する次の項目について説明します。
■

CP サーバー管理ユーザーの種類と権限

■

CP サーバー管理コマンド（cpsadm）
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また、この項では、次の CP サーバー管理タスクの手順についても説明します。
■

サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更新

■

オンラインクラスタのコーディネーションポイントの交換

■

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタの通信の非セキュア設定からセキュア設定へ
の移行

コーディネーションポイントサーバーに関連する環境変数
表 2-5 に、cpsadm コマンドに必要な環境変数をまとめます。cpsadm コマンドは CP サー
バーと通信するときにこれらの環境変数を検出してその値を使います。ユーザーを認証
し、権限を確認するために使われます。
メモ: 環境変数は cpsadm コマンドが CP サーバーで実行されるときは必要ありません。
cpsadm コマンドが SF Oracle RAC クラスタノードで実行されるときに必要になります。
表 2-5

cpsadm のコマンドの環境変数

環境変数

説明

CPS_USERNAME

これは VxSS（showcred vssat）で設定される完全修飾ユーザー名
です。

CPS_DOMAINTYPE

次のいずれかの値。
■

vx

■

unixpwd

■

nis

■

nisplus

■

ldap

cpsadm コマンドを実行する前に、環境変数をシェルで直接エクスポートする必要があり

ます。次に例を示します。
# export CPS_USERNAME=
# export CPS_DOMAINTYPE=

さらに、username と domaintype の値は CP サーバーに追加される値と同じです。これ
らの値を表示するには次の cpsadm コマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

cp_server は CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名です。
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CP サーバーの操作（cpsadm）
表 2-6 は、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）の操作と必要な権限のリ
ストです。
表 2-6

CP サーバーの操作に対するユーザーの権限

CP サーバーの操作

CP サーバーのオペ
レータ

CP サーバーの管理者

add_cluster

–

✓

rm_clus

–

✓

add_node

✓

✓

rm_node

✓

✓

add_user

–

✓

rm_user

–

✓

add_clus_to_user

–

✓

rm_clus_from_user

–

✓

reg_node

✓

✓

unreg_node

✓

✓

preempt_node

✓

✓

list_membership

✓

✓

list_nodes

✓

✓

list_users

✓

✓

halt_cps

✓

✓

db_snapshot

✓

✓

ping_cps

✓

✓

client_preupgrade

✓

✓

server_preupgrade

✓

✓

list_protocols

✓

✓

list_version

✓

✓

list_ports

✓

✓
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CP サーバーの操作

CP サーバーのオペ
レータ

CP サーバーの管理者

add_port

✓

✓

rm_port

✓

✓

コーディネーションポイントサーバーの管理について
この項では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）上で管理と保守のタス
クを実行する方法について説明します。
cpsadm コマンドと関連するコマンドオプションについて詳しくは、cpsadm(1M) マニュア

ルページを参照してください。

CP サーバーデータベースからの SF Oracle RAC クラスタエントリ
の追加と削除
■

SF Oracle RAC クラスタを CP サーバーデータベースに追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_clus -c cluster_name -u uuid

■

SF Oracle RAC クラスタを CP サーバーデータベースから削除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus -u uuid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

cluster_name

SF Oracle RAC クラスタ名。

uuid

SF Oracle RAC クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

CP サーバーデータベースに対する SF Oracle RAC クラスタノード
の追加と削除
■

SF Oracle RAC クラスタノードを CP サーバーデータベースに追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_node -u uuid -n nodeid
-h host

■

SF Oracle RAC クラスタノードを CP サーバーデータベースから削除するには
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次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_node -u uuid -n nodeid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

SF Oracle RAC クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

SF Oracle RAC クラスタノードのノード ID。

host

ホスト名

CP サーバーユーザーの追加または削除
■

ユーザーを追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_user -e user_name -f user_role
-g domain_type -u uuid

■

ユーザーを削除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_user -e user_name -g domain_type

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

user_name

CP サーバー設定に追加するユーザー。

user_role

ユーザーの役割。cps_admin または cps_operator。

domain_type

ドメインの種類。たとえば vx、unixpwd、nis、など。

uuid

SF Oracle RAC クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

CP サーバーユーザーのリスト表示
CP サーバーユーザーのリストを表示するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

すべての SF Oracle RAC クラスタのノードのリスト表示
すべての SF Oracle RAC クラスタノードのノードをリスト表示するには
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次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

SF Oracle RAC クラスタのノードのメンバーシップのリスト表示
SF Oracle RAC クラスタのノードのメンバーシップをリスト表示するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_membership -c cluster_name
cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

cluster_name

SF Oracle RAC クラスタ名。

ノードの獲得
ノードを獲得するには次のコマンドを使います。
ノードを獲得するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a preempt_node -u uuid -n nodeid
-v victim_node id
cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

SF Oracle RAC クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

SF Oracle RAC クラスタノードのノード ID。

victim_node id

1 つ以上の被害側ノードのノード ID。

ノードの登録と登録解除
■

ノードを登録するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a reg_node -u uuid -n nodeid

■

ノードを登録解除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node -u uuid -n nodeid

153

154

第 2 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
CP サーバーの管理

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

SF Oracle RAC クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

SF Oracle RAC クラスタノードのノード ID。

SF Oracle RAC クラスタへのユーザーのアクセスの有効化と無効
化
■

SF Oracle RAC クラスタへのユーザーのアクセスを有効にするには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_clus_to_user -e user
-f user_role -g domain_type -u uuid

■

SF Oracle RAC クラスタへのユーザーのアクセスを無効にするには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus_from_user -e user_name
-f user_role -g domain_type -u uuid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

user_name

CP サーバーに追加するユーザー名。

user_role

ユーザーの役割。cps_admin または cps_operator。

domain_type

ドメインの種類。たとえば vx、unixpwd、nis、など。

uuid

SF Oracle RAC クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

VCS 制御外での CP サーバーの起動と停止
VCS 制御外の CP（コーディネーションポイント）サーバーの起動と停止を行うことができ
ます。
VCS 制御外の CP サーバーを起動するには

1

vxcpserv のバイナリを直接実行します。
# /opt/VRTScps/bin/vxcpserv

コマンドが成功した場合、コマンドはメッセージなしですぐに返されます。

2

CP サーバーの状態を確認するには、ログファイル
/var/VRTScps/log/cpserver_A.log を検証します。
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VCS 制御外の CP サーバーを停止するには

1

次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a halt_cps

変数 cp_server は CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名を表し、
port_number は CP サーバーが応答準備しているポート番号を表します。

2

CP サーバーが停止メッセージを受信して停止されたことを確認するには、ログファ
イル /var/VRTScps/log/cpserver_A.log を検証します。

CP サーバーの接続性の確認
CP サーバーの接続性を確認するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

実行時における CP サーバーの仮想 IP アドレスとポートの追加と
削除
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）通信に対しては、複数の仮想 IP ア
ドレスを使用できます。各仮想 IP アドレスにはポート番号を割り当てることができます。
CP サーバーの初期設定を行った後に仮想 IP アドレスを追加または削除する場合は、
cpsadm コマンドを実行できます。追加または削除するこれらの仮想 IP アドレスとポート
によって vxcps.conf ファイルは変更されません。そのため、これらの変更は CP サー
バーを再起動すると維持されません。
詳しくは、cpsadm（1M）マニュアルページを参照してください。
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実行時に CP サーバーに対する仮想 IP アドレスとポートを追加または削除するには

1

応答準備するように CP サーバーが設定されているすべてのポートを一覧表示する
には、次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_ports

CP サーバーが特定のポートで少なくとも 1 回正常に応答準備できなかった場合は、
出力の Connect History に never と表示されます。vxcpserv プロセスの開始時に
IP アドレスがダウンしていた場合、IP アドレスが後にアップすると、vxcpserv はそれ
らの IP アドレスにバインドします。次に例を示します。
# cpsadm -s 127.0.0.1 -a list_ports
IP Address
[10.209.79.60]:14250
[10.209.79.61]:56789
[10.209.78.252]:14250
[192.10.10.32]:14250

Connect History
once
once
never
once

CP サーバーは、ポートの健全性をアクティブに監視します。IP アドレスとポートのい
ずれかの組み合わせで CP サーバーが少なくとも 1 回正常に応答準備した場合は、
CP サーバーの有効期間中において後にポートがダウンしても、その IP アドレスと
ポートの Connect History に once と表示されます。IP アドレスの最新の状態は、
VCS で設定されている該当の IP リソース状態から取得できます。

2

CP サーバーを再起動せずに CP サーバーに対して新しいポート（IP アドレスとポー
ト）を追加するには、次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a add_port
-i ip_address -r port_number

次に例を示します。
# cpsadm -s 127.0.0.1 -a add_port -i 10.209.78.52 -r 14250
Port [10.209.78.52]:14250 successfully added.

第 2 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
CP サーバーの管理

3

CP サーバーを再起動せずに CP サーバーがポート（IP アドレスとポート）で応答準
備するのを停止するには、次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_port
-i ip_address -r port_number

次に例を示します。
# cpsadm -s 10.209.78.52 -a rm_port -i 10.209.78.252
No port specified. Assuming default port i.e 14250
Port [10.209.78.252]:14250 successfully removed.

CP サーバーデータベースのスナップショットの取得
CP サーバーデータベースのスナップショットを取得するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a db_snapshot

サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更
新
SF Oracle RAC クラスタがオンラインの場合のコーディネーションポイント（CP サーバー）
のキーの交換には、そのコーディネーションポイントの登録の更新が含まれます。SF
Oracle RAC クラスタでアプリケーション停止時間を発生させずに CP サーバーで登録の
計画的な更新を実行できます。CP サーバーエージェントが CP サーバーデータベース
のこのような登録の損失についてのアラートを発行した場合は、CP サーバーで登録を更
新する必要があります。
次の手順ではコーディネーションポイントの登録を更新する方法を説明します。
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サーバーベースのフェンシングで使うコーディネーションポイント上の登録キーを更新す
るには

1

SF Oracle RAC クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたことを
確認します。次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes
# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで SF Oracle RAC クラスタノードが存在しない場合は、SF Oracle RAC クラスタ
が使用する新しい CP サーバーを準備します。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』
を参照してください。

2

フェンシングが /etc/vxfenmode ファイルで指定されているコーディネーションポイ
ントを使用し、カスタマイズされたモードでクラスタ上で実行していることを確認しま
す。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: CUSTOMIZED
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

I/O フェンシングで現在使っているコーディネーションポイントを一覧表示します。
# vxfenconfig -l
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4

クラスタの 1 つのノードから vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要

とします。デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには、-n を使用します。
次に例を示します。
# vxfenswap [-n]

コマンドの出力は次のようになります。
VERITAS vxfenswap version <version> <platform>
The logfile generated for vxfenswap is
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenswap.log.
19156
Please Wait...
VXFEN vxfenconfig NOTICE Driver will use customized fencing
- mechanism cps
Validation of coordination points change has succeeded on
all nodes.
You may commit the changes now.
WARNING: This may cause the whole cluster to panic
if a node leaves membership before the change is complete.

5

変更をコミットするかどうかを確認するメッセージを表示されます。y を入力してコミッ
トします。
コマンドはコーディネーションポイント置き換えの成功確認を返します。

6

vxfenswap ユーティリティの実行が成功したことを確認します。CP エージェントが設
定されている場合、コーディネーションポイントの登録が見つかると ONLINE が報告
されます。CP サーバー上の登録は cpsadm ユーティリティを、コーディネータディス
ク上の登録は vxfenadm ユーティリティをそれぞれ使って表示できます。
実行中のオンラインコーディネーションポイントの更新操作は以下のコマンドを使っ
ていつでも取り消すことができます。
# vxfenswap -a cancel

オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに使うコーディネー
ションポイントの交換
オンラインの SF Oracle RAC クラスタで、アプリケーションを停止させることなく、カスタマ
イズされたコーディネーションポイント（CP サーバーまたは SCSI-3 ディスク）の計画的な
置き換えを実行するには、次の手順を使います。
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メモ: 複数のクラスタが同じ CP サーバーを共有する場合、各クラスタでこの置き換え手順
を実行する必要があります。
オンラインクラスタで、vxfen_mechanism=cps 設定を使ってカスタマイズモードでフェン
シングを実行しているときは、vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイ
ントを置き換えることができます。オンラインクラスタで、ユーティリティはサーバーベース
のフェンシング（vxfen_mode=customized）からディスクベースのフェンシング
（vxfen_mode=scsi3）への移行、またはその逆の移行もサポートします。
ただし、SF Oracle RAC クラスタでフェンシングが無効になっている場合
(vxfen_mode=disabled) は、クラスタをオフラインにして、ディスクベースのフェンシング
またはサーバーベースのフェンシングを設定する必要があります。
p.51 の 「CP サーバーの配備と移行のシナリオ」 を参照してください。
コーディネーションポイントの置き換え操作は vxfenswap -a cancel コマンドを使って
いつでも取り消すことができます。
p.136 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
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オンラインクラスタのコーディネーションポイントを交換するには

1

SF Oracle RAC クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたことを
確認します。次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cpserver -a list_nodes
# cpsadm -s cpserver -a list_users

ここで SF Oracle RAC クラスタノードが存在しない場合は、SF Oracle RAC クラスタ
が使用する新しい CP サーバーを準備します。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』
を参照してください。

2

フェンシングが、コーディネーションポイントの古いセットを使用し、カスタマイズされ
たモードのクラスタで実行していることを確認します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d

コマンドの出力は次のようになります。
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: <version>
Fencing Mode: Customized
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

各 SF Oracle RAC クラスタ ノードで、CP サーバー情報などのフェンシング設定の
変更を含む新しい /etc/vxfenmode.test ファイルを作成します。
確認し、必要ならば、セキュリティ、コーディネーションポイント、および設定に該当
する場合は vxfendg に関する vxfenmode パラメータを更新します。
これらのパラメータと新しく設定可能な値について詳しくは、vxfenmode ファイル内
のテキスト情報を参照してください。

4

クラスタのノードの 1 つから、vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要

とします。デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには -n を使用します。
# vxfenswap [-n]
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5

ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、変更をコミットするかどうかを確認
します。
■

新しいフェンシング設定の変更をコミットしない場合は、Enter キーを押すか、プ
ロンプトで n と答えます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) n
vxfenswap ユーティリティは移行操作をロールバックします。

■

新しいフェンシング設定の変更をコミットする場合は、プロンプトで y と答えます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティは、操作を正常に完了すると、/etc/vxfenmode.test ファイルを
/etc/vxfenmode ファイルに移動します。

6

vxfen ドライバによって現在使用されているコーディネーションポイントを確認するこ
とで、vxfenswap ユーティリティの正常な実行を確認します。
たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

CP サーバーと SF Oracle RAC 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 SF Oracle RAC 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。
CP サーバーと SF Oracle RAC 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 SF Oracle RAC クラスタノードでフェンシングを停止し
ます。
# svcadm disable -t vxfen

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
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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、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストールガイド』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 ディレクトリをコピーします。
# cp /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。

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/VRTSvcs/install/installsfrac -fencing

CFS の管理
ここでは、クラスタファイルシステムの主な管理作業について説明します。
ここでは、次の CFS 管理タスクの手順について説明します。
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■

VCS 設定への新しい CFS システムの追加
p.164 の 「VCS 設定への新しい CFS システムの追加」 を参照してください。

■

CFS ファイルシステムのサイズ変更
p.164 の 「CFS ファイルシステムのサイズ変更」 を参照してください。

■

CFS ファイルシステムの状態の確認
p.165 の 「CFS ファイルシステムの状態の確認」 を参照してください。

CFS の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を参
照してください。
p.250 の 「CFS のトラブルシューティング」 を参照してください。

VCS 設定への新しい CFS システムの追加
エディタを使って、VCS のメインの main.cf ファイルに CFS ファイルシステムを追加する
には、次のコマンドを実行します。
次に例を示します。
# cfsmntadm add oradatadg oradatavol ¥
/oradata1 cvm all=suid,rw
Mount Point is being added...
/oradata1 added to the cluster-configuration

コマンドについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。

CFS ファイルシステムのサイズ変更
CFS ファイルシステムがいっぱいであることを示すメッセージがコンソールに表示されて
いる場合、ファイルシステムのサイズを変更することができます。vxresize コマンドを使
うと、CFS ファイルシステムをサイズ変更できます。ファイルシステムと下位のボリュームが
拡張されます。
さまざまなオプションについては vxresize（1M）マニュアルページを参照してください。
次のコマンドを使うと、Oracle データ CFS を含むファイルシステム（この Oracle データボ
リュームは CFS マウント済みです）をサイズ変更できます。
# vxresize -g oradatadg oradatavol +2G

ここで、oradatadg は CVM ディスクグループ、oradatavol はボリューム、+2G はボリュー
ムのサイズを 2 GB 増やすことを意味します。
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CFS ファイルシステムの状態の確認
「cfscluster status」コマンドを実行し、ノードと各ノード上にあるマウントポイントの状態を
表示します。
# cfscluster status
Node
Cluster Manager
CVM state

:
:
:

MOUNT POINT
/app/crshome
/ocrvote
/app/oracle/orahome
/oradata1
/arch
Node
Cluster Manager
CVM state

:
:
:

MOUNT POINT
/app/crshome
/ocrvote
/app/oracle/orahome
/oradata1
/arch

galaxy
running
running
SHARED VOLUME DISK GROUP
crsbinvol
bindg
ocrvotevol
ocrvotedg
orabinvol bindg
oradatavol
oradatadg
archvol
oradatadg

STATUS
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED

nebula
running
running
SHARED VOLUME DISK GROUP
crsbinvol
bindg
ocrvotevol
ocrvotedg
orabinvol bindg
oradatavol
oradatadg
archvol
oradatadg

STATUS
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED

CVM の管理
ここでは、次の CVM 管理タスクの手順について説明します。
■

すべての CVM 共有ディスクの一覧表示
p.166 の 「すべての CVM 共有ディスクの一覧表示」 を参照してください。

■

手動による CVM クラスタメンバーシップの確立
p.166 の 「手動による CVM クラスタメンバーシップの確立」 を参照してください。

■

CVM マスターの手動での変更
p.167 の 「CVM マスターの手動での変更」 を参照してください。

■

共有ディスクグループの手動インポート
p.169 の 「共有ディスクグループの手動インポート」 を参照してください。

■

共有ディスクグループの手動デポート
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p.169 の 「共有ディスクグループの手動デポート」 を参照してください。
■

手動による共有ボリュームの起動
p.170 の 「手動による共有ボリュームの起動」 を参照してください。

■

CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認
p.170 の 「CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認」 を参照
してください。

■

CVM メンバーシップの状態の確認
p.171 の 「CVM メンバーシップの状態の確認」 を参照してください。

■

CVM 共有ディスクグループの状態の確認
p.171 の 「CVM 共有ディスクグループの状態の確認」 を参照してください。

■

アクティブ化モードの確認
p.171 の 「アクティブ化モードの確認」 を参照してください。

CVM の管理中に問題が起きた場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を参
照してください。
p.246 の 「Cluster Volume Manager のトラブルシューティング」 を参照してください。

すべての CVM 共有ディスクの一覧表示
次のコマンドを使って、すべての CVM 共有ディスクを一覧表示できます。
# vxdisk -o alldgs list |grep shared

手動による CVM クラスタメンバーシップの確立
ほとんどの場合 CVM を手動で起動する必要はありません。VCS が起動されるときに通
常は起動します。
次のコマンドを実行して、CVM を手動で起動します。
# vxclustadm -m vcs -t gab startnode
vxclustadm: initialization completed
vxclustadm は、クラスタの設定情報のある main.cf を読み取るため、実行されている

VCS には依存しないことに注意します。通常は hastart（VCS start）コマンドによって
CVM が自動的に起動されるため、vxclustadm startnode コマンドを実行する必要は
ありません。
CVM が正しく起動されているかどうかを確認するには:
# vxclustadm nidmap
Name

CVM Nid

CM Nid

State
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galaxy
nebula

0
1

0
1

Joined: Master
Joined: Slave

CVM マスターの手動での変更
YCVM マスターは、クラスタがオンライン状態の間に、クラスタ内の 1 つのノードから別の
ノードに手動で変更できます。CVM はマスターノードを移行し、クラスタを再設定します。
シマンテック社では、クラスタが VxVM 設定の変更またはクラスタの再設定操作を処理し
ていないときマスターを切り替えることをお勧めします。ほとんどの場合、CVM は、VxVM
またはクラスタで設定の変更が行われていることを検出した場合、マスター変更操作を中
止します。マスター変更操作でのクラスタの再設定が開始された後は、設定の変更を必
要とする他のコマンドは、マスターの切り替えが完了するまでは失敗します。
p.169 の 「CVM マスター切り替え時のエラー」 を参照してください。
オンラインのマスターを変更するには、クラスタプロトコルのバージョンが 100 以上である
必要があります。
CVM マスターを手動で変更するには

1

現在のマスターを表示するため、次のいずれかのコマンドを使います。
# vxclustadm nidmap
Name
galaxy
nebula

CVM Nid
0
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Slave
Joined: Master

# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: nebula

この例では、CVM マスターは nebula です。

2

クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して、CVM マスターを変更します。
# vxclustadm setmaster nodename
nodename で、新しい CVM マスターの名前を指定します。

次の例は、クラスタ上のマスターを nebula から galaxy に変更する方法を示してい
ます。
# vxclustadm setmaster galaxy
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3

マスターの切り替えを監視するには、次のコマンドを使います。
# vxclustadm -v nodestate
state: cluster member
nodeId=0
masterId=0
neighborId=1
members[0]=0xf
joiners[0]=0x0
leavers[0]=0x0
members[1]=0x0
joiners[1]=0x0
leavers[1]=0x0
reconfig_seqnum=0x9f9767
vxfen=off
state: master switching in progress
reconfig: vxconfigd in join

この例では、state で、マスターの変更中であることが示されています。

4

マスターが正常に変更されたかどうかを確認するには、次のいずれかのコマンドを
使います。
# vxclustadm nidmap
Name
galaxy
nebula

CVM Nid
0
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: galaxy

マスターの手動での変更に関する考慮事項
マスターがクラスタのマスターに最適なノード上で動作していない場合、マスターを手動
で変更できます。考えられるシナリオを次に示します。
■

現在実行中のマスターがいくつかのディスクにアクセスできなくなりました。
デフォルトでは、CVM は I/O 転送を使用してこのシナリオを処理します。ただし、ディ
スクへのアクセス権を持つノードにアプリケーションをフェールオーバーする方がよい
場合があります。また、アプリケーションを移動するときに、新しいノードにマスターロー
ルを再配置する方がよい場合もあります。たとえば、マスターノードとアプリケーション
を同じノード上に配置したい場合があります。
元のマスターノードをクラスタから切断されないようにしながら、マスターロールを移動
するためにマスターの切り替え操作を使用できます。マスターロールとアプリケーショ
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ンが両方とも他のノードに切り替えられたら、クラスタから元のノードを削除したい場合
があります。ファイルシステムをマウント解除し、正常にノードを終了できます。その後
にノードの保守を行うことができます。
■

マスターノードは、アプリケーション負荷と内部生成された管理 I/O が重複すると、適
切に縮小されません。
配置の手法を再度評価してからマスターノードを再配置するように選択できます。

CVM マスター切り替え時のエラー
クラスタが VxVM やクラスタの設定変更を処理していないときには、マスターを切り替え
ることを推奨します。
ほとんどの場合、進行中の設定変更があると、CVM はそれを検出し、マスターの変更操
作を中止します。CVM は障害の理由をシステムログに記録します。場合によって、障害
は vxclustadm setmaster の出力で次のように表示されます。
# vxclustadm setmaster galaxy
VxVM vxclustadm ERROR V-5-1-0 Master switching, a reconfiguration or
a transaction is in progress.
Try again

場合によって、別の再設定操作によってマスターの切り替え操作が中断されると、マス
ターの変更が失敗します。この場合、既存のマスターがクラスタのマスターのままになりま
す。再設定が完了したら、vxclustadm setmaster コマンドを再発行し、マスターを変
更します。
マスターの切り替え操作が再設定を開始すると、設定変更を開始するコマンドはすべて、
次のエラーで失敗します。
Node processing a master-switch request.Retry operation.

このメッセージが表示された場合は、マスターの切り替えが完了した後にコマンドを再試
行します。

共有ディスクグループの手動インポート
次のコマンドを使って、共有ディスクグループを手動でインポートできます。
# vxdg -s import dg_name

共有ディスクグループの手動デポート
次のコマンドを使って、共有ディスクグループを手動でデポートできます。
# vxdg deport dg_name
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共有ディスクのデポートにより、ディスク上の SCSI-3 PGR が削除されるので注意してくだ
さい。

手動による共有ボリュームの起動
手動による CVM 共有ディスクグループのインポートの後には、次のようにディスクグルー
プのボリュームを手動で起動する必要があります。
# vxvol -g dg_name startall

ボリュームが起動されているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -htrg dg_name | grep ^v

CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認
次のオプションを使って、SF Oracle RAC で CVM が起動されているか、または起動され
ていないかを確認できます。
次の出力が、クラスタのメンバーになっていないノードに表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster inactive
# vxclustadm -v nodestate
state: out of cluster

マスターノードには、次の出力が表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: galaxy

スレーブノードには、次の出力が表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - SLAVE
master: nebula

次のコマンドを実行すると、すべての CVM ノードを同時に表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
galaxy
nebula

CVM Nid
0
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave
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CVM メンバーシップの状態の確認
CVM の状態は、次のように確認できます。
# vxclustadm -v nodestate
state: joining
nodeId=0
masterId=0
neighborId=0
members=0x1
joiners=0x0
leavers=0x0
reconfig_seqnum=0x0
reconfig: vxconfigd in join

状態は、CVM がカーネルレベルの参加を完了し、vxconfigd レベルの参加を行ってい
る最中であることを示します。
vxdctl -c mode コマンドは、ノードが CVM マスターか CVM スレーブかを示していま

す。

CVM 共有ディスクグループの状態の確認
次のコマンドを使って、現在 SF Oracle RAC クラスタにインポートされている共有ディスク
グループを一覧表示できます。
# vxdg list |grep shared
orabinvol_dg enabled,shared 1052685125.1485.csha3

アクティブ化モードの確認
SF Oracle RAC クラスタでは、共有ディスクグループの有効化は、クラスタノードそれぞれ
で「shared-write」に設定される必要があります。
「共有書き込み」のアクティブ化が設定されるかどうかを確かめるには:
# vxdg list dg_name |grep activation
local-activation: shared-write

「共有書き込み」のアクティブ化が設定されていない場合は、次のコマンドを実行します。
# vxdg -g dg_name set activation=sw
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ブート環境の管理
.
ここでは、ブート環境に関する次の管理タスクの手順について説明します。
■

プライマリブート環境への復帰
p.172 の 「プライマリブート環境への復帰」 を参照してください。

■

Solaris SPARC のブート環境の切り替え
p.172 の 「Solaris SPARC のブート環境の切り替え」 を参照してください。

■

Solaris x64 のブート環境の切り替え
p.174 の 「Solaris x86-64 のブート環境の切り替え」 を参照してください。

プライマリブート環境への復帰
代替ブート環境の起動に失敗した場合は、プライマリブート環境に復帰できます。
各ノードで、PROM 監視モードのプライマリブート環境からシステムを起動します。
ok> boot disk0

disk0 はプライマリブートディスクです。

Solaris SPARC のブート環境の切り替え
vxlufinish スクリプトを使って Live Upgrade を処理する場合は、ブート環境を切り替

えるときに次の手順を実行する必要がありません。手動で Live Upgrade を実行するとき
は、次の手順を実行する必要があります。
ブート環境を切り替えるには 2 通りの手順があり、ルートディスクのカプセル化に基づい
て次の手順のいずれかを選択します。
■

p.173 の 「ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるに
は」 を参照してください。

■

p.174 の 「ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには」
を参照してください。

Solaris SPARC の切り替え手順は、VxVM でルートディスクがカプセル化されているか
どうかによって異なります。
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ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるには

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# lustatus
Boot Environment
Name
---------------source.2657
dest.2657

Is
Complete
-------yes
yes

Active
Now
-----yes
no

Active
On Reboot
--------yes
no

Can
Delete
-----no
yes

Copy
Status
------

この例では、プライマリブートディスク（source.2657）がアクティブです。代替ブート
ディスク（dest.2657）をアクティブ化する場合もあります。

2

代替ルートディスク（dest.2657）にマウントされているファイルシステムをマウント解
除します。
# lufslist dest.2657
boot environment name: dest.2657
Filesystem
----------------/dev/dsk/c0t0d0s1
/dev/dsk/c0t0d0s0
/dev/dsk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c0t0d0s3

fstype device size
------ -----------swap
4298342400
ufs
15729328128
ufs
8591474688
ufs
5371625472

Mounted on
---------/
/var
/vxfs

Mount Options
-------------

# luumount dest.2657

3

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# luactivate dest.2657

4

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

アクティブ化されたブート環境エントリが自動的に選択されます。
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ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには

1

現在のブートディスクデバイスとデバイスエイリアスを表示します。
# eeprom
boot-device=vx-rootdg vx-int_disk
use-nvramrc?=true
nvramrc=devalias vx-int_disk /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a
devalias vx-rootdg01 /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

2

eeprom コマンドを使ってブートもとのデバイスを設定します。この例はプライマリルー
トディスクからのブートを示したものです。
# eeprom boot-device=vx-rootdg01

3

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

Solaris x86-64 のブート環境の切り替え
vxlufinish スクリプトを使って Live Upgrade を処理する場合は、ブート環境を切り替

えるときに次の手順を実行する必要がありません。手動で Live Upgrade を実行するとき
は、次の手順を実行する必要があります。
ブート環境を切り替えるには 2 通りの手順があり、ルートディスクのカプセル化に基づい
て次の手順のいずれかを選択します。
■

p.175 の 「ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるに
は」 を参照してください。

■

p.176 の 「ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには」
を参照してください。
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ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるには

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# lustatus
Boot Environment
Name
---------------source.2657
dest.2657

Is
Complete
-------yes
yes

Active
Now
-----yes
no

Active
On Reboot
--------yes
no

Can
Delete
-----no
yes

Copy
Status
------

この例では、プライマリブートディスク（source.2657）がアクティブです。代替ブート
ディスク（dest.2657）をアクティブ化する場合もあります。

2

代替ルートディスク（dest.2657）にマウントされているファイルシステムをマウント解
除します。
# lufslist dest.2657
boot environment name: dest.2657
Filesystem
----------------/dev/dsk/c0t0d0s1
/dev/dsk/c0t0d0s0
/dev/dsk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c0t0d0s3

fstype device size
------ -----------swap
4298342400
ufs
15729328128
ufs
8591474688
ufs
5371625472

Mounted on
---------/
/var
/vxfs

Mount Options
--------------

# luumount dest.2657

3

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# luactivate dest.2657

4

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

システムが起動すると、GRUB メニューに次のような Live Upgrade ブート環境のエ
ントリが表示されます。
source.2657
dest.2657

アクティブ化されたブート環境エントリが自動的に選択されます。
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ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには
◆

Solaris 10 Update 6（2.10u6）以前のリリースでは、ルートディスクがカプセル化さ
れている場合に luactivate メソッドを使うことができます。Solaris 10 Update 6 以
降では、次のいずれかを実行します。
■

システムがブートされたときに、ソースブート環境または対象のブート環境の
GRUB エントリを選択します。次の手順を使って、手動でデフォルトの GRUB
menu.lst エントリをソース（PBE）または対象（ABE）の GRUB エントリに設定す
ることもできます。

■

システムが代替ブート環境からブートされた場合は、次の手順を実行してプライ
マリブート環境に切り替えます。
# mkdir /priroot
# mount rootpath /priroot
# bootadm list-menu -R /priroot
# bootadm list-menu
# bootadm set-menu -R /priroot default=PBE_menu_entry
# bootadm set-menu default=PBE_menu_entry
# shutdown -g0 -i6 -y

各オプションの説明
rootpath はルートデバイスへのパスです（/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol な
ど）。
priroot はプライマリルートデバイスです。
PBE_menu_entry は GRUB メニューでのプライマリブート環境の番号です。
■

システムがプライマリブート環境からブートされた場合は、次の手順を実行して代
替ブート環境に切り替えます。
# bootadm list-menu
# bootadm set-menu default=ABE_menu_entry
ABE booting

SF Oracle RAC のグローバルクラスタの管理
ここでは、次のグローバルクラスタ管理タスクの手順について説明します。
■

ファイアドリルの設定について
p.177 の 「ディザスタリカバリファイアドリルの設定」 を参照してください。

■

ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループの設定
p.178 の 「ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループの
設定」 を参照してください。
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■

正常なファイアドリルの確認
p.179 の 「正常なファイアドリルの確認」 を参照してください。

■

ファイアドリルスケジュールの作成
p.180 の 「ファイアドリルスケジュールの作成」 を参照してください。

サンプルファイアドリルのサービスグループの設定について:
p.180 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。

ディザスタリカバリファイアドリルの設定
ディザスタリカバリのファイアドリル手順では、プライマリサイトからセカンダリサイトへの擬
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。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、レプリケー
ションデータの流れを妨害したり、またはセカンダリサイトの再同期の必要性を生じさせた
りすることなく行われます。
通常の手順では、セカンダリサイトにファイアドリルサービスグループを作成します。この
サービスグループは、最初のアプリケーションサービスグループとほぼ同じ設定を持ち、
RVG（Replicated Volume Group）の特定時点の運用データのコピーを含みます。セカ
ンダリサイ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によって、アプリケー
ションサービスグループをフェールオーバーし、必要に応じてセカンダリサイトでオンライ
ンにすることが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、セカンダリサイトでのみ実行できます。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。
VVR を使うディザスタリカバリの設定でファイアドリルを実行する前に、次の手順を実行し
ます。
■

すべての Mount リソースの ReuseMntPt 属性の値を 1 に設定します。

■

ファイアドリルサービスグループを設定します。
p.178 の 「ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループの
設定」 を参照してください。

■

ファイアドリルサービスグループがオフラインになった後、すべての Mount リソースの
ReuseMntPt 属性の値を 0 にリセットします。

また、VCS は HA ファイアドリルもサポートし、リソースがクラスタ内の別のノードにフェー
ルオーバーできることを確認します。
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メモ: ファイアドリルは、標準の VxVM ボリュームでのみ実行できます。ボリュームセット
（vset）はサポートされません。
VCS は、Hitachi Truecopy や EMC SRDF などアレイベースソリューション用のハード
ウェアレプリケーションエージェントを提供します。ハードウェアレプリケーションエージェ
ントを使ってレプリケーションデータクラスタを監視し、ファイアドリルの作成と設定につい
て詳しくは VCS レプリケーションエージェントのマニュアルを参照します。

ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループ
の設定
ファイアドリル設定ウィザードを使って、ファイアドリルを設定します。
このウィザードの具体的なタスクは次のとおりです。
■

ファイアドリルの実行中に変更されたブロックを保存するキャッシュオブジェクトを作成
します。これにより、ファイアドリルに必要なディスク領域とディスクスピンドルを最小限
に抑えます。

■

実際のアプリケーショングループを模倣する VCS サービスグループを設定します。

このウィザードは、単一のディスクグループを含むアプリケーショングループのみを対象と
して動作します。ウィザードでは、アプリケーションの最初の RVG を設定します。アプリ
ケーションに 1 つ以上の RVG がある場合、領域最適化スナップショットを作成し、参照と
して最初の RVG を使い、VCS を手動で設定する必要があります。
fdsched スクリプトを使って、サービスグループを対象とするファイアドリルのスケジュー

ルを設定することもできます。
p.180 の 「ファイアドリルスケジュールの作成」 を参照してください。

ファイアドリル設定ウィザードの実行
ウィザードを実行するには

1

VVR セカンダリサイトで［RVG セカンダリファイアドリルウィザード（RVG Secondary
Fire Drill Wizard）］を起動します。このサイトでは、アプリケーションサービスグルー
プをオフライン化し、サービスグループをセカンダリとしてオンライン化しておきます。
# /opt/VRTSvcs/bin/fdsetup

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、Enter キーを押します。

3

ウィザードがグローバルサービスグループを識別します。ファイアドリル用のサービス
グループの名前を入力します。
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4

領域最適化スナップショットに使えるディスクグループのボリュームの一覧を確認し
ます。スナップショット用に選択するボリュームを入力します。通常、複製するかどう
かにかかわらず、アプリケーションで使われるすべてのボリュームを準備する必要が
あります。ボリュームがすべてそろっていないと、スナップショットが失敗する場合が
あります。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。

5

スナップショットが存在する場合は、書き込みを保存するためのキャッシュサイズを
入力します。キャッシュサイズは、ファイアドリルの実行中に変更が予想されるブロッ
ク数を十分保存できる容量が必要です。ただし、キャッシュは、一杯になると自動的
に拡張されるよう設定されています。キャッシュを作成するディスクを入力します。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。

6

コマンドが実行され、ファイアドリルが設定されます。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。
アプリケーショングループとその関連リソースが作成されます。ファイアドリルグルー
プとアプリケーション（Oracle など）用リソース、CFSMount および RVGSnapshot
タイプのリソースも作成されます。
両サービスグループのアプリケーションリソースは、同じアプリケーション（この例では
同じデータベース）を定義しています。ウィザードは、アプリケーションリソースの
FireDrill 属性を 1 に設定し、実際のアプリケーションインスタンスおよびファイアドリ
ルサービスグループが同時にオンラインの場合、エージェントが同時性違反を報告
することのないようにします。

ファイアドリルサービスグループ内のローカル属性の設定
ファイアドリル設定ウィザードは、リソースのローカル化された属性値を認識しません。ア
プリケーションサービスグループにローカル（システム単位の）属性値を持つリソースがあ
る場合、ウィザードを実行した後にその値を手動で設定する必要があります。

正常なファイアドリルの確認
アプリケーションを実行していないノードで、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、ディザスタリカバリ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セカンダリ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。
/tmp/fd-servicegroup.pid にあるファイアドリルのログも表示できます。
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ファイアドリルサービスグループの機能を検証したら、このグループを必ずオフラインにし
てください。ファイアドリルサービスグループをオフラインにしなかった場合、運用環境で
の障害の原因になる可能性があります。たとえば、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にアプリケーションサービスグループがフェールオーバーした場
合、リソースが競合し、両方のサービスに障害が発生します。

ファイアドリルスケジュールの作成
fdsched スクリプトを使って、サービスグループを対象とするファイアドリルのスケジュール
を設定することもできます。fdsched スクリプトは、クラスタ内で動作しているノードのうち、
番号が最小値であるノードでのみ動作するように設計されています。スケジューラは、一
定の間隔で hagrp -online firedrill_group -any コマンドを実行します。
ファイアドリルスケジュールを作成するには

1

crontab に /opt/VRTSvcs/bin/fdsched ファイルを追加します。

2

ファイアドリルの可用性を高めるには、クラスタの各ノードに fdsched ファイルを追
加します。

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 SF 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。

■

Veritas 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。
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■

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 2-1 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 2-1

oradb_grp_fd (パラレル)
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oradb_fd
Oracle
oradb_grp-snaporadata_mnt Offline local
CFSMount
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logowner
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RVGSnapshot
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cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

PrivNIC

2
処理速度とトラブルシューティ
ング

■

第3章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング

■

第4章 防止と修復の戦略

■

第5章 チューニングパラメータ
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3
SF Oracle RAC のトラブル
シューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて

■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

インストーラでクラスタの UUID を作成できない

■

インストールと設定の検査のトラブルシューティング

■

LLT 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセージ

■

LMX 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセージ

■

I/O フェンシングのトラブルシューティング

■

Cluster Volume Manager のトラブルシューティング

■

CFS のトラブルシューティング

■

VCSIPC のトラブルシューティング

■

Oracle のトラブルシューティング

■

ODM のトラブルシューティング
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SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて
発生する可能性のあるセットアップや設定の問題を診断するには、この章の情報を使っ
てください。コンポーネントの製品で問題が発生したら、適切なマニュアルを参照して問
題を解決することが必要になる場合があります。

サポート分析用の情報の収集
トラブルシューティングスクリプトを使って、クラスタとその各モジュールの設定と状態に関
する情報が収集されます。これらのスクリプトは、パッケージ情報、デバッグメッセージ、コ
ンソールメッセージおよびディスクグループやボリュームの情報を識別します。これらのス
クリプトの出力を Symantec 社のテクニカルサポートに転送すると、問題の分析や解決に
役立てることができます。
■

VRTSexplorer を使った設定情報の収集
p.186 の 「 SORT データコレクタを使った設定情報の収集」 を参照してください。

■

サポート分析用の SF Oracle RAC 情報の収集
p.187 の 「サポート分析用の SF Oracle RAC 情報の収集」 を参照してください。

■

サポート分析用の VCS 情報の収集
p.187 の 「サポート分析用の VCS 情報の収集」 を参照してください。

■

サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する
p.187 の 「サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する」 を参照してください。

■

サポート分析用の IMF 情報の収集
p.188 の 「サポート分析用の IMF 情報の収集」 を参照してください。

SORT データコレクタを使った設定情報の収集
SORT データコレクタは、VRTSexplorer ユーティリティに取って代わりました。
VxExplorer オプションを指定してデータコレクタを実行し、クラスタの問題点の診断と分

析を行うためにノードからシステム情報と設定情報を収集します。
専門的な支援が必要なクラスタの問題点が見つかった場合は、データコレクタを実行し、
tar の出力結果をシマンテック社テクニカルサポートに送って、問題の解決を図ってくだ
さい。
SORT Web サイトにアクセスし、お使いのオペレーティングシステム用の UNIX データコ
レクタをダウンロードしてください。
https://sort.symantec.com
詳しくは、
https://sort.symantec.com/public/help/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm
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サポート分析用の SF Oracle RAC 情報の収集
SF Oracle RAC モジュールに関する情報を収集するには、getdbac スクリプトを実行す
る必要があります。
サポート分析用の SF Oracle RAC 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/getdbac -local

スクリプトによって、デフォルトファイル /tmp/vcsopslog.time_stamp.tar.Z に出
力が保存されます。
問題を解決できない場合は、このファイルを添えてシマンテック社のテクニカルサ
ポートに問い合わせてください。

サポート分析用の VCS 情報の収集
VCS に関する問題が起きた場合、hagetcf コマンドを実行して情報を収集する必要があ
ります。シマンテック社のテクニカルサポートはこれらのスクリプトの出力を使って、VCS の
問題の分析や解決に役立てることができます。hagetcf コマンドはインストール済みソフ
トウェア、クラスタ設定、システム、ログ、関連情報についての情報を集め、gzip ファイル
を作成します。
詳しくは hagetcf（1M）のマニュアルページを参照してください。
サポート分析用の VCS 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagetcf

gzip ファイルの出力ディレクトリの指定を求められます。デフォルトの /tmp ディレク
トリまたは別のディレクトリに gzip ファイルを保存できます。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
問題が解決できない場合は、hagetcf コマンドが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する
LLT と GAB に関する問題が起きた場合、getcomms スクリプトを実行して LLT と GAB の
情報を収集する必要があります。getcomms スクリプトはまた、LLT と GAB の情報と共に、
コアダンプとスタックトレースを収集します。
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サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集するには

1

GAB_FFDC_LOGDIR パラメータのデフォルト値を変更した場合は、getcomms スク
リプトを実行する前に、同じ変数を再びエクスポートする必要があります。
p.193 の 「GAB メッセージのログ」 を参照してください。

2

情報を集めるには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSgab/getcomms

スクリプトはデフォルトでは rsh を使います。パスワード不要の rsh を設定したことを
確認してください。クラスタノード間にパスワード不要の ssh があれば、-ssh オプショ
ンを使うことができます。コマンドを実行するノードの情報を集めるには、-local オ
プションを使用します。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
問題を解決できない場合は、getcomms スクリプトが生成する
/tmp/commslog.time_stamp.tar ファイルを添えてシマンテック社のテクニカル
サポートに問い合わせてください。

サポート分析用の IMF 情報の収集
IMF（Intelligent Monitoring Framework）に関する問題が起きた場合、getimf スクリ
プトを実行して情報を収集する必要があります。
サポート分析用の IMF 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSamf/bin/getimf

問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
問題が解決できない場合は、getimf スクリプトが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

ログファイル
表 3-1 は様々なログファイルとその場所の一覧です。ログファイルには、問題を識別して
その解決を図るための有益な情報が記録されています。
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表 3-1
ログファイル

ログファイルの一覧

場所

Oracle インストール oraInventory_path¥
/logs/¥
時のエラーログ
installActionsdate_time.log

説明
Oracle RAC のインストール中に発生
したエラーが記録されています。その
記載内容はエラーの性質を明らかに
するとともに、インストールのどの時点
でエラーが発生したかを示していま
す。

メモ: このファイルにインストール時の
エラーログが記録されたかどうかを確
認します。これは、そのエラーが重大
なエラーである可能性があるためで
す。インストールに問題がある場合
は、問題をデバッグするためにテクニ
カルサポートにこのファイルを送りま
す。
Oracle の警告ログ Oracle RAC 10g の場合:
$ORACLE_HOME/admin/db_name/¥
bdump/alert_instance_name.log

データベース操作によって報告され
たメッセージとエラーが記録されてい
ます。

Oracle RAC 11g の場合:
$ORACLE_BASE/diag/rdbms/db_name/¥
instance_name/trace/alert_instance_name.log
ログのパスは設定が可能です。
VCS エンジンのロ
グファイル

/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

高可用性デーモン had が実行する
すべてのアクションが記録されていま
す。

メモ: このファイルに CVM または
PrivNIC のエラーが記録されている
かどうかを確認します。これは、その
エラーが重大なエラーである可能性
があるためです。
CVM ログファイル

/var/adm/vx/cmdlog
/var/adm/vx/vxconfigd_debug.out
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

cmdlog ファイルには CVM コマンド
の一覧が記録されています。
重要な CVM ログ収集の詳しい説明
については、次を参照してください。
p.190 の 「重要な CVM ログの収集」
を参照してください。
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ログファイル

場所

説明

VCS エージェントロ /var/VRTSvcs/log/agenttype_A.log
グファイル
ここで、agenttype は VCS エージェントのタイプです。

エージェント機能に関連するメッセー
ジとエラーが記録されています。

詳しくは、『Veritas Storage
たとえば、CFS エージェントのログファイルの場所は、次のようにな Foundation 管理者ガイド』を参照し
ります。
てください。
/var/VRTSvcs/log/CFSMount_A.log

OS システムログ

オペレーティングシステムのモジュー
ルとドライバから出されるメッセージと
また、次のコマンドを実行して OS のシステムログを収集できます。 エラーが記録されています。
/var/adm/messages

# errpt -a
I/O フェンシングの /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log
カーネルログ
ログの取得には、次のコマンドを実行します。

I/O フェンシングのメッセージ、エ
ラー、または診断情報が記録されて
います。

# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/¥
vxfendebug -p
VCSMM のログファ /var/VRTSvcs/log/vcsmm.log
イル

VCSMM のメッセージ、エラー、また
は診断情報が記録されています。

重要な CVM ログの収集
詳しい CVM TIME_JOIN メッセージを収集するには、クラスタを停止し、再起動する必要
があります。
詳しい CVM TIME_JOIN メッセージを収集するには

1

クラスタのすべてのノードで、次の手順を実行してください。
■ /opt/VRTSvcs/bin/CVMCluster/online のスクリプトを編集します。

次の文字列に「-T」オプションを挿入します。
もとの文字列: clust_run=`$VXCLUSTADM -m vcs -t $TRANSPORT
startnode 2> $CVM_ERR_FILE`
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修正後の文字列: clust_run=`$VXCLUSTADM -m vcs -t $TRANSPORT -T
startnode 2> $CVM_ERR_FILE`

2

クラスタを停止します。
# hastop -all

3

クラスタを起動します。
# hastart
この時点で、CVM TIME_JOIN メッセージは /var/adm/messages ファイルに書き
込まれ、さらにコンソールに表示されます。

次のようにして、vxconfigd デーモンのログを有効にすることもできます。
# vxdctl debug 9 /var/adm/vx/vxconfigd_debug.out

有効なデバッグ情報は、システムコンソールログとテキストファイル
/var/adm/vx/vxconfigd_debug.out に蓄積されます。「9」はデバッグのレベルを表
します。「1」は最低のデバッグレベルです。「9」は詳しい出力を示します。
注意: vxconfigd のデバッグをオンにすると、VxVM のパフォーマンスが低下します。本
番環境での vxconfigd のデバッグは慎重に行ってください。
vxconfigd のデバッグを無効にするには
# vxdctl debug 0

次を実行すると、CVM カーネルメッセージのダンプを、稼動しているノードで収集できま
す。
# /etc/vx/diag.d/kmsgdump -d 2000 > ¥
/var/adm/vx/kmsgdump.out

SF Oracle RAC のカーネルとドライバのメッセージについて
カーネルとドライバのメッセージをコンソールに表示するように設定している場合、GAB
などの SF Oracle RAC ドライバはメッセージをそのコンソールに出力します。カーネルと
ドライバのメッセージのログがコンソールに出力されることを確認します。
コンソールメッセージを設定する方法について詳しくは、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。
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カーネルメモリ破損のトラブルシューティング
デバッグメッセージを有効にすることで、LLT、GAB、VxFEN、VxIO、VxFS などの Veritas
カーネルドライバで発生した問題をデバッグすることができます。
メモ: デバッグの機能を有効にすると、パフォーマンスが低下します。これらの例は、本番
環境またはテストコンピュータで慎重に利用することをお勧めします。
カーネルドライバに関するデバッグメッセージを有効にするには

1

すべてのノードで、kmem_flags が「f」に設定されていることを確認します。
# mdb -k
> kmem_flags/X
kmem_flags:
kmem_flags:

f

kmem_flags が「f」に設定されていない場合、/etc/system ファイルに次の行を追
加します。
set kmem_flags=0xf

2

ノードを再起動します。
# shutdown -y -i6 -g0

VCS メッセージログ
VCS は、エンジンログとエージェントログの 2 種類のログを生成します。ログファイル名の
最後には、英字が付けられます。最新のログファイルには、ファイル名の最後に「A」が付
けられ、2 番目に新しいファイルには「B」が、そして、最も古いファイルには「C」が付けら
れます。
エンジンログは、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log です。エンジンログの書式は、次の
とおりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | メッセージテキスト
■

Timestamp: メッセージが生成された日付と時間。

■

Mnemonic: 製品を示す文字列 ID（VCS など）。

■

Severity: レベルは、CRITICAL、ERROR、WARNING、NOTICE、INFO です（高レ
ベルから低レベルの順）。

■

UMI: 重複のないメッセージ ID。

■

Message Text: VCS によって生成されるメッセージ本文。
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一般的なエンジンログは、次のようになります。
2011/07/10 16:08:09 VCS INFO V-16-1-10077 Received new
cluster membership

エージェントログは、/var/VRTSvcs/log/<agent>.log にあります。エージェントログメッ
セージの書式は、次のとおりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | エージェントタイプ | リソー
ス名 | エントリポイント | メッセージテキスト
一般的なエージェントログは、次のようになります。
2011/07/10 10:38:23 VCS WARNING V-16-2-23331
Oracle:VRT:monitor:Open for ora_lgwr failed, setting
cookie to null.

次の理由から、すべてのノード上のログが同じとは限りません。
■

VCS はローカルノード上のローカルイベントを記録します。

■

イベント発生時に、すべてのノードが動作しているとは限りません。

VCS は警告とエラーメッセージを STDERR に出力します。
VCS エンジン、Command Server、いずれかの VCS エージェントで何らかの問題が起
きると、FFDC（First Failure Data Capture の略で初回障害データキャプチャの意味）ロ
グが生成され、他のコアダンプやスタックトレースとともに次の場所にダンプされます。
■

VCS エンジンの場合: $VCS_DIAG/diag/had

■

Command Server の場合: $VCS_DIAG/diag/CmdServer

■

VCS エージェントの場合: $VCS_DIAG/diag/agents/type。type は特定のエージェ
ントタイプを表します。

変数 $VCS_DIAG のデフォルト値は、/var/VRTSvcs/ です。
デバッグログを有効にしていない場合、これらの FFDC ログは専門家のサポートが必要
な問題の分析に役立ちます。

GAB メッセージのログ
GAB で問題が発生した場合には、FFDC（First Failure Data Capture）ログも生成され、
ダンプされます。
GAB を設定してあると、GAB は GAB ログデーモン（/opt/VRTSgab/gablogd）も開始し
ます。GAB のログデーモンはデフォルトでは有効になります。GAB のチューニングパラ
メータ gab_ibuf_count の値を変更して、GAB のログデーモンを無効にできます。
p.270 の 「GAB のロード時または静的チューニングパラメータについて」 を参照してくださ
い。

193

194

第 3 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて

この GAB ログデーモンは、iofence または GAB ポートのマスターの障害のような重大な
イベントが発生すると GAB 関連のログを収集し、コンパクトなバイナリ形式でデータを格
納します。次のように gabread_ffdc ユーティリティを使って、GAB のバイナリログファイ
ルを読み取ることができます。
/opt/VRTSgab/gabread_ffdc

binary_logs_files_location

GAB のバイナリログファイルを制御する次の環境変数の値を変更できます。
■

GAB_FFDC_MAX_INDX: GAB バイナリログファイルの最大数を定義します。
GAB ログデーモンはそれぞれが 8 MB のサイズのログファイルを、定義されている数
だけ収集します。デフォルト値は 20 で、ファイルには gablog.1 から gablog.20 ま
での名前が付けられます。常に、gablog.1 ファイルが最新のファイルです。

■

GAB_FFDC_LOGDIR: GAB バイナリログファイルのログディレクトリの場所を定義しま
す。
デフォルトの場所は次のとおりです。
/var/adm/gab_ffdc

gablog デーモンは同じディレクトリの glgd_A.log ファイルと glgd_B.log ファイル
にログを書き込むことに注意してください。
これらの変数は、次の GAB 起動ファイルに定義するか、または export コマンドを使い
ます。変更を有効にするには GAB を再起動する必要があります。
/etc/default/gab

デバッグログのタグの使用法について
次の表では、デバッグタグの使用法を説明します。
エンティティ

使用されるデバッグログ

エージェント関数

DBG_1 から DBG_21

エージェントのフ
レームワーク

DBG_AGTRACE
DBG_AGDEBUG
DBG_AGINFO

Icmp エージェント

DBG_HBFW_TRACE
DBG_HBFW_DEBUG
DBG_HBFW_INFO
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エンティティ

使用されるデバッグログ

HAD

DBG_AGENT（エージェント関連のデバッグログ用）
DBG_ALERTS（アラートのデバッグログ用）
DBG_CTEAM（GCO デバッグログ用）
DBG_GAB, DBG_GABIO（GAB デバッグメッセージ用）
DBG_GC（各ログメッセージでのグローバルカウンタの表示用）
DBG_INTERNAL（内部メッセージ用）
DBG_IPM（IPM（Inter Process Messaging）用）
DBG_JOIN（結合ロジック用）
DBG_LIC（ライセンス関連メッセージ用）
DBG_NTEVENT（NT イベントログ用）
DBG_POLICY（エンジンポリシー用）
DBG_RSM（RSM デバッグメッセージ用）
DBG_TRACE（トレースメッセージ用）
DBG_SECURITY（セキュリティ関連メッセージ用）
DBG_LOCK（ロックプリミティブのデバッグ用）
DBG_THREAD（スレッドプリミティブのデバッグ用）
DBG_HOSTMON（HostMonitor デバッグログ用）

エージェントのデバッグログの有効化
この項では、VCS エージェントのデバッグログを有効にする方法について説明します。
エージェントのデバッグログを有効にするには

1

設定を読み書き両用に設定します。
# haconf -makerw

2

ログを有効にし、必要なログレベルを設定します。次の例は IPMultiNIC リソースタ
イプに対するコマンドを示します。
# hatype -modify IPMultiNIC LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

詳しくは、LogDbg 属性の説明を参照してください。
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3

スクリプトベースのエージェントでは、halog コマンドを実行してメッセージをエンジ
ンログに追加します。
# halog -addtags DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

4

設定を保存します。
# haconf -dump -makero

DBG_AGDEBUG を設定した場合、エージェントの 1 つのインスタンスに関するエージェ
ントフレームワークログが、そのエージェントが動作しているノードのエージェントログに記
録されます。

VCS エンジンのデバッグログの有効化
VCS エンジン、VCS エージェント、HA コマンドのデバッグログは、2 つの方法で有効に
できます。
■

実行時にデバッグログを有効にするには、halog -addtags コマンドを使用します。

■

起動時にデバッグログを有効にするには、 VCS_DEBUG_LOG_TAGS 環境変数を
使用します。VCS_DEBUG_LOG_TAGS は、HAD を起動する前、または HA コマン
ドを実行する前に設定する必要があります。
例:
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_TRACE DBG_POLICY"
# hastart
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_AGINFO DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE"
# hastart
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_IPM"
# hagrp -list

メモ: デバッグログには詳しいメッセージが記録されます。デバッグログを有効にすると、
ログファイルはすぐにいっぱいになる可能性があります。

IMF のデバッグログの有効化
IMF（Intelligent Monitoring Framework）の追加デバッグログを有効にするには、次
のコマンドを実行します。メッセージは、エージェント固有のログファイル
/var/VRTSvcs/log/agentname_A.log に記録されます。
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追加デバッグログを有効にするには

1

Process、Mount、Application エージェントの場合:
# hatype -modify agentname LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7

2

Oracle エージェントと Netlsnr エージェントの場合:
# hatype -modify agentname LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10

3

CFSMount エージェントの場合:
# hatype -modify agentname LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10 DBG_11 DBG_12
DBG_13 DBG_14 DBG_15 DBG_16
DBG_17 DBG_18 DBG_19 DBG_20 DBG_21

4

CVMvxconfigd エージェントの場合は、追加デバッグログを有効にする必要はあり
ません。

5

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファの場合:
# amfconfig -S errlevel all all

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファを有効にした場合、amfconfig -p dbglog
コマンドを使って追加ログを表示できます。

メッセージカタログ
VCS では、多言語のメッセージカタログをサポートしています。これらのバイナリメッセー
ジカタログ（BMC）は、デフォルトで次の場所に格納されています。 変数 language は、各
言語を 2 文字の省略形で表します。
/opt/VRTS/messages/language/module_name

VCS コマンドラインインターフェースには、VCS でサポートされている言語でエラーメッ
セージや正常終了メッセージが表示されます。 hamsg コマンドを実行すると、VCS がサ
ポートしている言語で VCS エンジンログが表示されます。
次に BMC の一覧を示します。
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gcoconfig.bmc

gcoconfig メッセージ

VRTSvcsHbfw.bmc

ハートビートフレームワークメッセージ

VRTSvcsTriggers.bmc

VCS トリガメッセージ

VRTSvcsWac.bmc

Wide Area Connector プロセスメッセージ

vxfen*.bmc

フェンシングメッセージ

gab.bmc

GAB コマンドラインインターフェースメッセージ

hagetcf.bmc

hagetcf メッセージ

llt.bmc

LLT コマンドラインインターフェースメッセージ

VRTSvcsAgfw.bmc

エージェントフレームワークメッセージ

VRTSvcsAlerts.bmc

VCS アラートメッセージ

VRTSvcsApi.bmc

VCS API メッセージ

VRTSvcsCommon.bmc

共通モジュールメッセージ

VRTSvcsHad.bmc

VCS エンジン（HAD）メッセージ

VRTSvcsplatformAgent.bmc

VCS 付属エージェントメッセージ

VRTSvcsplatformagent_name.bmc

VCS エンタープライズエージェントメッセージ

ライセンス通知が表示されたときの対応
このリリースは、ライセンスキーがなくてもインストールできます。エンドユーザー使用許諾
契約に従うには、ライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーが管理する
ホストを作成します。60 日以内のこれらの条項に従わない場合は、次の警告メッセージ
が表示されます。
WARNING V-365-1-1 This host is not entitled to run Veritas Storage
Foundation/Veritas Cluster Server.As set forth in the End User
License Agreement (EULA) you must complete one of the two options
set forth below. To comply with this condition of the EULA and
stop logging of this message, you have <nn> days to either:
- make this host managed by a Management Server (see
http://go.symantec.com/sfhakeyless for details and free download),
or
- add a valid license key matching the functionality in use on this host
using the command 'vxlicinst'
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EULA の条項に従って、これらのメッセージを削除するには、60 日以内に次のいずれか
の対応を取る必要があります。
■

ホストで使用中の機能に対応する有効なライセンスキーをインストールします。
ライセンスキーのインストール後は、次のコマンドを使ってライセンスキーの認証が必
要です。
# /opt/VRTS/bin/vxkeyless

■

管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することで、キーレスライセンスを継続
します。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless

接続に失敗した後のインストーラの再起動
接続に失敗しためにインストールが強制終了された場合は、インストーラを再起動してイ
ンストールを再開できます。インストーラによって既存のインストールが検出されます。イン
ストールを再開するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。インストールを再開する
と、失敗したポイントからインストールが続行されます。

インストーラでクラスタの UUID を作成できない
インストーラがクラスタの UUID を設定する前に uuidconfig.pl スクリプトを見つけること
ができない場合、次のエラーメッセージが表示されます。
Couldn't find uuidconfig.pl for uuid configuration,
please create uuid manually before start vcs

このエラーメッセージは、SF Oracle RAC の設定、アップグレード中、またはインストーラ
を使ってクラスタにノードを追加するときに表示されることがあります。
回避策: SF Oracle RAC を起動するには、uuidconfig.pl スクリプトを手動で実行して、
各クラスタノードに UUID を設定する必要があります。
クラスタを手動で作成するときにクラスタ UUID を設定するには
◆

クラスタの 1 つのノードで、次のコマンドを実行してクラスタの各ノードにクラスタ UUID
を設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure nodeA
nodeB ... nodeN

ここで、nodeA、nodeB から nodeN はクラスタノードの名前です。
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インストールと設定の検査のトラブルシューティング
この項では、SF Oracle RAC のインストールプログラムで ［SF Oracle RAC Installation
and Configuration Checks］オプションを使用して、クラスタ検証の実行時に報告される
可能性のある障害の解決に関するガイドラインについて説明します。
メモ: 検査の障害に関するドキュメントだけでなく、ログにも障害に関する情報が多く含ま
れている場合があります。/opt/VRTS/install/logs のログファイルを調査します。

時間の同期検査がエラーで失敗
時間の同期検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking time synchronization...Failed

原因
時間の差が 5 秒を超えています。

解決法
ノード間の時間設定値の同期を取ります。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 の場合、クラスタ内のすべてのノードの時刻を同期する
には NTP を設定する必要があります。

システムアーキテクチャの検査がエラーで失敗
システムアーキテクチャの検査は、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking system architecture information...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
Combinations with mismatched system architecture
types: <list of systems>

原因
クラスタのすべてのノードで、必ずしもプロセッサ数または CPU アーキテクチャが同じで
はありません。
たとえば、クラスタのすべてのノードが Solaris SPARC または Solaris x64 のいずれかで
ある必要があります。クラスタに SPARC と x64 のノードを混在させてはなりません。
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解決法
ノードのアーキテクチャが同じであることと、またプロセッサの数とタイプが同じであること
を確認します。

オペレーティングシステムとパッチレベルの同期検査がエラーで失敗
オペレーティングシステムとパッチレベルの検査が、次のエラーで失敗する場合がありま
す。
Checking OS and patch level synchronization... Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
Combinations with mismatched OS and
patch level: <list of systems>

原因
クラスタのすべてのノードで必ずしもオペレーティングシステムのバージョンとパッチレベ
ルが同じではありません。
すべてのノードで、オペレーティングシステムのバージョンと更新レベル（Solaris 10
Update 6 など）が同じシステムが動作している必要があります。

解決法
オペレーティングシステムとパッチレベルが同じバージョンのシステムをクラスタのすべて
のノードにインストールします。

CPU 周波数の検査がエラーで失敗
CPU 周波数の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking for CPU frequency match...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
Combinations with mismatched frequencies: <list of systems>

原因
プロセッサ速度がクラスタのノード間で違いがあります。

解決法
ノードのプロセッサタイプが同じであることを確認します。
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LLT リンクモードの検査がエラーで失敗
LLT リンクの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking LLT Links' Full Duplex setting for
sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error: Link link_name is Half-Duplex on sys_name.

Error: Link link_name is UNKNOWN on sys_name.

表 3-2 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-2

LLT リンクの全二重設定の検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

Checking LLT Links' Full
Duplex setting for
<sys name>...Failed

リンクモードが全二重に設 リンクモードを全二重に設定し
定されていません。
ます。

Error: /etc/llttab does
not exist on sys_name.
LLT link duplexity check
can not proceed for
sys_name
Link link_name is
Half-Duplex on sys_name

手順については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定
ガイド』の項「LLT 用のプライ
ベート相互接続の準備」を参照
してください。

Link link_name is not
Full-Duplex on sys_name.

SF Oracle RAC を再設定しま
す。

Link link_name
Half-Duplex on
Link link_name
on sys_name.

詳しくは、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の「SF
Oracle RAC の設定」を参照し
てください。

Link link_name
Half-Duplex on

/etc/llttab ファイルが
ノードに存在しないと、検
査が継続できない場合が
is
あります。誤ってファイルが
sys_name.
削除された可能性がありま
is UNKNOWN
す。または SF Oracle RAC
設定が完全ではありませ
ん。
is
sys_name.

解決法

LLT リンクのジャンボフレーム設定の検査がエラーで失敗
LLT リンクの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking LLT Link Jumbo Frame setting (MTU)...Failed
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ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error: /etc/llttab does not exist on sys_name.

LLT link jumbo frame check can not proceed for sys_name
■ Error: Link link_name has suspicious value of

MTU: frame_size Bytes on sys_name
The NIC: link_name couldn't be probed for Jumbo
Frame setting on sys_name. Skipping.

表 3-3 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-3

LLT リンクのジャンボフレーム設定（MTU）の検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

Error: /etc/llttab does
not exist on sys_name.
LLT link jumbo frame
check can not proceed
for sys_name

/etc/llttab ファイルが
ノードに存在しないと、検査
が継続できない場合がありま
す。誤ってファイルが削除さ
れた可能性があります。また
は SF Oracle RAC 設定が完
全ではありません。

SF Oracle RAC を再設定しま
す。

Error: Link link_name
MTU のサイズは許容可能な
has suspicious value of 範囲の 1500 から 9000 バイ
MTU: frame_size Bytes
トを超えています。
on sys_name
The NIC: link_name
couldn't be probed for
Jumbo Frame setting on
sys_name. Skipping.

詳しくは、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の「SF
Oracle RAC の設定」を参照し
てください。
MTU のサイズを許容可能な範
囲に設定します。その範囲は
デバイスによって異なります。
範囲については、デバイスのマ
ニュアルを参照してください。

クロス接続の検査がエラーで失敗
クロス接続の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Cross connection checks...Failed

原因
クラスタのノードが同類のネットワークインターフェースで接続されていません。たとえば、
クラスタのあるノードに第一プライベートリンクとして bge1 を使う場合は、他のすべての
ノードでも第一プライベートリンクとして bge1 を使う必要があります。
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解決法
クラスタのノードが、同類のネットワークデバイスを使ってネットワークリンクと接続されてい
ることを確認します。

LLT リンクの速度と自動ネゴシエーションの検査がエラーで失敗
LLT リンクの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking LLT Links' speed and auto negotiation
settings for sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
Error: /etc/llttab does not exist on sys_name.
LLT Private Link check can not proceed for sys_name.

表 3-4 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-4

LLT リンクの速度と自動ネゴシエーションの検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

Checking LLT Links' speed
and auto negotiation
settings for sys_name...
Failed

メディアの速度設定がノー
ド間で異なる場合、および
クラスタのすべてのノード
でインターフェースの自動
ネゴシエーションが有効で
ある場合は、検査が失敗
します。

メディアの速度をすべての
ノード間で同じ値に設定し、
自動ネゴシエーションを無効
にします。
手順については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設
定ガイド』の項「LLT 用のプラ
イベート相互接続の準備」を
参照してください。

Error: /etc/llttab does
SF Oracle RAC 設定が失 SF Oracle RAC を再設定しま
not exist on sys_name.
敗したか、または完全では す。
LLT Private Link check can ありません。
詳しくは、『Veritas Storage
not proceed for sys_name.
Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の
「SF Oracle RAC の設定」を
参照してください。

LLT リンクの優先度の検査がエラーで失敗
LLT リンクの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
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Checking LLT links configured on private link
and as high priority on sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error: There are only no_of_links High Priority links

present on sys_name (less than 2)
■ Error: At least one of the LLT links is on public

network on sys_name.

表 3-5 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-5

LLT リンクの優先度の検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

Error: There are only
no_of_links High Priority
links present on sys_name
(less than 2)

高優先度の LLT リンク数が 少なくとも 2 つの高優先度リ
2 個未満です。
ンクを設定します。
高優先度 LLT リンクの追加
については、次を参照してく
ださい。
p.108 の 「LLT リンクの追加と
削除」 を参照してください。

Error: At least one of the LLT リンクの 1 つはパブリッ 高優先度のすべての LLT リ
LLT links is on public
クネットワークに設定されま ンクはプライベートネットワー
network on sys_name.
す。
クに設定する必要がありま
す。パブリックネットワークに
設定された高優先度の LLT
リンクを削除します。
パブリックネットワークに設定
された高優先度のリンクの削
除方法については、次を参
照してください。
p.108 の 「LLT リンクの追加と
削除」 を参照してください。

/etc/llthosts ファイルの検査がエラーで失敗
/etc/llthosts ファイルの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking for /etc/llthosts file match...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
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Error: /etc/llthosts different on sys_name1 & sys_name2.

原因
次のいずれかの原因を調べます。
■ /etc/llthosts

ファイルにあるノード一覧がノード間で異なっている。

■ /etc/llthosts

ファイルの手動による修正が誤っていた。

■

クラスタは、同じクラスタ ID であるが異なるノードを含む別のノードセットで再設定され
た。

■

クラスタからあるノードが削除されたが、/etc/llthosts ファイルは更新されなかっ
た。

解決法
/etc/llthosts ファイルを更新して、クラスタのノード数を正しく反映します。クラスタを

再起動します。

クラスタ ID の検査がエラーで失敗
クラスタ ID の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking for cluster-ID match...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error: /etc/llttab file is not present on some nodes,

while it is present on other nodes.
■ Error: /etc/llttab

file is not present on any node.
Skipping cluster-ID match check.

■ Error: Cluster-ID differences between: <list of nodes>.

表 3-6 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-6

クラスタ ID 一致の検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

Error: /etc/llttab file is
not present on some nodes,
while it is present on
other nodes.

クラスタのノードのいくつ /etc/llttab ファイルを更
かは異なるクラスタ ID で 新して、クラスタのノード数の
再設定されています。
クラスタ ID を正しく反映しま
す。クラスタを再起動します。
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エラーメッセージ

原因

解決法

Error: /etc/llttab file
LLT 設定が失敗したか、 SF Oracle RAC を再設定しま
is not present on any node. または完全ではありませ す。
Skipping cluster-ID match
ん。
詳しくは、『Veritas Storage
check.
Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の
「SF Oracle RAC の設定」を
参照してください。
Error: Cluster-ID
differences between:
<list of nodes>.

/etc/llttab ファイル /etc/llttab ファイルを更
の手動による修正が誤っ 新して、クラスタのノード数の
ていました。
クラスタ ID を正しく反映しま
す。クラスタを再起動します。

フェンシング設定の検査がエラーで失敗
この検査はディスクベースの I/O フェンシングにのみ有効です。
フェンシング設定の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking Fencing configuration on sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error: Symantec I/O Fencing module is not configured on node:

sys_name
■ Error: Failed (Configured in disabled mode)

Configure with diskbased fencing or CPS.

表 3-7 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
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表 3-7

フェンシング設定の検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

Symantec I/O Fencing module
is not configured on node:
sys_name

フェンシングがクラスタで I/O フェンシングを設定しま
設定されていません。
す。
フェンシングは CPS を
使って設定されます。

解決法

I/O フェンシング設定の詳し
い説明については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設
定ガイド』の「SF Oracle RAC
の設定」を参照してください。
サーバーベースのフェンシン
グが設定されていると検査の
失敗は無視されます。

Failed (Configured in
disabled mode)

フェンシングが無効モー ディスクベースのフェンシン
ドで設定されています。 グを再設定します。
詳しくは、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の
「データ整合性のための SF
Oracle RAC クラスタの設定」
を参照してください。

コーディネータディスクでのフェンシングキーの存在検査がエラーで失敗
フェンシング設定の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking the presence of fencing keys on coordinator disks
on sys_name...Failed

原因
クラスタのいくつかのノードの SCSI-3 PGR キーがコーディネータディスクにありません。

解決法
コーディネータディスクの失われたキーを次の手順に記述されているように更新します。
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コーディネータディスクで失われたキーを更新するには

1

キーが失われたノードを特定します。出力を確認します。出力結果には、キーが失
われたノードは表示されません。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

2

失われたキーを更新します。
p.145 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

ODM 設定の検査がエラーで失敗
ODM 設定の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking ODM configuration on sys_name...Failed

原因
次のいずれかの原因を調べます。
■

ODM がクラスタで動作していない。

■

ODM がスタンドアロンモードで動作している。
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解決法
問題を解決するには

1

ODM を起動します。
# svcadm enable vxodm

2

次のコマンドを実行して、ODM がクラスタモードまたはスタンドアロンモードで動作
しているかどうかを確認します。
# cat /dev/odm/cluster
cluster status: enabled

この状態が有効である場合、ODM はクラスタモードで動作しています。その他の状
態では、スタンドアロンモードで動作しています。
ODM がスタンドアロンモードで動作している場合は、次のようにモードを変更しま
す。
vxgms のモジュールが読み込まれていることを確認します。
$ modinfo |grep vxgms
235

13e1698

48a8 337

1

vxgms (VxGMS 6.0 (Solaris 5.10))

# svcadm disable -t vxodm
# svcadm enable vxodm

VCSMM 設定の検査がエラーで失敗
VCSMM 設定の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking VCSMM configuration on sys_name...Failed

原因
ポート o が起動されていません。VCSMM が起動していません。

解決法
VCSMM を起動します。
# svcadm enable vcsmm

GAB ポート設定の検査がエラーで失敗
GAB ポート設定の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
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Checking GAB ports configuration on sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
GAB is not configured on node: sys_name

表 3-8 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-8

GAB ポート設定の検査 - メッセージ

原因

解決法

LLT が正しく設定されません。

LLT の検査が正常に完了したことを確認します。正
常に完了していない場合は、次の項の情報を使って
問題を解決します。
p.200 の 「インストールと設定の検査のトラブルシュー
ティング」 を参照してください。

GAB は、LLT が正しく設定されていないた GAB は、LLT が正しく設定されていないために未登
めに未登録になりました。
録になりました。
/etc/llttab ファイルで、設定が正しことを確認し
ます。LLT 設定が正しくない場合は、 適切な変更を
行って再起動します。
SF Oracle RAC 設定が失敗したか、または SF Oracle RAC を再設定します。
完全ではありません。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC インストール/設定ガイド』の「SF Oracle RAC の
設定」を参照してください。

LMX ヘルパーのスレッドの検査がエラーで失敗
LMX 設定の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking LMX helper thread disabled on sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error: LMX is running with helper thread ENABLED on node:

sys_name.LMX helper thread should be disabled.
■ Error: Could not run LMX helper thread check on

sys_name due to missing /opt/VRTSvcs/rac/bin/lmxshow file.
LMX does not seem to be installed on sys_name.

表 3-9 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
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表 3-9

LMX ヘルパースレッドの検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

Error: LMX is running with
helper thread ENABLED on
node: sys_name.LMX helper
thread should be disabled.

LMX ヘルパースレッドが
有効です。

LMX ヘルパースレッドを
無効にします。この手順
は、このエラーが報告され
た各ノードで実行する必要
があります。
p.213 の 「LMX ヘルパー
スレッドの無効化」 を参照
してください。

Error: Could not run LMX
SF Oracle RAC のインス
helper thread check on
トールが失敗したか、また
sys_name due to missing
は完全ではありません。
/opt/VRTSvcs/rac/bin/lmxshow
file.LMX does not seem to
be installed on sys_name.

SF Oracle RAC を再イン
ストールします。
詳しくは、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/
設定ガイド』の「SF Oracle
RAC のインストール」を参
照してください。
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LMX ヘルパースレッドの無効化
LMX ヘルパースレッドを無効にするには

1

Oracle データベースインスタンスを停止します。
データベースインスタンスが VCS で管理されている場合、対応する VCS サービス
グループをオフラインにします。
$ hagrp -offline group_name -sys node_name

データベースインスタンスが VCS で管理されていない場合は、1 つのノードで次を
実行します。
Oracle RAC 11.2.0.2 の場合:
$ srvctl stop instance -d db_name ¥
-n node_name

Oracle RAC 11.2.0.1 以前のバージョンの場合:
$ srvctl stop instance -d db_name ¥
-i instance_name

2

LMX を停止します。
# svcadm disable -t lmx

3

LMX モジュールを読み込み解除します。
# modinfo |grep lmx
# modunload -i module_no

4

ファイル /kernel/drv/lmx.conf を開きます。パラメータ update=1 がファイルに
存在する場合、LMX ヘルパースレッドは有効です。パラメータを削除して LMX ヘ
ルパースレッドを無効にします。
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5

LMX を起動します。
# svcadm enable lmx

6

Oracle データベースインスタンスを起動します。
データベースインスタンスが VCS で管理されている場合、対応する VCS サービス
グループをオンラインにします。
$ hagrp -online group_name -sys node_name

データベースインスタンスが VCS で管理されていない場合は、1 つのノードで次を
実行します。
Oracle RAC 11.2.0.2 の場合:
$ srvctl start instance -d db_name ¥
-n node_name

Oracle RAC 11.2.0.1 以前のバージョンの場合:
$ srvctl start instance -d db_name ¥
-i instance_name

Oracle データベースのバージョンの検査がエラーで失敗
Oracle データベースの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking Oracle DB level...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
Oracle DB level different on: sys_name1 (version1)
and sys_name2 (version2).
Problem running 'opatch' utility on sys_name.
Error info: error_info

表 3-10 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-10

Oracle データベースのバージョンの検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

Oracle DB level different
on: sys_name1 version1
and sys_name2 version2.

Oracle データベースの
バージョンまたはパッチ
セットの情報はノード間
で異なっています。

クラスタのノード全体に同じ
バージョンのデータベースと
パッチセットをインストールし
ます。
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エラーメッセージ

原因

解決法

Problem running 'opatch'
utility on sys_name.
Error info: error_info

権限が oraInventory
現在の作業ディレクトリから
ディレクトリに正しく設定 oraInventory ディレクトリ
されていません。
にパスを変更し、
orainstRoot.sh スクリプ
トを実行して権限を正しく設
定します。
# ./orainstRoot.sh

ベンダークラスタウェアの検査がエラーで失敗
init.cssd パッチの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking vendor clusterware on sys_name...Failed

原因
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が Veritas Cluster Server の存在の検出に
失敗すると、この検査は失敗します。SF Oracle RAC のインストールが失敗したか、また
は完全ではありません。

解決法
Oracle ライブラリを SF Oracle RAC に再リンクします。
手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガ
イド』の項「Oracle RAC のインストール後タスクの実行」を参照してください。

Oracle プロセスデーモン（oprocd）の検査がエラーで失敗
Oracle プロセスデーモン（oprocd）の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking presence of Oracle Process Daemon (oprocd)
on sys_name...Failed

表 3-11 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
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表 3-11
原因

Oracle プロセスデーモンの検査 - 原因と解決法
解決法

Oracle プロセスデーモン（oprocd）は $CRS_HOME/lib/libskgxn2.so が
システムで動作しています。
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so へのシンボリックリン
クであることを確認します。
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so が
/opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so へのシンボリッ
クリンクであることを確認します。
SF Oracle RAC のインストールは正常 /opt/VRTS/install/logs のインストーラのログを確
に終了しませんでした。
認します。

LLT と Oracle Clusterware のノード ID の検査がエラーで失敗
ノード ID の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking Node id mismatch for LLT & Oracle
Clusterware on sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error: Failure in running olsnodes

command on sys_name. Node ID match check can not
proceed.
■ Error: There is no node <nodename>

present in Oracle Clusterware membership, which is listed
in /etc/llthosts.
■ Error: Node numbering of LLT and Oracle

Clusterware is different. This step is mandatory for SF Oracle RAC
to function.
■ Error: /etc/llthosts file is missing on

sys_name. Node ID match check can not proceed. Skipping.

表 3-12 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
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表 3-12
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LLT と Oracle Clusterware のノード ID の検査- メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

Error: Failure in running
olsnodes command on
sys_name.
Node ID match check can
not proceed.

Oracle libskgxn2.so ライ Oracle libskgxn2 ライブラリ
ブラリは VCSMM ライブラ を VCSMM ライブラリに再リ
リとリンクされていません。 ンクします。

Error: There is no node
node_name present in
Oracle Clusterware
membership, which is
listed in /etc/llthosts.

Oracle Clusterware は
SF Oracle RAC クラスタの
ノードのサブセットにのみ
インストールされていま
す。

Oracle Clusterware がイン
ストールされたノードのサブ
セットで検査を実行します。

Error: Node numbering of
LLT and Oracle Clusterware
is different.

Oracle RAC のインストー
ル後に LLT 設定が不適
切に修正された場合、この
検査は失敗します。

LLT 設定ファイルのノード ID
情報が Oracle Clusterware
のノード ID 情報と一致するこ
とを確認します。

手順については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設
定ガイド』の項「Oracle RAC
インストール後のタスクの実
施」を参照してください。

# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure
node_names

次のコマンドで表示される
ノードの情報を確認します。
# lltstat -nvv|more
ファイルを作成し、lltstat コ
マンドで表示される情報を
使って次の形式で設定しま
す。
node_id node name
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エラーメッセージ

原因

解決法

Error: /etc/llthosts file
is missing on sys_name.
Node ID match check can
not proceed. Skipping.

SF Oracle RAC ファイル インストールが不完全または
が誤って削除されました。 失敗した場合は、SF Oracle
またはインストールが完全 RAC を再インストールします。
ではありません。
詳しくは、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の
「SF Oracle RAC のインストー
ル」を参照してください。
/etc/llthosts ファイルを作成
して次のように設定します。
次のコマンドで表示される
ノードの情報を確認します。
# lltstat -nvv|more
ファイルを作成し、lltstat コ
マンドで表示される情報を
使って次の形式で設定しま
す。
node_id node name

Oracle ライブラリのリンクの検査がエラーで失敗
Oracle ライブラリのリンクの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking Oracle Library linking on sys_name...Failed

メモ: Oracle RAC 11g がインストールされていると、VCS IPC 検証はスキップされます。
ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Skipping the IPC library check for Oracle version 11 on sys_name

IPC library is not applicable for 11g.
■ IPC library linking check on sys_name has failed.

Link IPC library properly.
■ VCSMM library check on sys_name has failed

Link VCSMM library properly.
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■ ODM library check on sys_name has failed

Link ODM library properly.

原因
Veritas ライブラリ（VCS IPC、ODM、VCSMM）が Oracle RAC ライブラリに正しくリンクさ
れていません。

解決法
VCSMM ライブラリが Oracle にリンクされていることを検証するには
$CRS_HOME/lib/libskgxn2.so が /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so へのシ

ンボリックリンクであることを確認します。
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so が
/opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so へのシンボリックリンクであることを確認し

ます。
VCSMM ライブラリが正しくリンクされていない場合は、ライブラリを再リンクします。
VCS IPC と ODM のライブラリを Oracle に再リンクします。手順については、『Veritas
Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』の項「Oracle RAC のイ
ンストール後タスクの実行」を参照してください。

LLT/LMX/VCSMM のチューニングパラメータの検査がエラーで失敗
LLT、LMX と VCSMM のチューニングパラメータの検査が、次のエラーで失敗する場合
があります。
Checking Tunables for LLT/LMX/VCSMM...Failed

原因
モジュールのチューニングパラメータが正しく設定されていない可能性があります。

解決法
正しいチューニングパラメータ設定値を設定します。
詳しくは次のとおりです。
p.269 の 「SF Oracle RAC のチューニングパラメータについて」 を参照してください。

Oracle ユーザーの検査がエラーで失敗
Oracle ユーザーの権限の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
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Checking permissions for ORACLE_USER:oracle_user
on sys_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error:

No Oracle user detected. Skipping check for
oracle user permission for /etc/llthosts and /etc/llttab files.

■ Error: Either $vcs->{llthosts} or $vcs->{llttab}

or both are not available on sys_name. Skipping this check.
■ Error: Permission denied for ORACLE_USER:$ora_user

for files $vcs->{llthosts} and $vcs->{llttab} on sys_name

表 3-13 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-13

ORACLE_USER の権限の検査 - メッセージ

エラーメッセージ

原因

解決法

No Oracle user detected.
Skipping check for
oracle user permission
for /etc/llthosts
and /etc/llttab files.

指定された Oracle ユー
ザーが存在しません。

正しい Oracle ユーザーを指
定して検査を再実行します。

Either $vcs->{llthosts}
or $vcs->{llttab} or both
are not available
on sys_name.
Skipping this check.

/etc/llthosts ファイルか
SF Oracle RAC を再設定し
/etc/llttab ファイルの 1 つ ます。
または両方が欠けていま
詳しくは、『Veritas Storage
す。
Foundation for Oracle
SF Oracle RAC が正しく設 RAC インストール/設定ガイ
定されていません。
ド』の「SF Oracle RAC の設
定」を参照してください。

Permission denied for
ORACLE_USER:oracle_user
for files
$vcs->{llthosts}
and $vcs->{llttab}
on sys_name

このファイルには「他の」
このファイルの読み込み権限
ユーザーに対する読み込み を「他の」ユーザーに付与し
権限がありません。
ます。

CSSD リソースの検査がエラーで失敗
cssd の検査が、次のエラーで失敗しています。

# chmod o+r /etc/llttab
# chmod o+r /etc/llthosts
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Checking whether cssd resource exists in
CVM service group...Failed

原因
CSSD リソースが VCS 下で設定されていません。

解決法
VCS 下で CSSD リソースを設定します。
手順については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガ
イド』の項「Oracle RAC インストール後のタスクの実施」を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタと RAC インスタンスの同等性の検査がエラーで
失敗
同等性の検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking equivalence of SF Oracle RAC cluster
and RAC instances from system_name...Failed

ログにある次のメッセージを参照できます。
■ Error:

No Oracle user detected. Skipping checking
if number of nodes configured under SF Oracle RAC and those
under RAC are same.

■ Error: Either $vcs->{llthosts} or $vcs->{llttab} or

both are not available on sys_name. Skipping this check.
■ Error: Oracle user: $prod->{orauser} does not have

permission to access $vcs->{llthosts} and $vcs->{llttab}.

表 3-14 は検査で表示されるメッセージの一覧です。
表 3-14
エラーメッセージ

SF Oracle RAC クラスタと RAC インスタンスの同等性の検査 - メッセー
ジ
原因

No Oracle user detected.
指定された Oracle ユー
Skipping checking if number ザーが存在しません。
of nodes configured under
SF Oracle RAC and those
under RAC are same.

解決法
正しい Oracle ユーザーを指
定して検査を再実行します。
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エラーメッセージ

原因

解決法

Either $vcs->{llthosts} or
$vcs->{llttab} or both are
not available on sys_name.
Skipping this check.

/etc/llthosts ファイルか SF Oracle RAC を再設定し
/etc/llttab ファイルの 1 ます。
つまたは両方が欠けてい
詳しくは、『Veritas Storage
ます。
Foundation for Oracle
SF Oracle RAC が正しく RAC インストール/設定ガイ
設定されていません。
ド』の「SF Oracle RAC の設
定」を参照してください。

Oracle user:
$prod->{orauser}
does not have permission
to access $vcs->{llthosts}
and $vcs->{llttab}.

このファイルには「他の」 このファイルの読み込み権限
ユーザーに対する読み込 を「他の」ユーザーに付与し
み権限がありません。
ます。
# chmod o+r /etc/llttab
# chmod o+r /etc/llthosts

カーネルパラメータの検査がエラーで失敗
カーネルパラメータの検査が、次のエラーで失敗する場合があります。
Checking Kernel Parameters on system_name...Failed

原因
カーネルパラメータの設定が誤っています。

解決法
/opt/VRTS/install/logs のログを調べて、失敗したカーネルメッセージを特定します。

カーネルパラメータの正しい設定方法については、Oracle RAC のマニュアルを参照し
てください。

インストール前の検査の障害のトラブルシューティング
表 3-15 は、SF Oracle RAC インストールプログラムを起動したときに報告される可能性
のある障害を解決するためのガイドラインです。
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表 3-15

インストール前の検査の障害のトラブルシューティング

エラーメッセージ

原因

解決法

システムの通信をチェックしてい クラスタのシステム間に、パス
クラスタのシステム間にパスワー
ます...失敗しました（Checking ワードを要求しない SSH か rsh ドを要求しない SSH または
system
の通信が設定されていません。 RSH 通信を設定します。
communication...Failed）
『Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC インストール/
設定ガイド』の項「システム間通
信の設定」を参照してください。
リリースの互換性をチェックして
います...失敗しました
（Checking release
compatibility...Failed）

現在のシステムアーキテクチャ
またはオペレーティングシステ
ムのバージョンはサポートされ
ていません。たとえば、32 ビット
アーキテクチャはこのリリースで
はサポートされていません。

リリースに必要なハードウェアと
ソフトウェアの基準を満たすシス
テムであることを確認します。

インストールされている製品を
チェックしています（Checking
installed product）

この検査とその適切な解決に対
して表示されるメッセージの情
報については、次を参照してく
ださい。

この検査とその適切な解決に対
して表示されるメッセージの情
報については、次を参照してく
ださい。

確認方法については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定
ガイド』の「必要条件と計画」を
参照してください。

p.224 の 表 3-16 を参照してくだ p.224 の 表 3-16 を参照してくだ
さい。
さい。
プラットフォームのバージョンを システムにインストールされたオ リリースに必要なソフトウェアの
チェックしています（Checking ペレーティングシステムのバー 基準を満たすシステムであるこ
platform version）
ジョンはサポートされていませ とを確認します。
ん。
確認方法については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定
ガイド』の「必要条件と計画」を
参照してください。
製品の事前確認を実行してい
ます（Performing product
prechecks）

次のいずれかの検査が失敗し これらの問題の解決に関する情
ました。
報については、次を参照してく
ださい。
■ 時間の同期
p.200 の 「インストールと設定の
■ CPU 速度の検査
■ システムアーキテクチャの検 検査のトラブルシューティング」
を参照してください。
査
■

OS パッチレベルの検査
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表 3-16

インストールされた製品の検査 - メッセージ

メッセージ

解決法

Entered systems have different
products installed:
prod_name-prod_ver-sys_name
Systems running different
products must be upgraded
independently.

指定された複数のシステムに異なる製品がインス
トールされました。たとえば、あるシステムには
SFCFSHA がインストールされ、他のシステムには
SF Oracle RAC がインストールされています。
システムを個別にアップグレードする必要があり
ます。
SF Oracle RAC のアップグレードについては、
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の「SF Oracle RAC の
アップグレード」を参照してください。
インストールされた他の製品のアップグレードに
ついては、その製品の該当するマニュアルを参
照してください。

Entered systems have different
versions of $prod_name
installed:
prod_name-prod_ver-sys_name.
Systems running different
product versions must be
upgraded independently.

指定された複数のシステムに異なるバージョンの
SF Oracle RAC がインストールされました。たとえ
ば、あるシステムには SF Oracle RAC 6.0 がイン
ストールされ、他のシステムには SF Oracle RAC
5.1 SP1 がインストールされています。
システムを個別にアップグレードする必要があり
ます。
SF Oracle RAC のアップグレードについては、
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の「SF Oracle RAC の
アップグレード」を参照してください。

prod_name is installed.
Upgrading prod_name directly
to another_prod_name is not
supported.

SF Oracle RAC 以外の製品がインストールされて
います。たとえば、システムに SFCFSHA 6.0 がイ
ンストールされています。
SF Oracle RAC インストーラは他の製品から SF
Oracle RAC への直接アップグレードはサポート
していません。まず、インストールされた製品の
バージョン 6.0 にアップグレードしてから、SF
Oracle RAC 6.0 にアップグレードする必要があり
ます。
SF Oracle RAC へのアップグレードについては、
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』の「Storage Foundation
製品から SF Oracle RAC へのアップグレード」を
参照してください。

第 3 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
LLT 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセージ

メッセージ

解決法

prod_name is installed.
component_prod_name is part of
prod_name. Upgrading only
component_prod_name version may
partially upgrade the installed
パッケージ on the systems.

SF Oracle RAC の以前のバージョンがインストー
ルされている場合、インストーラは製品の部分アッ
プグレードをサポートします。たとえば、スタックの
VCS をバージョン 6.0 にアップグレードできます。
後ですべての SF Oracle RAC のスタックをアップ
グレードしたい場合は installsfrac プログラ
ムを実行できます。

LLT 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッ
セージ
表 3-17 は、診断中に表示される警告メッセージと、問題の解決に対応する推奨事項の
一覧です。
表 3-17
警告

LLT のトラブルシューティングに対する警告メッセージ
考えられる原因

推奨事項

警告: OS タイマーは
ノードの CPU とメモリを大量に消費 ノードの CPU とメモリのリソース
を抑制する可能性のあるアプリ
num 秒間呼び出されませ しています。
ケーションを調べます。
んでした（Warning: OS
timer is not called
for num seconds）
警告: カーネルはメモリの ノードで利用可能なメモリが不十分 ノードのメモリ消費量を減らした
り、割り当てられたメモリを解放
割り当てに num 回失敗 です。
したりします。
しました（Warning:
Kernel failed to
allocate memory num
time(s)）
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警告

考えられる原因

フロー制御が num 回発
生し、num 回再有効化さ
れました（ポート port
number、ノード node
number）
（Flow-control
occurred num
time(s)and
back-enabled num
time(s) on port
port number for
node node number）

■

推奨事項

ローカルノードとピアノード（node ■ ローカルノードとピアノード
number）間のネットワークの帯
間の通信に対して、より多く
域幅が不十分です。
の帯域幅を割り当てます。
■ ピアノード（node number）の
■ ノードの CPU とメモリのリ
CPU とメモリを大量に消費してい
ソースを抑制する可能性の
ます。
あるアプリケーションを調べ
ます。

警告: ノード node id ローカルノードとピアノード間のプラ ローカルノードとピアノード間の
（リンク link id 上）と イベート相互接続が不安定です。 接続性を確認します。必要に応
じてリンクを置き換えます。
の接続が num 回不安定
になりました（Warning:
Connectivity with
node node id on
link link id is
flaky num time(s).）
分布は次のとおりです:
（0-4 s） <num> （4-8
s） <num> （8-12 s）
<num> （12-16 s）
<num> （>=16 s）（The
distribution is:
(0-4 s) <num> (4-8
s) <num> (8-12 s)
<num> (12-16 s)
<num> (>=16 s)）
ピアノード node name
ローカルノードとピアノード間のプラ ローカルノードとピアノード間の
との 1 つ以上のリンク接 イベート相互接続に、十分な帯域幅 プライベート相互接続を確認し
ます。
続に問題が発生していま がない可能性があります。
す。（One or more
link connectivity
with peer node(s)
node name is in
trouble.）
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警告

考えられる原因

推奨事項

node id とのリンク接続 ■ 設定されたプライベート相互接 ■ プライベート相互接続に障
続の 1 つが動作していません。
害がある場合は、リンクを置
は 1 つのリンクのみで
き換えます。
■ LLT 下で設定されたプライベー
す。（Link
ト相互接続が 1 つだけです。
■ 最低 2 つはプライベート相
connectivity with
互接続を設定します。
node id is on only
one link.）2 つ以上の
リンクを設定することを推
奨します。（Symantec
recommends
configuring a
minimum of 2
links.）
LLT 下でリンクが 1 つし ■ 設定されたプライベート相互接 ■ プライベート相互接続に障
続の 1 つが動作していません。
害がある場合は、リンクを置
か設定されていません。
き換えます。
■ LLT 下で設定されたプライベー
（Only one link is
ト相互接続が 1 つだけです。
■ 最低 2 つはプライベート相
configured under
互接続を設定します。
LLT.）2 つ以上のリンク
を設定することを推奨しま
す。（Symantec
recommends
configuring a
minimum of 2
links.）
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警告

考えられる原因

推奨事項

合計転送パケットのうち % ■ ネットワークインターフェースカー ■ ノード間のネットワークの接
ドかネットワークリンクに障害があ
続性を検証します。
を再転送しました。
ります。
ネットワークインターフェー
（Retransmitted %
スカードに異常がないかど
percentage of total
うかを確認します。
transmitted
packets.）
リンクが有効でないときに
合計転送パケットのうち %
を送信しました。（Sent %
percentage of total
transmitted packet
when no link is
up.）
合計受信パケットのうち %
のチェックサムが不正で
す。（% percentage of
total received
packets are with
bad checksum.）
合計受信パケットのうち %
が無効です。（%
percentage of total
received packets
are out of window.）
合計受信パケットのうち %
の整列が失敗しています。
（% percentage of
total received
packets are
misaligned.）
合計受信パケットのうち % DLPI ドライバか NIC に異常がある DLPI ドライバと NIC に異常が
ないかどうかを確認します。
で DLPI エラーが発生し か、破損した可能性があります。
ています。（%
percentage of total
received packets
are with DLPI
error.）
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警告

考えられる原因

推奨事項

合計転送パケットのうち % ノードの CPU とメモリの消費量が高 ■ CPU とメモリの使用量を抑
い可能性があります。または、ネット
制する可能性のあるアプリ
per についてポート
ケーションを調べます。
port id で大幅な転送 ワークの帯域幅が不十分です。
■ 低遅延のデータ伝送を容易
遅延（>16ms）がありました
にするために、ネットワーク
（% per of total
の帯域幅が適切であること
transmitted packets
を確認します。
are with large xmit
latency (>16ms) for
port port id）
%per の受信パケットにつ
いてポート port id で
大幅な受信遅延（>16ms）
がありました。（%per
received packets
are with large recv
latency (>16ms) for
port port id.）
LLT は起動していませ
ん。（LLT is not
running.）

SF Oracle RAC が正しく設定されて SF Oracle RAC を再設定しま
いません。
す。
手順については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定
ガイド』を参照してください。

LMX 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッ
セージ
表 3-18 は、診断中に表示される警告メッセージと、問題の解決に対応する推奨事項の
一覧です。
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表 3-18

LMX トラブルシューティングに対する警告メッセージ

警告

考えられる原因

LMX は起動していませ
考えられる原因は次のとおりです。
ん。この警告はクラスタを
■ SF Oracle RAC が正しく設定さ
起動している Oracle
れていません。
11g には該当しません。
■ SF Oracle RAC が動作していま
（This warning is
せん。
not applicable for
Oracle 11g running
cluster.）
VCSMM が起動していませ
ん。

推奨事項
障害の原因に応じて、次のいず
れかのタスクを実行して問題を
解決します。
SF Oracle RAC を再設定し
ます。
■ SF Oracle RAC を再起動し
ます。
手順については
p.91 の 「各ノードの SF
Oracle RAC の起動または
停止」 を参照してください。
■
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警告

考えられる原因

Oracle は Symantec Oracle RAC ライブラリは SF Oracle
VCSMM ライブラリにリンク RAC ライブラリにリンクされていませ
されていません。（Oracle ん。
is not linked to
the Symantec LMX
library.）この警告はク
ラスタを起動している
Oracle 11g には該当
しません。（This
warning is not
applicable for
Oracle 11g running
cluster.）

推奨事項
Oracle RAC ライブラリを SF
Oracle RAC に再リンクします。
手順については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定
ガイド』を参照してください。

Oracle は Symantec
LMX ライブラリにリンクさ
れていますが、LMX が起
動していません。（Oracle
is linked to
Symantec LMX
Library, but LMX is
not running.）
Oracle は Symantec
VCSMM ライブラリにリンク
されていません。（Oracle
is not linked to
Symantec VCSMM
library.）
Oracle は Symantec
VCSMM ライブラリにリンク
されていますが、VCSMM
が起動していません。
（Oracle is linked
to Symantec VCSMM
Library, but VCSMM
is not running.）

I/O フェンシングのトラブルシューティング
次の項では、I/O フェンシングの問題のトラブルシューティングについて説明します。症
状と推奨される解決策を確認してください。
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起動時の SCSI 予約エラー
SF Oracle RAC クラスタのノードを再起動した場合に、次のような SCSI 予約エラーが発
生する可能性があります。
date system name kernel: scsi3 (0,0,6) : RESERVATION CONFLICT

このメッセージは SCSI-3 PR I/O フェンシングにより保護されているすべての共有ディス
クグループのメンバーであるディスクそれぞれに表示されます。このメッセージは無視し
ても安全です。

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティリ
ティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

他のホストが SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクを予約した場合、ディス
クアレイは SCSI TEST UNIT READY コマンドに対して成功を返すことをサポートしていま
せん。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイのオ
プションである 186 ビットが使えない場合に発生します。

他のノードが除外されている間、ノードはクラスタを参加させられない
ノードのフェンシングアウト（削除）を現在実行しているクラスタでは、フェンシング操作が
完了するまで、新しいノードをそのクラスタに参加させることは防止されます。次に、新し
いノードのコンソールに表示されるメッセージの例を示します。
...VxFEN ERROR V-11-1-25 ... Unable to join running cluster
since cluster is currently fencing
a node out of the cluster.

新しいノードをブートしているときにこれらのメッセージが表示された場合、そのノード上
に存在する vxfen の起動スクリプトはクラスタに参加するために 5 回の試行を行います。
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I/O フェンシングの試行が失敗したときに、クラスタへのノードの参加を手動で行うには
◆

vxfen のスクリプトがノードをクラスタに参加させるのに失敗した場合は、次のコマン
ドを使って vxfen ドライバを再起動します。
# svcadm disable -t vxfen
# svcadm enable vxfen

コマンドが失敗した場合は、新しいノードを再起動します。

システムパニックによって潜在的なデータ破損が防止される
ノードでスプリットブレインの条件が発生し、クラスタから削除されたときに、ノードでパニッ
クが発生し、次のコンソールメッセージが表示されます。
VXFEN:vxfen_plat_panic: Local cluster node ejected from cluster to
prevent potential data corruption.

ノードは、すべてのプライベート相互接続の障害またはノードハングアップのために、ピ
アノードとのハートビートを失った場合、スプリットブレイン状態になります。異なるシナリオ
の元での I/O フェンシングの動作と、取るべき是正措置について確認してください。
p.44 の 「各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作」 を参照してください。

コーディネータディスクの I/O フェンシングキーのクラスタ ID がローカル
クラスタの ID と一致しない
クラスタのコーディネータディスクを別のクラスタに誤って割り当てた場合、I/O フェンシン
グを起動すると、フェンシングドライバは次のようなエラーメッセージを表示します。
000068 06:37: 33 2bdd5845 0...3066 0 VXFEN WARNING V-11-1-56
Coordinator disk has key with cluster id 48813
which does not match local cluster id 57069

この警告は、クラスタ ID 57069 のローカルクラスタにキーがあることを示します。ただし、
ディスクには ID 48813 のクラスタに対するキーもあります。これは、クラスタ ID 48813 の
クラスタに属するノードが同じコーディネータディスクを使う可能性があることを示します。
次のコマンドを実行して、これらのディスクが別のクラスタによって使われるかどうかを確
認できます。ローカルクラスタの 1 つのノードで次のコマンドを実行します。たとえば、
galaxy で次のように実行します。
galaxy> # lltstat -C
57069
galaxy> # cat /etc/vxfentab
/dev/vx/rdmp/disk_7
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/dev/vx/rdmp/disk_8
/dev/vx/rdmp/disk_9
galaxy> # vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,48,49,52,66,48,48
[Character Format]: VFBEAD00
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 0 Node Name: unknown

disk_7、disk_8、disk_9 は設定のディスク名を表します。
対処方法: 各クラスタには一意のコーディネータディスクのセットを使用する必要がありま
す。他のクラスタがこれらのコーディネータディスクを使わない場合、ローカルクラスタでこ
れらのディスクをコーディネータディスクとして使う前に vxfenclearpre コマンドを使って
キーを消去します。
p.133 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報
告される
vxfen ドライバは、プライベートネットワークリンクの障害が発生した後、プライベートネット
ワークリンクが修復されるまでの間、削除されたノードがクラスタに再参加することを防止
するように機能します。
たとえば、システム 1 とシステム 2 によって形成されているクラスタが正常に機能している
ときに、プライベートネットワークリンクが破損したとしましょう。システム 1 が削除されたシ
ステムであるとしましょう。プライベートネットワークリンクが修復される前にシステム 1 が再
起動した場合、システム 1 のメンバーシップ設定ではシステム 2 が表示されません。ただ
し、システム 1 がコーディネータディスクに登録を行おうとしたときに、システム 2 がコー
ディネータディスクにすでに登録されていることを検出します。システム 2 に関するこの競
合情報が与えられた結果、システム 1 はクラスタに参加せず、vxfenconfig が実行され
たときに次のようなエラーを返します。
vxfenconfig: ERROR: There exists the potential for a preexisting
split-brain. The coordinator disks list no nodes which are in
the current membership. However, they also list nodes which are
not in the current membership.
I/O Fencing Disabled!

また、コンソールには次の情報が表示されます。
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<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>

<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system

name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>

vxfen: WARNING: Potentially a preexisting
split-brain.
Dropping out of cluster.
Refer to user documentation for steps
required to clear preexisting split-brain.
I/O Fencing DISABLED!
gab: GAB:20032: Port b closed

ただし、プライベートネットワークリンクが動作していて、両方のシステムが停止し、システ
ム 1 が再起動し、システム 2 が復帰に失敗した場合も、同じエラーが発生する可能性が
あります。システム 1 からクラスタを見たときに、システム 2 はコーディネータポイント上で
依然として登録されている可能性があります。
サーバーベースのフェンシングですでに発生しているスプリットブレイン状態を理解する
ため、次の状況を考えてみます。
■

コーディネーションポイントとして機能する 3 つの CP サーバーがあるとします。3 つ
の CP サーバーの 1 つがアクセス不能になります。この状態で、1 つのクライアントノー
ドがクラスタから除かれます。しかし、その登録はアクセス不能になった CP サーバー
からは削除できません。アクセス不能な CP サーバーが再起動すると、このサーバー
には SF Oracle RAC クラスタから切り離されたノードからの無効登録が含まれます。
この場合、新しいノードはクラスタに参加できません。クラスタに参加しようとする各ノー
ドは CP サーバーから登録のリストを取得します。1 つの CP サーバーは（先に切り離
されたノードの）登録を余分に含んでいます。これにより、joiner ノードは、joiner ノー
ドと無効登録によって表されるノードとの間にスプリットブレインが存在すると結論付け
ます。

■

すべてのクライアントノードのフェンシングキーが CP サーバーから消去されていない
ため、それらのクライアントノードは同時にクラッシュしました。その結果、ノードの再起
動時に、vxfen 設定による既存のスプリットブレインの報告が失敗します。

これらの状況は、vxfenclearpre コマンドを実行して解決できる、コーディネータディス
クとすでに発生しているスプリットブレインの状況に似ています。サーバーベースのフェン
シングでも、cpsadm コマンドを使った同様の解決策が必要です。
p.235 の 「すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア」 を参照してください。

すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア
VxFEN ドライバがすでに発生しているスプリットブレイン状態をどのように調べるかを確
認します。
p.234 の 「フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報告され
る」 を参照してください。
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表 3-19 は、発生したシナリオに応じてすでに発生しているスプリットブレイン状態をどの
ように解決するかを説明しています。
表 3-19
シナリオ

すでに発生しているスプリットブレイン状態をクリアするために推奨さ
れるソリューション

ソリューション

実際のスプリットブレイン 1
状態の可能性 - システム
2
2 が動作し、システム 1 が
削除された

3

システム 1 が動作しているかどうか判断します。
システム 1 が動作している場合、システム 1 を停止してプライベートネットワークリンクを修復
し、スプリットブレイン状態を取り除きます。
システム 1 を再起動します。

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性 - シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（ディスクベースのフェンシ
ングが設定されます）

# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
コーディネータディスクに対して次のコマンドを使用します。

このコマンドの出力により、コーディネータディスクに登録済みのキーを特定します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータディスクとすべての共有ディス
クグループ内のデータディスクからキーをクリアします。コマンドは SCSI-3 の登録と予約を削
除します。
p.133 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。
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シナリオ

ソリューション

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性 - シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（サーバーベースのフェン
シングが設定されます）

# cpsadm -s cp_server -a list_membership
-c cluster_name

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
CP サーバーに対して次のコマンドを使用します。

ここで、cp_server は CP サーバーが設定されているマシンの仮想 IP アドレスまたは仮想ホ
スト名で、cluster_name は SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）の VCS 名で
す。
コマンドは、CP サーバーに登録されているシステムを表示します。

2

cpsadm コマンドを使用して CP サーバーのキーを消去します。cpsadm コマンドは CP サー
バーの登録を消去します。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node
-c cluster_name -n nodeid
ここで、cp_server は CP サーバーが応答準備している仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名
で、cluster_name は SF Oracle RAC クラスタ の VCS 名で、nodeid は SF Oracle RAC クラ
スタ ノードの ID を指定します。CP サーバー上の登録を消去する前に、フェンシングがノー
ドでまだ実行されていないことを確認してください。
すべての無効登録を削除した後、joiner ノードはクラスタに参加できます。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。

登録済みのキーがコーディネータディスクから失われている
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、クラスタの再設定が
発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
紛失キーをリフレッシュするには
◆

vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクと交換し
ます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登録し
ます。
p.145 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換
ディスクに不具合が生じたか動作不能になり、クラスタ内でオフラインになっている新しい
ディスクグループに切り替えようとする場合は、次の手順を実行します。
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オンラインになっているクラスタで、vxfenswap ユーティリティを使ってディスクを置換す
ることができます。
p.136 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
コーディネータディスクグループのコーディネータディスクを置換したり、コーディネータ
ディスクグループを破棄するには、次の情報を確認してください。
手順について、次のことに注意してください。
■

ディスクを追加するときは、vxfencoorddg を使用してディスクをディスクグループに
追加し、グループが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしていることを再テ
ストします。

■

登録キーがディスクの中にまったく残っていない場合、コーディネータディスクグルー
プを破棄できます。その後、そのディスクを他の場所で使うことができます。

クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクグループのディスクを置換するには

1

いずれかのクラスタノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS が動作している場合は、VCS を停止します。
# hastop -all

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。次のコマンドを実行して、
ポート h が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a

3

各ノードで VCSMM ドライバを停止します。
# svcadm disable -t vcsmm

4

各ノードで I/O フェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

この結果、ディスクからすべての登録キーが削除されます。
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5

コーディネータディスクグループをインポートします。ファイル /etc/vxfendg には、
コーディネータディスクを含むディスクグループの名前（通常は、vxfencoorddg）が
含まれます。したがって次のコマンドを実行します。
# vxdg -tfC import ‘cat /etc/vxfendg‘

各オプションの説明
-t は、ノードが再起動するまでの間のみ、ディスクグループをインポートするよう指定
します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。これは、1 つ以上のディスクがアク
セス不能の場合に必要です。
-C は、インポートしたすべてのロックを削除するよう指定します。

6

ディスクをディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理者ユーティリティ
の vxdiskadm を使います。
既存のコーディネータディスクグループを破棄することもできます。次に例を示しま
す。
■

coordinator 属性が on に設定されているかどうかを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |

■

grep flags: | grep coordinator

コーディネータディスクグループを破棄します。
# vxdg -o coordinator destroy vxfencoorddg

7

新しいディスクをノードに追加し、VxVM ディスクとして初期化します。
vxfencoorddg ディスクグループに新しいディスクを追加します。
■

手順 6 でディスクグループを破棄した場合は、ディスクグループを再び作成し、
それに新しいディスクを追加します。
手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インス
トール/設定ガイド』を参照してください。

■

ディスクグループがすでに存在する場合は、それに新しいディスクを追加します。
# vxdg -g vxfencoorddg -o coordinator adddisk disk_name

8

再作成したディスクグループが SCSI-3 Persistent Reservation に準拠しているこ
とをテストします。
p.122 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。
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9

コーディネータディスクグループの中でコーディネータディスクを置換した後、ディス
クグループをデポートします。
# vxdg deport ‘cat /etc/vxfendg‘

10 各ノードで、I/O フェンシングドライバを起動します。
# svcadm enable vxfen

11 各ノードで、VCSMM ドライバを起動します。
# svcadm enable vcsmm

12 I/O フェンシングのモジュールが起動され、有効になっていることを確認します。
# gabconfig -a

ポート b およびポート o のメンバーシップがクラスタのすべてのノードの出力に存在
することを確認します。
# vxfenadm -d

出力で I/O フェンシングモードが無効になっていないことを確認します。

13 必要に応じて、各ノードで VCS を再起動します。
# hastart

I/O フェンシング診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセージ
表 3-20 は、診断中に表示される警告メッセージと、問題の解決に対応する推奨事項の
一覧です。
表 3-20
警告

I/O フェンシングのトラブルシューティングに対する警告メッセージ
考えられる原因

VxFEN はクラスタ内のす クラスタで I/O フェンシングが有効で
べてのノード上で起動して はありません。
いません。（VxFEN is
not running on all
nodes in the
cluster.）

推奨事項
フェンシングを設定します。
手順については、『Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定
ガイド』を参照してください。
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警告

考えられる原因

推奨事項

VxFEN は SCSI3 モー ■ ディスクベースの I/O フェンシン クラスタのすべてのノードで
グを使用している場合、そのフェ SCSI3 モードのフェンシングを
ドで構成されていません。
ンシングは SCSI3 モードでは設 開始します。
（VxFEN is not
定されていません。
configured in SCSI3
mode.）
VxFEN は 1 つのみの ■ I/O フェンシングは 1 つのコー ■ 最低 3 つのコーディネータ
ディネータディスクでのみ有効で
ディスクを設定します。
コーディネータディスク上で
す。
■ コーディネータディスクが奇
起動しています。（VxFEN
■ I/O フェンシング用に設定された
数であるという基準を満たす
is running with
ディスク数が偶数です。
ために、コーディネータディ
only one
スクを追加または削除しま
coordinator disk.）
す。vxfenswap ユーティリ
ノードの損失時には、この
ティを使ってディスクの追加
ディスクを失うことでクラス
または削除を行います。
タの再構築を回避できま
p.136 の 「vxfenswap ユー
す。（Loss of this
ティリティについて」 を参照
disk will prevent
してください。
cluster
■
コーディネータディスクに異
reconfiguration on
常がある場合は、
loss of a node.）3
vxfenswap ユーティリティ
つ以上のコーディネータ
を使ってディスクを置き換え
ディスクを設定することを
ます。
推奨します。
p.136 の 「vxfenswap ユー
VxFEN は偶数のコーディ
ティリティについて」 を参照
ネータディスクで起動して
してください。
います。（VxFEN is
running with even
number of
coordinator disks.）
奇数のコーディネータディ
スクが存在する必要があり
ます。（There must be
odd number of
coordinator disks.）
OCDR プロシージャを使用
してディスク disk name
を交換します。（Replace
the disk disk name
using OCDR
procedure.）
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警告

考えられる原因

推奨事項

コーディネータディスク
誤ってキーが削除された可能性が
（disk name）に、ローカ あります。
ルノードに必要なキーがあ
りません。（The
coordinator disk
(disk name) does
not have the
required key for
the local node.）

コーディネータディスクでキーを
更新します。

SCSI3 の排他書き込み 誤って SCSI3 予約が削除されてい
ます。
予約が共有ディスク
（disk_name）上にありま
せん（SCSI3
write-exclusive
reservation is
missing on shared
disk (disk_name)）

SF Oracle RAC をシャットダウ
ンして再起動します。

手順については
p.145 の 「コーディネータディス
ク上の紛失キーのリフレッシュ」
を参照してください。

CVM の再起動時に、CVM は
キーを再登録し、予約を行いま
す。

CP サーバーのトラブルシューティング
CP サーバーのすべての操作とメッセージのログは、詳しく読みやすい形式で
/var/VRTScps/log ディレクトリに記録されます。エントリは日付と時刻でソートされます。
このログはトラブルシューティング目的や、CP サーバーをホストするシステムで起きる可
能性があるセキュリティ関連の問題を確認する目的に使うことができます。
次のファイルに含まれるログとテキストファイルは、CP サーバーの理解とトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
■

/var/VRTScps/log/cpserver_[ABC].log

■

/var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log（セキュリティ関連）

■

CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生した場合は、次の診断ファイルを
確認します。
■

/var/VRTScps/diag/FFDC_CPS_pid_vxcpserv.log

■

/var/VRTScps/diag/stack_pid_vxcpserv.txt

メモ: CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生すると、コアファイルに加え
てこれらのファイルが生成されます。そのような状況では、VCS は vxcpserv プロセス
を自動的に再起動します。
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/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log ファイルに含まれるログは、SF Oracle
RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラ
ブルシューティングに役立つことがあります。
p.243 の 「CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティング」 を参
照してください。
p.243 の 「CP サーバーの接続の確認」 を参照してください。
p.244 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された SF Oracle RAC クラスタ ノード
でのフェンシング起動時の問題」 を参照してください。
p.245 の 「コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題」 を参照してください。

CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシュー
ティング
CP サーバーの設定後に CPSSG サービスグループを起動できない場合は、次の手順を
実行してください。
■

CPSSG サービスグループとそのリソースが有効で、VCS 設定で正しく設定されてい
ることを確認します。

■

VCS エンジンログ（/var/VRTSvcs/log/engine_[ABC].log）で、CPSSG サービス
グループリソースのいずれかが FAULTED になっていないかどうかを確認します。

■

依存関係グラフの例を見直して、必要なリソースが正しく設定されていることを確認し
ます。

CP サーバーの接続の確認
cpsadm コマンドを使って CP サーバーの接続をテストできます。

SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノードで cpsadm コマンドを実行するには、
環境変数 CPS_USERNAME と CPS_DOMAINTYPE を設定している必要があります。
CP サーバーの接続を確認するには
◆

次のコマンドを実行して、CP サーバーが起動しており、プロセスレベルで動作中か
どうかを調べます。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想ホスト名または仮想 IP
アドレスです。
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SF Oracle RAC クラスタノードでのサーバーベースのフェンシングのトラ
ブルシューティング
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log に含まれるログファイルは、SF Oracle
RAC クラスタ（アプリケーション）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブ
ルシューティングに役立つことがあります。

サーバーベースのフェンシング用に設定された SF Oracle RAC ク
ラスタ ノードでのフェンシング起動時の問題
表 3-21
問題

SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノードでのフェンシング
起動の問題

説明と解決法

SF Oracle RAC クラスタの SF Oracle RAC クラスタで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場
cpsadm コマンドで接続 合は、次の処理を実行してください。
エラーが発生します。
■ CP サーバーがすべての SF Oracle RAC クラスタノードからアクセス可能であることを確認しま
す。
■ SF Oracle RAC クラスタ ノードが正しい CP サーバー仮想 IP または仮想ホスト名と正しいポー
ト番号を使っていることを確認します。
/etc/vxfenmode ファイルを調べます。
■ 実行中の CP サーバーが同じ仮想 IP/仮想ホスト名とポート番号を使っていることを確認しま
す。
認可の失敗

CP サーバーの設定に VCSクラスタノードまたはユーザーを追加していないと、権限の確認が失敗
します。この状態では、SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングが、
CP サーバーにアクセスして自身を CP サーバーに登録することができません。フェンシングが過
半数のコーディネーションポイントに登録できない場合、フェンシングの起動は失敗します。
この問題を解決するには、CP サーバーの設定に CP サーバーノードとユーザーを追加し、フェン
シングを再起動します。

認証の失敗

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノードの間でセキュアな通信を設定
した場合、次のような原因で認証の失敗が起きることがあります。
Symantec Product Authentication Services（AT）が CP サーバーや SF Oracle RAC クラス
タで正しく設定されていません。
■ CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタノードが異なるルートブローカーを使い、認証ブロー
カー間で信頼が確立されていません。
p.73 の 「SF Oracle RAC クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について」 を参照してくだ
さい。
■
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コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題
vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイントをオンライン移行する間、
いずれかのクラスタノードから行うコーディネーションポイントの検証中に障害が起きると、
操作は自動的にロールバックされます。
コーディネーションポイントの新しいセットの検証失敗は、次の状況で起きる可能性があ
ります。
■

ノード上の新しいコーディネーションポイントが古い /etc/vxfenmode ファイルから選
択されていたため、/etc/vxfenmode ファイルがすべての SF Oracle RAC クラスタ
ノードで更新されない。

■

/etc/vxfenmode ファイルに定義されたコーディネーションポイントが SF Oracle RAC
クラスタ ノード間で一致しない。/etc/vxfenmode ファイルに定義されているコーディ
ネーションポイントがクラスタノード間で一致しない場合、コーディネーションポイント
のスナップショット確認中の障害が原因で操作は失敗します。

■

1 つ以上の SF Oracle RAC クラスタ ノードから CP サーバーに向かうネットワーク接
続が存在しない。

■

SF Oracle RAC クラスタ ノードのクラスタ、ノード、ユーザーが新しい CP サーバーに
追加されていないことにより、権限の確認に失敗する。

vxfenswap コマンド実行後の vxfen サービスグループのアクティ
ビティ
コーディネーションポイントエージェントは vxfenconfig -l の出力からコーディネーショ
ンポイントの詳細を読み込み、それらのコーディネーションポイントで登録の監視を開始
します。
このように、vxfenswap の実行中、vxfenmode ファイルがユーザーによって変更されて
いるとき、コーディネーションポイントエージェントは FAULTED 状態に遷移しませんが、
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされない限り、またはコーディネーションポイントの
新しいセットが vxfenconfig -l の出力で反映されない限り、コーディネーションポイン
トエージェントは、監視サイクルごとに自身が vxfenconfig -l の出力から読み込むコー
ディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
コーディネーションポイントエージェントの状態（ONLINE または FAULTED）は、コーディ
ネーションポイントのアクセス可能性、これらのコーディネーションポイント上の登録、耐障
害性の値によって決まります。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされ、vxfenconfig -l の出力に反映されると、
コーディネーションポイントエージェントはコーディネーションポイントの新しいセットを読
み込み、次の監視サイクルからはその新しいセットのコーディネーションポイントを監視し
ます。
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Cluster Volume Manager のトラブルシューティング
この項では、CVM の問題のトラブルシューティングについて説明します。

ケーブル切断後のホストとディスク間の通信の復元
Fibre Channel ケーブルがホストとディスクの間で誤って切断された場合、再起動せずに
ホストとディスクの間の通信をリストアできます。
ケーブル切断後にホストとディスク間の通信をリストアするには

1

ケーブルを再接続します。

2

すべてのノードで、devfsadm -C コマンドを使って新しいディスクをスキャンします。
ホストがディスクを認識するまでに数分かかる場合があります。

3

すべてのノードで、次のコマンドを発行してディスクを再スキャンします。
# vxdisk scandisks

4

マスターノードで、ディスクを以前のディスクグループに再び取り付け、同じメディア
名を維持します。
# vxreattach

これには時間がかかる場合があります。詳細については、vxreattach（1M）マニュ
アルページを参照してください。

共有ディスクグループをインポートできない
次のようなメッセージが表示されることがあります。
vxvm:vxconfigd:ERROR:vold_pgr_register(/dev/vx/rdmp/disk_name):
local_node_id<0
Please make sure that CVM and vxfen are configured
and operating correctly

まず、CVM が動作していることを確認します。vxclustadm nidmap コマンドを実行して、
クラスタ内にある CVM ノードを表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
galaxy
nebula

CVM Nid
1
0

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

上記の出力は、CVM が正常に動作していて、システム galaxy が CVM マスターである
ことを示しています。 CVM が正常に機能している状況では、上記の出力は、CVM がロー
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カルシステムのノード ID を vxfen ドライバから取得できない場合に表示されます。これ
は、通常、ポート b が設定されていない場合に発生します。
vxfen ドライバが設定されていることを確認するには
◆

次のコマンドを使って GAB ポートを調べます。
# gabconfig -a

ポート b はローカルシステムに設定されている必要があります。

共有ディスクグループのインポートエラー
共有ディスクグループをインポートしているときに、次のメッセージが表示される可能性が
あります。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group disk group name: import
failed: No valid disk found containing disk group

ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.133 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。

CVM の起動不能
CVM を起動できない場合は、/etc/llthosts ファイルと main.cf ファイルのノード ID
の整合性を確認してください。
ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.133 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。

CVM グループがクラスタへのノード追加後オンラインではない
クラスタへのノード追加後に CVM グループがオフラインであることの考えられる原因は次
のとおりです。
■

cssd リソースが cvm グループで Critical リソースとして設定されている。

■

cvm グループで Critical リソースとして設定されている他のリソースがオンラインでは
ない。
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cssd が Critical リソースとして設定されている場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

cssd リソースを cvm グループで非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

グループの他のリソースがオンラインでない場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

リソースをオンラインにします。
# hares -online resource_name -sys system_name

3

リソースの状態を確認します。
# hastatus -resource

4

resource_name

リソースがオンラインでない場合は、リソースを非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify resource_name Critical 0
# haconf -dump -makero

CVMCluster がオンラインでも CVMVolDg がオンラインにならない
CVMCluster リソースがオンラインになると、auto-inport フラグが設定されているすべて
の共有ディスクグループが自動的にインポートされます。ディスクグループのインポートが
何らかの理由で失敗すると、CVMVolDg リソースは障害状態に遷移します。 インポート
に失敗する原因を修正した後、CVMVolDg タイプのリソースをクリアし、オフラインにする
だけでは、CVMVolDg リソースはオンライン状態に遷移しません。
リソースの問題を解決するには

1

共有ディスクグループのインポートが失敗する原因を解決します。

2

リソースタイプ CVMVolDg を含む cvm グループと、リソースタイプ CVMCluster を
含むサービスグループをオフラインにします。

3

CVMCluster リソスを含む cvm グループをオンラインにします。

4

CVMVolDg リソースを含む cvm グループをオンラインにします。
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共有ディスクが表示されない
/dev/rdsk の共有ディスクが表示されない場合は、次の作業を行います。

HBA および SCSI 層で、すべての共有 LUN が検出されることを確認してください。これ
は /dev/rdsk/* の下のディスクのいずれかに対して ls -ltr のコマンドを実行するこ
とによって検証できます。
次に例を示します。
# ls -ltr /dev/rdsk/disk_name
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d4s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,4:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d3s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,3:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d2s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,2:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d1s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,1:c,raw

すべての LUN が SCSI によって検出されない場合、この問題は、SCSI ドライバに対して
dev_flags または default_dev_flags と max_luns パラメータを指定することによっ
て修正される可能性があります。
/dev/rdsk/* ファイルで LUN が表示されない場合は、SAN の設定またはゾーン化の

問題を示している可能性があります。
Solaris OS を実行しているシステムの場合は、次の追加の手順を実行してください。
次の追加手順を実行します。
■ /kernel/drv/sd.conf ファイルを参照し、新しい LUN が追加されているかどうかを

確認します。
■

フォーマットを見て、LUN がサーバーの中でラベル付けされているかを確認します。

■

次のコマンドを使って、ディスクが表示されるかを確認します。
# prtvtoc /dev/rdsk/disk_name
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CFS のトラブルシューティング
この項では、CFS の問題のトラブルシューティングについて説明します。

root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない
root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない場合には、クラスタファイルシステム
や RAC クラスタのプライマリノードの変更中にシステムがハングしてしまうことがあります。
root ユーザーの <library> パスに、/usr/lib エントリより前にCFS（クラスタファイルシス
テム）を指すエントリがある場合、次のタスクを実行しようとしたときにシステムがハングす
ることがあります。
■

CFS ファイルシステム用のプライマリノードの変更

■

プライマリノード上の CFS ファイルシステムのマウント解除

■

プライマリノード上のクラスタまたはサービスグループの停止

この設定の問題は、主に共有 CFS ファイルシステム上に Oracle バイナリがインストール
された RAC 環境で発生します。
次の例は、システムがハングする可能性のある <library path> の設定例です。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:¥
/app/oracle/orahome/lib:/usr/lib:/usr/ccs/lib

上記の例で、/app/oracle は CFS ファイルシステムです。ユーザーがこのファイルシステ
ムのプライマリノードを変更しようとすると、システムはハングします。この時点でもユーザー
はシステムに対して ping コマンドや telnet コマンドを実行することができますが、ls の
ような簡単なコマンドを実行しても反応がありません。プライマリノードを変更する際に必
要な最初の手順の 1 つに、クラスタ全体にわたってファイルシステムをフリーズさせてお
くことがあります。その次に、fsck コマンドを直ちに実行して、インテントログを再生しま
す。
<library> パスの最初のエントリがフリーズしているファイルシステム自身を指しているた
め、fsck コマンドはデッドロックの状態になります。実際に、<library> パスに依存する
すべてのコマンド（ls を含む）が以降、ハングして使えなくなります。
この問題を解決するためにお勧めする手順は次の通りです。すべてのユーザー（特に
root）の <library> パスの中で CFS ファイルシステムを指しているエントリがあれば、リス
トの最後のほう、/usr/lib エントリよりも後に移動します。
つまり、上記の例の <library path> の場合は、次のように変更します。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:¥
/usr/lib:/usr/ccs/lib:/app/oracle/orahome/lib
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VCSIPC のトラブルシューティング
この項では、VCSIPC の問題のトラブルシューティングについて説明します。

Oracle トレースまたはログファイル内の VCSIPC エラー
Oracle トレースファイルとログファイル内で VCSIPC エラーが見られる場
合、/var/adm/messages ファイルで LMX エラーメッセージを確認します。
次のいずれかの内容を含むメッセージが見られた場合は、

. . . out of buffers
. . . out of ports
. . . no minors available

p.284 の 「LMX のチューニングパラメータについて」 を参照してください。
Oracle トレースファイルおよびログファイルで次のような VCSIPC 警告メッセージが見ら
れる場合は
connection invalid

または
Reporting communication error with node

他方のシステムの Oracle Real Application Cluster インスタンスがまだ稼動しているか、
または再起動しているかどうかを確認します。警告メッセージは、VCSIPC/LMX 接続が
無効であることを示しています。

Oracle のトラブルシューティング
この項では、Oracle のトラブルシューティングについて説明します。

Oracle ログファイル
次の Oracle ログファイルは、Oracle コンポーネントに関連した問題点の解決に役立ちま
す。
■

Oracle ログファイル

■

CRS コアダンプファイル

■

Oracle css ログファイル

■

OCSSD コアダンプファイル
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Oracle ログファイル
Oracle ログファイルには、仮想 IP、リスナー、データベースインスタンスなどの CRS リソー
スに関連するログが記録されます。CRS はどの Symantec コンポーネントとも直接には
通信しないため、ログファイルには、何らかの定エラーまたは Oracle の問題が示されま
す。

CRS コアダンプファイル
このファイルには、crsd.bin デーモンの CRS コアダンプが書き込まれます。このファイ
ルは、さらに詳細なデバッグを行うときに使います。
crs コアダンプを確認するには、次のファイルにアクセスします。
$CRS_HOME/crs/init

Oracle css ログファイル
css ログファイルには、クライアント CSS リスナーの再設定、失敗したチェックイン、接続、
切断などのすべてのアクションが示されます。メンバーシップの問題が発生した場合は、
すべてここに記録されます。プライベートネットワークで通信の問題が発生した場合も、こ
こに記録されます。ocssd プロセスは、vcsmm と通信してクラスタメンバーシップを処理し
ます。

OCSSD コアダンプファイル
このファイルには、ocssd のコアダンプや、その停止が致命的なエラーと見なされる css
デーモンの pid が記録されます。css の異常な再起動が発生した場合は、そのコアファ
イルがここに記録されます。
ocssd コアダンプを確認するには、次の場所にアクセスします。
$CRS_HOME/css/init

Oracle Note
Oracle に関する次の問題を取り扱うときは、次の Oracle の注釈を確認してください。
259301.1

Oracle RAC 10g

280589.1

存在するクラスタノードのうち、Oracle Clusterware 用に設定されないクラ
スタノードが 1 つ以上あると Oracle Clusterware のインストールは成功しま
せん。

265769.1

Oracle RAC 10g: Oracle Clusterware の再起動のトラブルシューティング

279793.1

Oracle RAC 10g での消失したボートディスクの復元方法
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239998.1

Oracle RAC 10g: Oracle Clusterware のインストールが失敗した後のクリー
ンアップ方法
この Oracle の注釈には、次の 2 つの項目が欠けています。
/etc/oracle/ocr.loc ファイルの削除。このファイルには、Cluster レジス
トリの場所が含まれています。このファイルが削除されていない場合、次
にインストールする際、OCR の場所の入力が求められることなく、このファ
イルに記載されている場所が使われます。
■ 以前に 9i Oracle がインストールされていた場合
は、/var/opt/oracle/srvConfig.loc ファイルを削除します。このファイル
が存在すると、ボートディスクの場所を指定する前であっても、インストー
ラはこのファイルからボートディスクの場所を取り出し、ボートディスクを共
有ファイルシステム上に配置する必要があることを示すエラーを出力す
る可能性があります。
■

272332.1

『Oracle Clusterware 10g Diagnostic Collection Guide』

OUI でクラスタ設定画面にノード名が表示されない
Oracle Universal Installer（OUI）で、Oracle Clusterware のインストール時に［Specify
Cluster configuration］画面にクラスタ内のノードの名前が表示されません。
OUI は、クラスタ内のノードの名前を判断するために /tmp/OraInstall*/*/lsnodes
ユーティリティを実行します。ユーティリティがノード情報を取得できない場合、そのノード
情報は OUI に表示されません。
表 3-22 は、考えられる障害の原因と対応する解決法の一覧です。
表 3-22

OUI の障害 - 原因と解決法

原因

解決法

/etc/llthosts ファイルは、権限の問題 /etc/llthosts ファイルの読み込み権限を他の
により Oracle ユーザーが読み込むことはで ユーザーに設定してください。
きません。
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so Veritas Membership ライブラリが Oracle ライブラリ
にリンク済みであるかどうかを確認してください。
ファイルがありません。
手順については、『Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定ガイド』のトピック
「Veritas Membership ライブラリが Oracle ライブラ
リにリンクされているかどうかの確認」を参照してくだ
さい。
Oracle ユーザーは権限の問題により次の
ファイルを読み込むことができません。

その他のユーザーにファイルの読み込み権限を設
定します。
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Oracle インスタンスの起動時のエラー
VCSMM ドライバ（メンバーシップモジュール）が設定されていない場合は、Oracle イン
スタンスの起動時に次のようなエラーが表示されます。
ORA-29702: error occurred in Cluster Group Operation

VCSMM ドライバを起動するには
Solaris 10:
# svcadm enable vcsmm
/etc/vcsmmtab ファイルに含まれているコマンドにより、VCSMM ドライバをシステム起

動時に開始できます。

Oracle グループの障害の消去
Oracle グループの障害が発生した場合、次のコマンドを実行して障害を消去し、グルー
プをオンラインにできます。
# hagrp -clear oracle_grp
# hagrp -online oracle_grp -sys node_name

手動でシャットダウンしていないときでも Oracle ログファイルにシャットダ
ウンの呼び出しがある
Oracle リソースの監視が失敗すると、Oracle エンタープライズエージェントはシャットダウ
ンを呼び出します。すべてのクラスタノードで、エラーメッセージまたはステータスメッセー
ジについて、次の VCS および Oracle エージェントのログファイルを確認します。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
/var/VRTSvcs/log/Oracle_A.log

Oracle Clusterware プロセスが起動に失敗する
Oracle RAC の設定が次の必要条件を満たしていることを確認します。
■

PrivNIC または MultiPrivNIC のエージェントを使って、プライベートリンク上に正し
いプライベート IP アドレスが設定されている。

■

OCR と投票ディスクの共有ディスクグループにアクセスできる。

■

OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムがマウントされている。

詳しくは CSSD ログファイルを確認してください。
Oracle RAC 10g リリース 2 の場合
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CSSD ログファイルは、$CRS_HOME/log/node_name/cssd/* にあります。
Oracle RAC 11g リリース 2 の場合
CSSD ログファイルは、$GRID_HOME/log/node_name/cssd/* にあります。
詳しくは、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

再起動後に Oracle Clusterware が失敗
システム起動後に Oracle Clusterware の起動が失敗した場合、/var/adm/messages
ファイルに次の文字列が含まれているかどうかを確認します。
ファイル内にある文字列の値:
Oracle CSSD failure.
Rebooting for cluster
integrity

ファイル内にある文字列の値:
Waiting for file
system containing
ファイル内にある文字列の値:
Oracle Cluster Ready
Services disabled by
corrupt install
ファイル内にある文字列の値:
OCR initialization
failed accessing OCR
device

Oracle CSSD の障害が原因で Oracle Clusterware が失
敗することがあります。次のイベントのいずれかが原因で、
Oracle CSSD が失敗することがあります。
通信の障害が生じ、Oracle Clusterware によってノー
ドが遮蔽されました。
■ OCR と投票ディスクが使えなくなりました。
■

■

ocssd は手動で強制終了されました。

■

init.cssd スクリプトが停止されました。

Oracle Clusterware のインストールが共有ディスク上で実
行され、init スクリプトは、そのファイルシステムが使用可
能になるまで待機しています。

次のファイルが使えないか、またはそのエントリが破損して
います。
/etc/oracle/scls_scr/¥
hostname/root/crsstart.
OCR を含む共有ファイルシステムが使えず、Oracle
Clusterware はそのファイルシステムが使用可能になるの
を待機しています。

インストールが失敗した場合の Oracle Clusterware の削除
Oracle Clusterware の削除手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。
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VIP（仮想 IP）の設定のトラブルシューティング
VIP 設定のトラブルシューティングには、次のコマンドとファイルが使えます。
■

すべてのノードでネットワークの問題を確認します。
# ifconfig -a

■

各ノードで、/etc/hosts ファイルを確認します。または、仮想ホスト名が DNS サー
バーに次のように登録されることを確認します。
nslookup virtual_host_name

■

各ノードで仮想ホスト名を確認します。
# ping virtual_host_name

■

次のコマンドを使って出力を調べます。
Oracle RAC 10g リリース 2 または Oracle RAC 11g リリース 1 の場合
$CRS_HOME/bin/crs_stat -t

Oracle RAC 11g リリース 2 の場合
$GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t
■

問題のあるノードで、次のコマンドを実行します。
$ clus_home/bin/srvctl start nodeapps -n node_name

clus_home は、Oracle RAC のバージョンに応じた、Oracle Clusterware のホーム
ディレクトリの場所を示します。
Oracle RAC 10g リリース 2 の場合: $CRS_HOME
Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: $GRID_HOME

Oracle Clusterware 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッ
セージ
表 3-23 は、診断中に表示される警告メッセージと、問題の解決に対応する推奨事項の
一覧です。
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表 3-23

Oracle Clusterware のトラブルシューティングに対する警告メッセー
ジ

警告

考えられる原因

推奨事項

CRS は起動していませ
ん。（Oracle
Clusterware is not
running.）

Oracle Clusterware が起動さ ■ cvm グループをオンラインにして
れていません。
Oracle Clusterware を開始しま
す。
Oracle Clusterware は、
OCR、投票ディスク、プライベー
# hagrp -online cvm ¥
ト IP アドレスなどの依存関係
-sys system_name
が使用可能になるのを待って
います。
■ VCS ログファイル
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
を確認し、原因を特定して問題を
解決します。

VCS 下で CSSD リソース CSSD リソースが VCS 下で設
定されていません。
は構成されていません。
（No CSSD resource
is configured under
VCS.）

CSSD リソースを VCS 下で設定し、リ
ソースをオンラインにします。
手順については、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC インス
トール/設定ガイド』を参照してくださ
い。

CSSD リソース name は ■ VCS は動作していません。 ■ VCS を起動します。
起動していません（The
■ OCR と投票ディスクの
# hastart
CSSD resource name
CFSMount または
CVMVolDg リソースなど、
is not running.）
■ VCS ログファイル
依存関係のあるリソースが
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
オンラインではありません。
を確認し、原因を特定して問題を
解決します。
LLT リンク llt nics
と CRS リンク crs
nics が一致しません。
（Mismatch between
LLT links llt nics
and Oracle
Clusterware links
crs nics.）

Oracle Clusterware で使われ
るプライベート相互接続が LLT
インターフェースに設定されて
いません。

Oracle Clusterware のプライベート
相互接続は LLT リンクを使う必要が
あります。LLT リンクの 1 つにプライ
ベート IP アドレスを設定します。
手順については、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC インス
トール/設定ガイド』を参照してくださ
い。
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警告

考えられる原因

推奨事項

Mismatch between
Oracle Clusterware
links crs nics and
PrivNIC links
private nics.

Oracle Clusterware で使われ Oracle Clusterware で使われるプラ
るプライベート IP アドレスは
イベート IP アドレスを監視するように
PrivNIC 下で設定されていま PrivNIC リソースを設定します。
せん。
手順については、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC インス
トール/設定ガイド』を参照してくださ
い。

Mismatch between
CRS nodes crs nodes
and LLT nodes llt
nodes.

Oracle Clusterware のインス
トール中に設定されたホスト名
が、LLT 下で設定されたホスト
名と同じではありません。

Oracle Clusterware のインストール
中に設定されたホスト名が、LLT 下
で設定されたホスト名と同じであるこ
とを確認します。

ODM のトラブルシューティング
この項では、ODM のトラブルシューティングについて説明します。

ODM の設定内容に誤りがあるファイルシステムが Oracle を停止する
Oracle RAC を Veritas ODM ライブラリにリンクすることで、ファイルシステムのパフォー
マンスが最適化されます。
リンクの作成に関する手順を確認し、Oracle がライブラリを使用することを了承します。
ODM ライブラリが Oracle RAC にリンクされていない RAC クラスタ内の共有ファイルシス
テムは、パフォーマンスが低下する可能性があるため、サポートされていません。
ODM がクラスタファイルシステムのサポートに必要なリソースを見つけることができない場
合、Oracle はクラスタファイルを識別できなくなり、起動時に失敗します。
クラスタのステータスを確認するには、次のコマンドを実行して出力を参照します。
# cat /dev/odm/cluster
cluster status: enabled

ステータスが「enabled」の場合、ODM はクラスタファイルをサポートしています。これ以
外のステータスは、ODM がクラスタファイルをサポートしていないことを示します。次の値
があります。
pending

ODM はまだピアと通信できませんが、時間が経過すると通信可
能になると予測されています。

failed

ODM クラスタサポートが正しい初期化に失敗しました。コンソー
ルのログを確認してください。
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disabled

ODM がクラスタファイルをサポートしていません。ODM がクラス
タファイルをサポートしていると思われる場合
mount を使用して、/dev/odm マウントオプションを確認し
ます。nocluster オプションが使われている場合は、これ
によってクラスタのサポート状態が disabled になっている
可能性があります。
■ VRTSgms（グループメッセージサービス）パッケージがイン
ストールされていることを確認します。
次のコマンドを実行します。
■

# pkginfo VRTSgms

/dev/odm がマウントされていない場合、ステータスは何もレポートされません。
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4
防止と修復の戦略
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートの確認

■

GAB シードメンバーシップの確認

■

手動による GAB メンバーシップのシード

■

VCS I/O フェンシングポートの評価

■

VCS I/O フェンシングの正常機能の確認

■

SF Oracle RAC クラスタでの SCSI-3 PR キーの管理

■

障害が発生したコーディネータ LUN の識別

SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートの確認
SF Oracle RAC クラスタのすべてのノードで、次のポートが起動されている必要がありま
す。
■

GAB

■

I/O フェンシング

■

ODM

■

CFS

■

VCS（「HAD」）

■

vcsmm（SF Oracle RAC のメンバーシップモジュール）

■

CVM（カーネルメッセージング）

■

CVM（vxconfigd）

■

CVM（スレーブノードからマスターノードにコマンドを転送するため）
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■

CVM（I/O 転送）

次のコマンドを使って、GAB ポートの状態を確認できます。
# gabconfig -a

GAB Port Memberships
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

a
b
d
f
h
o
u
v
w
y

gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen

7e6e7e05
58039502
588a7d02
1ea84702
cf430b02
de8f0202
de4f0203
db411702
cf430b02
73f449

membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

データは、ノード 0 とノード 1 を持つクラスタですべての GAB ポートが起動されているこ
とを示します。
SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートに関する詳しい説明については、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。

GAB シードメンバーシップの確認
クラスタに参加するシステム数は、/etc/gabtab の gabconfig コマンドに対する引数とし
て指定されます。次の例では、2 つのノードがクラスタを構成すると想定されています。
# cat /etc/gabtab
/sbin/gabconfig -c -n2

GAB は、指定した数のノードが利用可能になるまで待ち、自動的にポート「a」メンバー
シップを作成します。ポート「a」は、SF Oracle RAC クラスタノードの GAB メンバーシップ
を示します。ノードの参加や離脱などで GAB が再設定されるたびに、各クラスタメンバー
ノードのこのシードメンバーシップが増減します。
gabconfig -a に表示されるように、サンプルポート「a」メンバーシップは次の通りです。
Port a gen 7e6e7e01 membership 01

この場合、7e6e7e01 は、「メンバーシップ生成番号」を示し、01 はクラスタの「ノードマッ
プ」に対応します。ノードマップに存在するすべてのノードは、次のコマンドによって表示
されるように、同じメンバーシップ ID を反映します。
# gabconfig -a | grep "Port a"
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セミコロンは、クラスタを離脱したノードのプレースホルダーとして使います。次の例では、
ノード 0 がクラスタを離脱しています。
# gabconfig -a | grep "Port a"
Port a gen 7e6e7e04 membership ;1

最後のノードがポート「a」メンバーシップを終了すると、メンバーシップ ID を増加させる
ノードが他にはなくなります。そのため、ポート「a」メンバーシップはクラスタのいずれの
ノードにも存在しなくなります。
最後で最終のシステムが完全クラスタコールドシャットダウン状態から復帰したら、クラス
タは自動的にシードし、すべてのシステム上でポート「a」メンバーシップを形成します。常
に少なくとも 1 つのノードがアクティブである限り、その後システムをダウンさせて、任意の
組み合わせで再起動できます。
すべてのノードが同じメンバーシップ ID を共有し、ノードマップのすべてのノードが同じ
ポート「a」メンバーシップに参加していることをノードマップが認証します。この一貫性チェッ
クは、「スプリットブレイン」および「既存のスプリットブレイン」シナリオの検出に使われま
す。
スプリットブレインは、実行されているクラスタが、他のパーティションを認識していない 2
つまたはそれ以上のパーティションに分割されたときに発生します。既存のネットワーク
パーティションは、「cold」ノード（以前にクラスタには参加していないノード）が起動され、
必ずしもすべてのノードを含まない（複数サブクラスタ）メンバーシップを形成できるように
なると検出されます。
メモ: シマンテックの I/O フェンシングにより、スプリットブレインのシナリオによるデータの
破損を回避できます。

手動による GAB メンバーシップのシード
いずれかのノードが、GAB によって強制される「最小シード必要条件」のため、クラスタの
すべてのノードが再起動されたとき、起動されないことがあります。実際に他のノードが自
身のミニクラスタに参加していないかどうかを安全に判別するには、人間による介入が必
要になります。
スプリットブレインを招き、その後のデータ損傷につながらないように、手動でシードを行
う前に、次の点を慎重に検証する必要があります。
■

クラスタ内の他のノードがいずれもポート「a」メンバーシップを持っていないことを確認
します。

■

他のノードに、インポートした共有ディスクグループがないことを確認します。

■

依然として実行中のノードにポート「a」メンバーシップがない理由を判別します。
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次のコマンドを実行し、GAB メンバーシップを手動でシードします。
# gabconfig -cx
詳しくは、gabconfig（1M）を参照してください。

VCS I/O フェンシングポートの評価
I/O フェンシング（VxFEN）は、クラスタ内のノード間の通信のために GAB が提供する専
用ポートを使います。このポートは、クラスタ内の任意のノードで gabconfig -a が実行
されたとき、ポート「b」として表示されます。このメンバーシップのポート「b」に対応するエ
ントリは、I/O フェンシングで表示されるように、クラスタ内の既存のメンバーを示します。
GAB は、クラスタメンバーシップの保持のためにポート「a」を使い、I/O フェンシングの起
動のためにアクティブになっている必要があります。
クラスタでフェンシングが有効になっているかどうかを調べるには、「-d」オプションを
vxfenadm とともに使い、各クラスタノードでの I/O フェンシングモードを表示します。ポー
ト「b」メンバーシップは、gabconfig -a の出力に存在し、その出力ではクラスタ内のす
べてのノードが一覧表示されている必要があります。
I/O フェンシングに必要な GAB ポートが起動されていない場合、つまり、ポート「a」が
gabconfig -a コマンドの出力に表示されていない場合、LLT および GAB はノードで
起動される必要があります。
次のコマンドは、LLT および GAB それぞれを起動するときに使われます。
各ノードで LLT を起動するには
# svcadm enable llt
LLT が各ノードで正しく設定されている場合、コンソール出力は次のように表示されます。
LLT INFO V-14-1-10009 LLT Protocol available

各ノードで GAB を起動するには
# svcadm enable gab
GAB が各ノードで正しく設定されている場合、コンソール出力は次のように表示されま
す。
GAB INFO V-15-1-20021 GAB available
GAB INFO V-15-1-20026 Port a registration waiting for seed port
membership
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VCS I/O フェンシングの正常機能の確認
スプリットブレインのシナリオから保護するには、SF Oracle RAC クラスタで VCS I/O フェ
ンシングを有効にしておくことは必須です。VCS I/O フェンシングは、次の場合に正常に
実行していると考えられます。
■

ノードでフェンシングポート「b」が有効になっている
# gabconfig -a

フェンシングがノードで有効であることを検証するには
# vxfenadm -d
■

コーディネータディスクに登録済みキーがある
# vxfenadm -g all -f /etc/vxfentab

SF Oracle RAC クラスタでの SCSI-3 PR キーの管理
I/O フェンシングは、SCSI-3 PR キーをコーディネータ LUN に配置します。キーの形式
は、システムの LLT ID の前に ASCII 文字の「A」が付加され、その後に 7 個のハイフン
が付加される命名規則に従います。
次に例を示します。
node 0 uses A------node 1 uses B------SF Oracle RAC/SF CFS/SF HA 環境では、VxVM/CVM はキーをデータディスクに登録
します。このキーの形式は、システムの LLT ID の前に ASCII 文字の「A」が付加され、そ
の後が「PGRxxxx」という文字になります。この「xxxx」は、共有グループのうち、そのディ
スクグループが何番目にインポートされるかによって決まります。
たとえば、ノード 0 は APGR0001（最初にインポートされた共有グループの場合）を使い
ます。
VCS/CVM は登録キーに加え、データ LUN に予約キーもインストールします。LUN を予
約できるのは 1 つのキーだけなので、クラスタごとの予約キーは 1 つです。
p.41 の 「SCSI-3 Persistent Reservation について」 を参照してください。
次のコマンドを実行すると、データディスクグループのキーが一覧表示されます。
# vxdg list |grep data
galaxy_data1 enabled,shared,cds 1201715530.28.pushover

galaxy_data1 に属するデータディスクを選択します。
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# vxdisk -o alldgs list |grep galaxy_data1
emc_1_64 auto:cdsdisk emc_1_64 galaxy_data1 online shared
emc_1_65 auto:cdsdisk emc_1_65 galaxy_data1 online shared
emc_1_66 auto:cdsdisk emc_1_66 galaxy_data1 online shared

次のコマンドを実行すると、PR キーが一覧表示されます。
# vxdisk -o listreserve list emc_1_64
........
........
Multi-pathing information:
numpaths:
1
c4t50060E8005654565d9s2 state=enabled
Reservations:
BPGR0000 (type: Write Exclusive Registrants Only, scope: LUN(0x0))
2 registered pgr keys
BPGR0004
APGR0004

また、vxfenadm コマンドを使って PR キーを一覧表示することもできます。
# echo "/dev/vx/rdmp/emc_1_64" > /tmp/disk.file
# vxfenadm -g all -f /tmp/disk.file
Device Name: /dev/vx/rdmp/emc_1_64
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
Key Value [Numeric Format]: 66,80,71,82,48,48,48,52
Key Value [Character Format]: BPGR0004
key[1]:
Key Value [Numeric Format]: 65,80,71,82,48,48,48,52
Key Value [Character Format]: APGR0004

ホストから LUN へのパスが複数ある場合のコーディネータ LUN 上の
SCSI-3 PR キー数の評価
ユーティリティ vxfenadm は、コーディネータ LUN 上のキーを表示するときに使われま
す。キーの値は、各キーに対応するノードを識別します。各ノードは、登録キーを LUN
のすべての使用可能パスにインストールします。したがって、登録キーの総数は、上記の
ように各ノードがインストールしたキーの合計になります。
p.128 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。
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コーディネータ LUN からの SCSI-3 PR キーの不測の削除の検出
現在コーディネータディスクにインストールされているキーは、次のコマンドを使って読み
取れます。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab
クラスタが正常に動作するためには、コーディネータディスクそれぞれで動作しているクラ
スタの各ノードのキーが必要です。2 つのパスの DMP 設定をした場合は、各ノードにキー
が 2 つになります。

障害が発生したコーディネータ LUN の識別
I/O フェンシングとともに提供されるユーティリティ vxfentsthdw (1M) は、障害の発生し
たコーディネータ LUN の識別に使えます。このユーティリティは、クラスタ内のいずれか
のノードから実行する必要があります。チェックの必要があるコーディネータ LUN は、ユー
ティリティに提供されます。
p.119 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してください。
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5
チューニングパラメータ
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のチューニングパラメータについて

■

GAB のチューニングパラメータのについて

■

LLT のチューニングパラメータについて

■

LMX のチューニングパラメータについて

■

チューニングパラメータ VXFEN について

■

キャンパスクラスタのチューニングガイドライン

SF Oracle RAC のチューニングパラメータについて
チューニングパラメータの設定を変えることにより、SF Oracle RAC の特定の機能のパ
フォーマンスを向上させることができます。この章では、SF Oracle RAC が持つ次のチュー
ニングパラメータの設定方法について説明します。
■

GAB

■

LLT

■

LMX

■

VXFEN

Symantec では、カーネルのチューニングパラメータを変更する場合は、必ず Symantec
社のサポートにお問い合わせいただくことをお勧めしています。いくつかのチューニング
パラメータは、重要なデータ構造のためのメモリを事前に割り当てており、それらの値を
変更すると、メモリの使用量が増えたり、パフォーマンスが低下したりします。
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警告: 以下に説明する SF Oracle RAC のチューニングパラメータ、LMX および VXFEN
を調整してパフォーマンスを向上させたい場合は、必ず Symantec 社のサポートにお問
い合わせください。

GAB のチューニングパラメータのについて
GAB には、GAB モジュールの動作を変更し、制御するための、さまざまな設定とチュー
ニングパラメータがあります。
チューニングパラメータは、クラスタ内のノードの最大許容数などの設定を制御するだけ
でなく、GAB が障害または障害状態を検出したときの GAB の動作方法も制御します。こ
れらのチューニングパラメータのいくつかは、GAB モジュールがシステムにロードされる
ときに必要です。このようなロード時チューニングパラメータを変更したときは、GAB モ
ジュールのアンロードと再ロード、またはシステムの再ブートが必要です。他のチューニン
グパラメータ（実行時）は、GAB モジュールがロードされ、構成されて、クラスタが動作し
ている間でも変更できます。このようなチューニングパラメータへの変更は、チューニング
パラメータの値と GAB の動作に即時に反映されます。
p.270 の 「GAB のロード時または静的チューニングパラメータについて」 を参照してくださ
い。
p.272 の 「GAB の実行時または動的チューニングパラメータ」 を参照してください。

GAB のロード時または静的チューニングパラメータについて
表 5-1 は、モジュールのロード時に使われる GAB の静的なチューニングパラメータのリ
ストです。このような GAB のチューニングパラメータをすべて表示するには、gabconfig
-e コマンドを使います。
これらのチューニングパラメータを変更するには、GAB 設定ファイルに新しい値を追加す
る必要があります。変更が反映されるのは、再ブート時または GAB モジュールの再ロー
ド時だけです。
表 5-1

GAB の静的チューニングパラメータ

GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

gab_numnids

クラスタのノードの最大数

デフォルト: 64
範囲: 1 から 64

gab_numports

クラスタのポートの最大数

デフォルト: 32
範囲: 1 から 32
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GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

gab_flowctrl

GAB がフロー制御をヒットするまでの、GAB デフォルト: 128
キュー（送信または受信）内の保留中メッ
範囲: 1 から 1024
セージの数。
この値は、クラスタが動作中の間に
gabconfig -Q オプションで上書きでき
ます。このチューニングパラメータの値を制
御するには gabconfig コマンドを使いま
す。

gab_logbufsize

GAB の内部ログバッファのサイズ（バイト単 デフォルト: 48100
位）。
範囲: 8100 から
65400

gab_msglogsize

内部メッセージログの最大メッセージ。

デフォルト: 256
範囲: 128 から 4096

gab_isolate_time

分離されたクライアントを待つ最大時間。
実行時に上書きできます。

デフォルト: 120000
ミリ秒（2 分）

範囲: 160000 から
p.272 の 「GAB の実行時または動的チュー
240000（ミリ秒単位）
ニングパラメータ」 を参照してください。
gab_kill_ntries

クライアントの強制終了を試みる回数。

デフォルト: 5

実行時に上書きできます。

範囲: 3 から 10

p.272 の 「GAB の実行時または動的チュー
ニングパラメータ」 を参照してください。
gab_conn_wait

クラスタの再設定中に、GAB がクラスタか デフォルト: 12
らノードを接続解除するまでの待ち時間の
範囲: 1 から 256
最大数（stable timeout パラメータで定義）

gab_ibuf_count

GAB のログ記録デーモンが有効と無効か デフォルト: 8
どうか決定します。
範囲: 0 から 32
GAB のログ記録デーモンはデフォルトで
は有効になります。無効にするには、
gab_ibuf_count の値を 0 に変更します。
この値は、クラスタが動作中の間に
gabconfig -K オプションで上書きでき
ます。このチューニングパラメータの値を制
御するには gabconfig コマンドを使いま
す。

271

272

第 5 章 チューニングパラメータ
GAB のチューニングパラメータのについて

GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

gab_kstat_size

GAB で保持するシステム統計の数。

デフォルト: 60
範囲: 0 から 240

GAB の実行時または動的チューニングパラメータ
GAB の動的なチューニングパラメータは、GAB が設定されている間およびクラスタが動
作している間でも変更できます。変更は gabconfig コマンドを実行することですぐに反
映されます。これらのパラメータの一部は障害または障害状態が検出されたときの GAB
の動作も制御することに注意してください。このような状態の一部では、データ破損を防
ぐために PANIC がトリガされる場合があります。
gabconfig -l コマンドを使ってデフォルト値を表示できます。これらの値の変更が再

ブート時にも保持されるようにするには、適切なコマンドオプションを既存のオプションと
共に /etc/gabtab ファイルに追加できます。たとえば、次のような既存の /etc/gabtab
ファイルに -k オプションを追加できます。
gabconfig -c -n4

オプションを追加した後の /etc/gabtab ファイルは次のようになります。
gabconfig -c -n4 -k

表 5-2 では、gabconfig -l コマンドで表示される GAB の動的チューニングパラメータ
とその変更コマンドについて説明します。

第 5 章 チューニングパラメータ
GAB のチューニングパラメータのについて

表 5-2

GAB の動的チューニングパラメータ

GAB パラメータ

説明とコマンド

Control port seed

このオプションはクラスタを形成できるノードの最小数を定義します。このオ
プションはクラスタの形成を制御します。クラスタのノードの数が gabtab ファ
イルで指定されている数より少ない場合、クラスタは形成されません。たとえ
ば、gabconfig -c -n4 と入力すると、クラスタは 4 つのノードがすべて
クラスタに参加するまで形成されません。gabconfig -x コマンドを使って
このオプションを有効にした場合、クラスタの他のノードがまだメンバーシッ
プの一部になっていなくても、そのノードはクラスタに参加します。
クラスタを形成できるノード数を設定するには、次のコマンドを使います。
gabconfig -n count
制御ポートシードを有効にするには、次のコマンドを使います。ノードは他の
ノードのメンバーシップを待たずにクラスタを形成できます。
gabconfig -x

Halt on process
death

デフォルト: 無効
このオプションは、ユーザープロセスが終了したときに GAB がシステムを一
時停止（パニック）させる機能を制御します。_had と _hashadow が kill
-9 を使用して強制終了された場合、システムは高可用性を失う可能性があ
ります。このオプションを有効にした場合、GAB はクライアントプロセスの終
了を検出するとシステムを PANIC にします。デフォルトの動作では、このオ
プションは無効になります。
プロセス終了時のシステムの一時停止を有効にするには、次のコマンドを使
います。
gabconfig -p
プロセス終了時のシステムの一時停止を無効にするには、次のコマンドを使
います。
gabconfig -P
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Missed heartbeat
halt

デフォルト: 無効
このオプションを有効にすると、システムでは CVM 環境の VCS エンジンま
たは vxconfigd デーモンからの最初のハートビートが見つからないため
にパニックが発生します。デフォルトのオプションでは即時パニックは無効で
す。
この GAB オプションは、VCS エンジンまたは vxconfigd デーモンが GAB
にハートビートを送信しない場合に、GAB がノードをパニックにできるかどう
かを制御します。VCS エンジンがハングして GAB にハートビートを送信でき
ない場合、GAB はすぐにはシステムをパニックにしません。GAB は、最初
に、iofence_timeout（デフォルト値は 15 秒）の間隔で kill_ntries（デフォ
ルト値は 5 回）回だけ SIGABRT を送信することで、プロセスの中止を試み
ます。これに失敗すると、GAB は isolate_time グローバルチューニングパ
ラメータ（デフォルト値 2 分）で制御される分離タイムアウト期間だけ待ちま
す。プロセスがそれでも稼働している場合、GAB はシステムを PANIC にし
ます。
このオプションを有効にすると、GAB はクライアントからのハートビートを受け
取らないと即座にシステムを一時停止します。
プロセスハートビートが失敗したときに、システム停止を有効にするには、次
のコマンドを使います。
gabconfig -b
プロセスハートビートが失敗したときに、システム停止を無効にするには、次
のコマンドを使います。
gabconfig -B
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Halt on rejoin

デフォルト: 無効
このオプションを使用すると、ネットワーク分割の後で 1 つ以上のノードがク
ラスタに再参加するときの VCS エンジンまたはその他のユーザープロセス
の動作を設定できます。デフォルトでは、GAB はVCS エンジンを実行する
ノードを PANIC にしません。GAB は userland プロセス（VCS エンジンまた
は vxconfigd プロセス）を強制終了します。これにより、ユーザーポート（VCS
エンジンの場合ポート h）がリサイクルされ、古い世代番号のメッセージがプ
ログラムでクリーンアップされます。プロセスの再起動が必要な場合は、GAB
の制御の範囲外で処理する必要があります（hashadow プロセスが _had を
再起動する場合など）。
GAB にカーネルクライアント（フェンシング、VxVM、VxFS など）がある場合、
ネットワーク分割の後でクラスタに再参加するときにノードは常に PANIC に
なります。これは GAB がポートを消去して古いメッセージを削除できる唯一
の方法なので、PANIC は必須です。
再参加時にシステムの一時停止を有効にするには、次のコマンドを使いま
す。
gabconfig -j
再参加時にシステムの一時停止を無効にするには、次のコマンドを使いま
す。
gabconfig -J

Keep on killing

デフォルト: 無効
このオプションを有効にした場合、VCS エンジンまたは vxconfigd プロセス
が GAB とのハートビートに失敗し、GAB が VCS エンジンまたは vxconfigd
プロセスの強制終了に失敗したときに、GAB はシステムが PANICKING に
なるのを防ぎます。GAB は、継続的に VCS エンジンの強制終了を試み、強
制終了が失敗した場合でもパニックに陥りません。
プロセスが終了しない場合にプロセスを強制終了する試行を繰り返します。
gabconfig -k
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Quorum flag

デフォルト: 無効
GAB のこのオプションを使うと、新しいメンバーシップセットが古いメンバー
シップセットの 50% 未満の場合に、ノードは IOFENCE に（結果として PANIC
に）なることができます。このオプションは通常は無効にしておき、他の製品
と統合するときに使います。
iofence クォーラムを有効にします。
gabconfig -q
iofence クォーラムを無効にします。
gabconfig -d

GAB queue limit

デフォルト: 送信キュー制限: 128
デフォルト: 受信キュー制限: 128
GAB キュー制限オプションは、GAB がフローを設定するようになる前の保
留中メッセージの数を制御します。送信キュー制限は、GAB 送信キューの
保留中メッセージの数を制御します。GAB がこの制限に達すると、GAB クラ
イアントの送信プロセスのフロー制御を設定します。GAB 受信キュー制限
は、GAB が受信側にフロー制御を送信する前の、GAB 受信キュー内の保
留中メッセージの数を制御します。
指定した値に送信キュー制限を設定します。
gabconfig -Q sendq:value
指定した値に受信キュー制限を設定します。
gabconfig -Q recvq:value

IOFENCE timeout

デフォルト: 15000（ミリ秒）
このパラメータは、GAB が次の処理を実行する前に IOFENCE メッセージに
対するクライアントからの応答を待つタイムアウト（ミリ秒）を指定します。
kill_ntries の値に基づいて、GAB は SIGABRT 信号を送信することによっ
てクライアントプロセスの強制終了を試みます。GAB が kill_ntries の回数
だけクライアントプロセスの強制終了を試みた後もクライアントプロセスがま
だ登録している場合、GAB はさらに isolate_timeout の値だけ待ってから
システムを一時停止します。
指定したミリ秒値に iofence タイムアウトの値を設定します。
gabconfig -f value
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Stable timeout

デフォルト: 5000（ミリ秒）
特定のポートのローカルノード接続の状態変化が LLT から最後に報告され
た後で GAB がメンバーシップの再設定を待機する時間を指定します。接続
の状態に何らかの変化があると、GAB は待ち時間を再起動します。
指定した値に安定タイムアウトを設定します。
gabconfig -t stable

Isolate timeout

デフォルト: 120000（ミリ秒）
このチューニングパラメータは、GAB が送信した SIGKILL 信号に応答して
クライアントプロセスが登録を解除するのを GAB が待機するタイムアウト値
を指定します。分離タイムアウトの後もプロセスがまだ存在する場合、GAB
はシステムを一時停止します。
gabconfig -S isolate_time:value

Kill_ntries

デフォルト: 5
このチューニングパラメータは、GAB が SIGABRT 信号を送信することに
よってプロセスの強制終了を試みる回数を指定します。
gabconfig -S kill_ntries:value

Driver state

このパラメータは GAB が設定されているかどうかを示します。GAB にはまだ
シードが設定されておらず、メンバーシップを形成していない場合がありま
す。

Partition
arbitration

このパラメータは GAB が JEOPARDY 状態を無視するように明示的に要求
されているかどうかを示します。
-s フラグについて詳しくは man ページの gabconfig（1M）を参照してく
ださい。

LLT のチューニングパラメータについて
LLT には、LLT モジュールの動作を変更し、制御するための、さまざまな設定とチューニ
ングパラメータがあります。 ここでは、実行時と LLT の起動時に変更できる LLT のチュー
ニングパラメータの一部について説明します。
p.23 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
チューニングパラメータは以下の 2 つのカテゴリに分類されます。
■

LLT タイマーチューニングパラメータ
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p.278 の 「LLT タイマーチューニングパラメータについて」 を参照してください。
■

LLT フロー制御チューニングパラメータ
p.282 の 「LLT フロー制御チューニングパラメータについて」 を参照してください。

LLT のチューニングパラメータは、lltconfig コマンドまたは /etc/llttab ファイルで
設定できます。 lltconfig コマンドを使用すると、実行時にローカルノードのパラメータ
を変更できます。 シマンテック社はクラスタのすべてのノードでコマンドを実行してパラ
メータの値を変更することを推奨します。 システムの再ブート時に LLT パラメータを設定
するには、/etc/llttab ファイルにパラメータ定義を含める必要があります。 /etc/llttab
で何も指定されていない場合は、パラメータのデフォルト値が使われます。 /etc/llttab
ファイルで指定されているパラメータ値は、LLT の起動時にのみ有効になります。 シマン
テック社は各ノードの /etc/llttab ファイルでチューニングパラメータの同じ定義を指
定することを推奨します。
タイマーチューニングパラメータを設定するには:
■

タイマーチューニングパラメータを設定するには、lltconfig コマンドを使います。
# lltconfig -T timer tunable:value

■ /etc/llttab

set-timer

ファイルでタイマーチューニングパラメータを設定するには:

timer tunable:value

フロー制御チューニングパラメータを設定するには
■

フロー制御チューニングパラメータを設定するには、lltconfig コマンドを使います。
# lltconfig -F flowcontrol tunable:value

■ /etc/llttab

set-flow

ファイルでフロー制御チューニングパラメータを設定するには:

flowcontrol tunable:value

lltconfig（1M）マニュアルページと llttab（1M）マニュアルページを参照してくださ

い。

LLT タイマーチューニングパラメータについて
表 5-3 に、LLT タイマーチューニングパラメータのリストを示します。タイマー値は .01 秒
単位で設定します。現在のタイマー値を表示するには、コマンド lltconfig -T query
を使用します。
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表 5-3
LLT パラメー 説明
タ

LLT タイマーチューニングパラメータ
デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

peerinact

LLT は、このタイマー間隔だけ 1600
ピアノードのリンクでパケットを
受信しないと、そのリンクを「非
アクティブ」と指定します。リンク
が「非アクティブ」に指定される
と、LLT はそのリンクでデータを
送信しません。

■

クライアントの通知処理ロ
このタイマーの値は、
ジックに従ってノード/リンク peertrouble タイマーの値より
非アクティブ通知メカニズム 常に高くする必要があります。
を遅く、または速くする場合
に、この値を変更します。
■ 障害のあるネットワークケー
ブル/スイッチの計画的な交
換の場合は、値を大きくしま
す。
■ プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
ネットワークトラフィックの
バースト状態が非常に高く
なったときは、ピアの終了が
誤って通知されることを避け
るためにこの値を大きくしま
す。
障害のあるネットワークケー
ブルまたは障害のあるスイッ
チの計画的な交換の場合
は、値を 0 に設定します。

peertrouble

LLT は、このタイマー間隔だけ 200
ピアノードの高優先度リンクで
パケットを受信しないと、そのリ
ンクを「問題発生」と指定しま
す。リンクが「問題発生」に指定
されると、LLT はリンクが起動す
るまでそのリンクでデータを送信
しません。

■

プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
クラスタのノードが非常にビ
ジー状態であるときは、この
値を大きくします。
■ 障害のあるネットワークケー
ブル/障害のあるスイッチの
計画的な交換の場合は、値
を大きくします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値より常に低くする
必要があります。また、デフォル
ト値に近くしておく必要がありま
す。

peertroublelo LLT は、このタイマー間隔だけ 400
ピアノードの低優先度リンクで
パケットを受信しないと、そのリ
ンクを「問題発生」と指定しま
す。リンクが「問題発生」に指定
されると、LLT はリンクが使用で
きるようになるまでそのリンクで
データを送信しません。

■

プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
クラスタのノードが非常にビ
ジー状態であるときは、この
値を大きくします。
■ 障害のあるネットワークケー
ブル/障害のあるスイッチの
計画的な交換の場合は、値
を大きくします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値より常に低くする
必要があります。また、デフォル
ト値に近くしておく必要がありま
す。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

heartbeat

LLT は、各高優先度リンクで
50
heartbeat タイマー間隔が経過
するたびにピアノードに対して
繰り返しハートビートパケットを
送信します。

プライベートネットワークリンクが
非常に遅い（または輻輳してい
る）とき、またはクラスタのノード
が非常にビジー状態であるとき
は、この値を大きくします。

このタイマーの値は、
peertrouble タイマーの値より
低くする必要があります。また、
peertrouble タイマーの値に近
くしないようにする必要がありま
す。

heartbeatlo

LLT は、各低優先度リンクで
100
heartbeatlo タイマー間隔が経
過するたびにピアノードに対し
て繰り返しハートビートパケット
を送信します。

ネットワークリンクが非常に遅い
とき、またはクラスタのノードが
非常にビジー状態であるとき
は、この値を大きくします。

このタイマーの値は、
peertroublelo タイマーの値よ
り低くする必要があります。ま
た、peertroublelo タイマーの
値に近くしないようにする必要
があります。

timetoreqhb

LLT は、このタイマー間隔でこ 1400
のリンクでそのピアノードからの
パケットを受信しない場合、ハー
トビートメカニズムの要求を試み
ます（hbreqs つまり特別な種類
のハートビート要求をこのリンク
のピアノードに明示的に 5 回送
信します）。ピアノードが特別な
ハートビート要求に応答しない
場合、LLT はそのピアノードに
対するこのリンクを「期限切れ」
と指定します。

クライアントの通知処理ロジック
に従ってノード/リンク非アクティ
ブ通知メカニズムを速くするに
は、このチューニングパラメータ
の値を小さくします。

このタイマーは、peerinact タイ
マーが変更されるたびに、
「peerinact - 200」に自動的に
設定されます。

0 から（peerinact - 200）の範囲
の値を設定できます。このタイ
マーを 0 に設定すると、ハート
ビート要求メカニズムは無効に
なります。
reqhbtime

この値は 2 つの連続的する特 40
別なハートビート要求間の時間
間隔を指定します。特別なハー
トビート要求について詳しくは、
timetoreqhb パラメータを参照
してください。

障害のあるネットワークケーブ
ル/スイッチの計画的な交換の
場合は、このタイマーを 0 に設
定することで、ハートビート要求
メカニズムを無効にします。
プライベートネットワークリンクが
非常に遅いとき、またはネット
ワークトラフィックのバースト状態
が非常に高くなったときは、この
タイマーチューニングパラメータ
の値を変更しないでください。
この値は変更しないでください。 なし
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

timetosendhb LLT は、LLT タイマーが一定の 200
間隔で実行しないとき、ノードの
稼働を保つためにタイマー切れ
コンテキストのハートビートを送
信します。このオプションは、タ
イマーが動作していない場合に
ハートビートを送信する前に待
つ時間を指定します。
このタイマーチューニングパラ
メータを 0 に設定すると、タイ
マー切れコンテキストのハート
ビートメカニズムは無効になりま
す。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

障害のあるネットワークケーブ
ル/スイッチの計画的な交換の
場合は、このタイマーを 0 に設
定することで、タイマー切れコン
テキストのハートビートメカニズ
ムを無効にします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値以下にする必要が
あります。また、peerinact タイ
マー値の近くにしない必要があ
ります。

プライベートネットワークリンクが
非常に遅いとき、またはクラスタ
のノードが非常にビジー状態で
あるときは、この値を大きくしま
す。

sendhbcap

この値は LLT がタイマーコンテ 18000
キストハートビートを連続して送
信する最大時間を指定します。

oos

順不同タイマーがノードで期限 10
切れになった場合、LLT はその
ノードに適切な NAK を送信し
ます。LLT は oos パケットを受
信してすぐには NAK を送信し
ません。NAK を送信する前に
oos タイマーの値だけ待ちま
す。

パフォーマンス上の理由からこ なし
の値を変更しないでください。
値を下げると、不必要な再送
信/NAK トラフィックが発生する
可能性があります。

LLT はこのタイマー間隔の値の 10
間に肯定応答を受信しなけれ
ばパケットを再送信します。

この値は変更しないでください。 なし
値を下げると不必要な再送信が
発生する可能性があります。

retrans

クラスタ（たとえば、キャンパスク
ラスタ）でラウンドトリップ時間が
大きい場合、oos の値を増加で
きます。

クラスタ（たとえば、キャンパスク
ラスタ）でラウンドトリップ時間が
大きい場合、retrans の値を増
加できます。
service

LLT は、service タイマー間隔 100
が経過するたびにサービスルー
チン（LLT クライアントにメッセー
ジを配信します）を呼び出しま
す。

パフォーマンス上の理由からこ なし
の値を変更しないでください。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

arp

このタイマーが期限切れになる 0
と、LLT は格納されているピア
ノードのアドレスをフラッシュし、
アドレスを再設定します。

パフォーマンス上の理由からこ なし
の値を変更しないでください。

arpreq

このタイマーが期限切れになる 3000
と、LLT は arp 要求を送信し、
クラスタの他のピアノードを検出
します。

パフォーマンス上の理由からこ なし
の値を変更しないでください。

linkstable

この値は、LLT が、ローカルノー 200
ドの任意のリンクに対し、リンク
停止イベントを処理するまでに
待つ時間を指定します。リンク
エラーをより速く検出することが
有効にされた場合には、LLT は
オペレーティングシステムから
のリンク停止イベントを受信しま
す。

リンクが不安定な場合にはこの このタイマーの値は、peerinact
値を大きくしてください。
タイマーの値以下にする必要が
あります。また、peerinact タイ
マー値の近くにしない必要があ
ります。

LLT フロー制御チューニングパラメータについて
表 5-4 に、LLT フロー制御チューニングパラメータのリストを示します。フロー制御の値は
パケット数で設定します。 lltconfig -F query コマンドを使って、現在のフロー制御
の設定を表示できます。
表 5-4
LLT パラメー 説明
タ
highwater

LLT フロー制御チューニングパラメータ
デフォ
ルト

ノードの送信キュー内のパケッ 200
ト数が highwater に達すると、
LLT はフロー制御されます。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

クライアントがバースト方式で
このフロー制御値は lowwater
データを生成する場合は、着信 フロー制御値より常に高くする
データ速度に合わせてこの値を 必要があります。
増やします。値を大きくするとメ
モリの消費量が増えるので、不
必要にメモリを浪費しないように
適切な値を設定してください。
値を小さくすると、クライアントを
不必要にフロー制御する可能
性があります。
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LLT パラメー 説明
タ
lowwater

デフォ
ルト

LLT がクライアントのフロー制御 100
を行っているときは、ノードに対
するポート送信キュー内のパ
ケット数が lowwater に低下す
るまで、パケットの受け付けを再
開しません。

rporthighwater ポートの受信キュー内のパケッ 200
ト数が highwater に達すると、
LLT はフロー制御されます。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

なし

このフロー制御値は highwater
フロー制御値より低くする必要
があります。highwater フロー
制御値に近い値を設定しない
ようにする必要があります。

クライアントがバースト方式で
データを生成する場合は、着信
データ速度に合わせてこの値を
増やします。値を大きくするとメ
モリの消費量が増えるので、不
必要にメモリを浪費しないように
適切な値を設定してください。

このフロー制御値は
rportlowwater フロー制御値
より常に高くする必要がありま
す。

値を小さくすると、クライアントを
不必要にフロー制御する可能
性があります。
rportlowwater LLT がクライアントのフロー制御 100
を行っているときは、ポートに対
するポート受信キュー内のパ
ケット数が rportlowwater に低
下するまで、そのクライアントに
対するパケットの受け付けを再
開しません。
window

linkburst

LLT が ACK を受信せずに送信 50
するパケットの最大数です。

このフロー制御値は、
32
highwater フロー制御値と
lowwater フロー制御値の差よ
りより大きくしないようにする必
要があります。

なし

このフロー制御値は
rpothighwater フロー制御値
より低くする必要があります。
rporthighwater フロー制御値
に近い値を設定しないようにす
る必要があります。

プライベートネットワークの速度
に応じて値を変更します。ネット
ワークの速度に関係なく値を下
げると、ウィンドウ順序が異なる
パケットの不必要な再送信が発
生する可能性があります。

このフロー制御値は、
highwater フロー制御値と
lowwater フロー制御値の差よ
りより大きくしないようにする必
要があります。
このパラメータ（window）の値
は帯域幅を遅延させる製品の
値に合わせる必要があります。

パフォーマンス上の理由から、 なし
値は 0 または少なくとも 32 にす
る必要があります。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

ackval

LLT は、次のアウトバウンドデー 10
タパケットの ACK パケットに便
乗することでパケットの肯定応
答を送信者ノードに送信しま
す。ACK パケットを便乗させる
データパケットがない場合、LLT
は送信者に明示的な ACK を送
信する前に ackval 個のパケッ
トを待ちます。

パフォーマンス上の理由からこ なし
の値を変更しないでください。
値を大きくすると不必要な再送
信が発生する可能性がありま
す。

sws

Silly Window Syndrome を避 40
けるため、LLT は ACK 未受信
パケットの数がこのチューニン
グパラメータの値より低下した場
合にのみ、さらにパケットを伝送
します。

パフォーマンス上の理由のた
め、window チューニングパラ
メータの値を変更したときは常
に、sws = window *4/5 という
式に従ってこのパラメータの値
を変更する必要があります。

largepktlen

LLT に複数のポートに伝送す 1024
るパケットがあるとき、LLT は、1
つの大きいパケット、または 5
つまでの小さいパケットをポート
に一度に伝送します。このパラ
メータは大きいパケットのサイズ
を指定します。

パフォーマンス上の理由からこ なし
の値を変更しないでください。

このパラメータの値は window
の値より小さくする必要がありま
す。このパラメータの値は
window チューニングパラメー
タの値に近くする必要がありま
す。

LMX のチューニングパラメータについて
この項では、LMX のチューニングパラメータの概念と、LMX モジュールを再設定する方
法について説明します。

LMX のチューニングパラメータ
ノードの LMX ドライバのグローバルチューニングパラメータの値を変更するには、ファイ
ル /kernel/drv/lmx.conf を変更します。
表 5-5 に LMX ドライバのチューニングパラメータを示します。
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表 5-5

LMX のチューニングパラメータ

LMX パラメータ

デフォルト値

最大値

説明

contexts (minors)

8192

65535

システム全体の
contexts の最大数を
指定します。各 Oracle
プロセスには、通常、2
つの LMX contexts が
あります。
「contexts」と「minors」
は、このマニュアルでは
同じ意味に使われま
す。「contexts」は
Oracle 固有の用語で
あり、lmx.conf ファイ
ルの値を指定する場合
は、必ず「contexts」を
使う必要があります。

ports

4096

65535

単方向通信で送受者
から受信者にメッセー
ジを転送する場合の通
信エンドポイントの数を
指定します。

buffers

4096

65535

LMX データをコピーで
きるメモリ内のアドレス
指定可能なリージョンの
数を指定します。

1 つのノードで「no minors available」というメッセージが出力された場合
は、/kernel/drv/lmx.conf ファイルを編集して contexts の最大数を拡張するように
設定パラメータを追加することが考えられます。
メモ: エラーメッセージには「minors」という語が使われている場合でも、パラメータ値を変
更する場合には「contexts」を使用する必要があります。

警告: 特定のシステムの contexts の値を拡張すると、そのシステムのリソースが一部影
響を受けることがあります。
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LMX モジュールの再設定
この項では、LMX モジュールをノードに再設定する方法について説明します。この例で
は、contexts=16384 と設定しているため、Oracle プロセスの最大数が 8192 になりま
す（8192 * 2 = 16384）。次の出力では、整数値を指定するのに二重引用符を使ってい
ません。
#
# LMX configuration file
#
name="lmx" parent="pseudo" contexts=16384 instance=0;
/kernel/drv/lmx.conf ファイルの変更を有効にするには、システムを再起動するか、

または次に説明する手順に従って LMX モジュールを再設定します。
LMX モジュールを再度設定するには

1

システム上のすべての Oracle サービスグループを停止します。
# hagrp -offline oragrp -sys galaxy

2

システム上の sqlplus や svrmgrl などのすべての Oracle クライアントプロセスを
停止します。

3

LMX モジュールを設定解除します。
# lmxconfig -U

4

LMX モジュール ID を確認します。
# modinfo | grep -i lmx

モジュール ID は出力の 1 番目の列に表示されている数字です。

5

確認したモジュール ID を使って、LMX モジュール読み込み解除します。
# modunload -i module_ID
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6

Solaris 10 を実行しているシステムでは、update_drv コマンドを実行し
て、/kernel/drv/lmx.conf ファイルを再度読み込みます。
# update_drv lmx

メモ: modunload コマンドがドライバモジュールに対してよく使われます。このコマン
ドは、関連のドライバ設定ファイルをシステムが強制的に再読込するようにします。こ
の手順とコマンドが Solaris 9 では機能した場合でも、以降のリリースでは正しく機
能しない場合があります。Solaris 10 が実行されているシステムに対してドライバ設
定ファイルを再読込するためにサポートされている方法は、update_drv コマンドを
利用する方法です。詳しくは、update_drv(1M) の項を参照してください。

7

LMX モジュールを設定します。
# lmxconfig -c

8

サービスグループをオンラインに戻します。
# hagrp -online oragrp -sys galaxy

チューニングパラメータ VXFEN について
ここでは、VXFEN のチューニングパラメータの概念と、VXFEN モジュールを再設定する
方法について説明します。
表 5-6 は、VXFEN ドライバのチューニングパラメータについて説明しています。
表 5-6

VXFEN のチューニングパラメータ

vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小値、最大値

vxfen_debug_sz

デバッグログのバイト単位のサイズです。
■

値
デフォルト: 131072（128 KB）
最小値: 65536（64 KB）
最大値: 524288（512 KB）
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vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小値、最大値

vxfen_max_delay

ネットワーク分割が発生した場合により大きいサブクラスタとコーディ
ネータディスクの制御をめぐって競合するまでに小さい方のサブクラ
スタが待機する最大時間を秒数で指定します。
この値は、vxfen_min_delay の値よりも大きくする必要があります。
■

vxfen_min_delay

値
デフォルト: 60
最小値: 1
最大値: 600

ネットワーク分割が発生した場合により大きいサブクラスタとコーディ
ネータディスクの制御をめぐって競合するまでに小さい方のサブクラ
スタが待機する最小時間を秒数で指定します。
この値は、vxfen_max_delay の値以下にする必要があります。
■

vxfen_vxfnd_tmt

I/O フェンシングドライバ VxFEN が、指定のタスクの完了後に I/O
フェンシングデーモン VXFEND が戻ってくるのを待つ時間を秒数で
指定します。
■

panic_timeout_offst

値
デフォルト: 1
最小値: 1
最大値: 600

値
デフォルト: 60
最小値: 10
最大値: 600

スプリットブレインが発生したときに GAB が意思決定を実装するまで
待機する時間を、フェンシングがアービトレーションを完了するまで待
機する GAB モジュールに渡すために I/O フェンシングドライバ VxFEN
が計算する遅延に基づいて、秒数で指定します。vxfenmode ファイ
ル内でこのパラメータを設定し、vxfenadm コマンドを実行して値を調
べることができます。vxfen_mode に基づいて、GAB 遅延は次のよう
に計算されます。
scsi3 モードの場合: 1000 * (panic_timeout_offst +
vxfen_max_delay)
■ カスタマイズモードの場合: 1000 * (panic_timeout_offst + max
(vxfen_vxfnd_tmt, vxfen_loser_exit_delay))
■ デフォルト: 10
■

ネットワーク分割イベントの場合、値がより小さいサブクラスタではコーディネータディスク
の獲得を競う前に遅延が発生します。この遅延時間を指定することにより、値がより大き
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いサブクラスタがコーディネータディスクを獲得できるようになります。vxfen_max_delay
および vxfen_min_delay の各パラメータは、遅延を秒単位で定義します。

VXFEN モジュールパラメータの設定
カーネルドライバのチューニングパラメータを調整した後、パラメータの変更を有効にす
るには VXFEN モジュールを再設定する必要があります。
次の手順例を実行すると、vxfen_min_delay パラメータの値が変化します。
各 Solaris ノードで、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを編集し、vxfen ドライバのグロー
バルチューニングパラメータ vxfen_max_delay と vxfen_min_delay の値を変更しま
す。
メモ: パラメータ変更を有効にするには、VXFEN モジュールを再起動する必要がありま
す。
VxFEN パラメータを設定し、Vxfen モジュールを再設定するには

1

ファイル /kernel/drv/vxfen.conf を編集して vxfen_min_delay 値を 30 に変更し
ます。
VXFEN の次の例は、vxfen_min_delay パラメータを変更する前のデフォルトファイ
ル /kernel/drv/vxfen.conf の内容を示しています。
#
# VXFEN configuration file
#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=1;

ファイルを編集して vxfen_min_delay の値を 30 に変更すると、デフォルトファイル
/kernel/drv/vxfen.conf に含まれる値は、次のようになります。
#
# VXFEN configuration file
#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=30;

デフォルトファイルに加えた編集を確認した後、ファイルを閉じて保存します。

2

ノード上のすべての Oracle サービスグループを停止します。
# hagrp -offline oragrp -sys galaxy
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3

sqlplus、svrmgrl、gsd など、ノード上のすべての Oracle クライアントプロセスを

停止します。

4

VCS と CVM を停止します。
# hastop -local

5

VXFEN モジュールの設定を解除します。
# vxfenconfig -U

6

VXFEN モジュール ID を確認します。
# /usr/sbin/modinfo | grep -i vxfen

モジュール ID は出力の 1 番目の列に表示されている数字です。

7

確認したモジュール ID を使って、VXFEN モジュールをロード解除します。
# /usr/sbin/modunload -i module_ID

8

update_drv コマンドを実行して、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを再度読み込

みます。
# /usr/sbin/update_drv vxfen

メモ:
modunload コマンドがドライバモジュールに対してよく使われます。このコマンドは、

関連のドライバ設定ファイルをシステムが強制的に再読込するようにします。この手
順とコマンドが Solaris 9 では機能した場合でも、以降のリリースでは正しく機能しな
い場合があります。Solaris 10 が実行されているシステムに対してドライバ設定ファ
イルを再読込するためにサポートされている方法は、update_drv コマンドを利用す
る方法です。詳しくは、update_drv(1M) の項を参照してください。

9

VXFEN モジュールを設定します。
# vxfenconfig -c

10 VCS を起動します。
# hastart

11 サービスグループをオンライン状態に戻します。
# hagrp -online oragrp -sys galaxy
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キャンパスクラスタのチューニングガイドライン
SF Oracle RAC 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 SF Oracle
RAC 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。
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3
参照

■

付録 A. SF Oracle RAC 診断の一覧

■

付録 B. エラーメッセージ
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A
SF Oracle RAC 診断の一覧
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT 診断

■

LMX 診断

■

I/O フェンシングの診断

■

PrivNIC の診断

■

Oracle Clusterware の診断

■

CVM、CFS と ODM の診断

LLT 診断
ここでは、LLT に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、診断の詳しい説
明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。問題を解決するには、トラブルシューティングの推奨事項に従ってください。
p.225 の 「LLT 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセージ」 を参照してくだ
さい。
表 A-1 は LLT に対して行われる診断の一覧です。
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表 A-1
診断の一覧

LLT に対する診断の一覧
メッセージ

LLT タイマーサブシ 警告: OS タイマーは num 秒間
ステムスケジュール 呼び出されませんでした
診断
（Warning: OS timer is not
called for num seconds）

説明
LLT モジュールがスケジュールされた
オペレーティングシステムのタイマー
に従って動作しているかどうかを診断
します。
このメッセージは、オペレーティングシ
ステムのタイマーが指定された期間に
呼び出されないことを示します。
パラメータ timer_threshold に
は、この診断に最適なしきい値が含ま
れます。

パケット伝送のOS メ 警告: カーネルはメモリの割り当
モリ可用性診断
てに num 回失敗しました
（Warning: Kernel failed
to allocate memory num
time(s)）

カーネルがクラスタ通信用に十分なメ
モリをLLT へ割り当てたかどうか検査
します。
このメッセージは、必要なメモリの割り
当てがカーネルによって試みられ、
num 回失敗したことを示します。
パラメータ
no_mem_to_xmit_allow には、こ
の診断に最適なしきい値が含まれま
す。

フロー制御状態の監 フロー制御が num 回発生し、num
視
回再有効化されました（ポート
port number、ノード node
number）（Flow-control
occurred num time(s)and
back-enabled num time(s)
on port port number for
node node number）

着信するデータパケットの受信とその
データパケットの送信に必要な帯域幅
が LLT にあるかどうかを診断します。
フロー制御は、着信するデータトラ
フィックを受信するピアノードの能力に
よっても異なります。
このメッセージは、パケットの送信と受
信が num 回制御され、num 回正常
化されたかを示します。
パラメータ max_canput には、この診
断に最適なしきい値が含まれます。

付録 A SF Oracle RAC 診断の一覧
LLT 診断

診断の一覧

メッセージ

説明

不安定なリンクの監
視

警告: ノード node id（リンク
link id 上）との接続が num
回不安定になりました（Warning:
Connectivity with node
node id on link link id
is flaky num time(s).）

プライベート相互接続が安定している
かどうかを診断します。
このメッセージは、ピアノード（nodeid）
との接続性（link）が、規定された期間
（たとえば、0 から 4 秒）に num 回監
視されたことを示します。

分布は次のとおりです: （0-4 s） パラメータ flakylink_allow に
<num> （4-8 s） <num> （8-12 は、この診断に最適なしきい値が含ま
s） <num> （12-16 s） <num> れます。
（>=16 s）（The distribution
is: (0-4 s) <num> (4-8
s) <num> (8-12 s) <num>
(12-16 s) <num> (>=16 s)）
ノードの状態診断

リンク状態の診断

接続性の診断

ピアノード node name との 1
つ以上のリンク接続に問題が発生
しています。（One or more
link connectivity with
peer node(s) node name
is in trouble.）

現在のノードのメンバーシップを診断
します。

node id とのリンク接続は 1
つのリンクのみです。（Link
connectivity with node
id is on only one link.）
2 つ以上のリンクを設定することを
推奨します。（Symantec
recommends configuring a
minimum of 2 links.）

現在アクティブであるプライベート相互
接続の数を診断します。

LLT 下でリンクが 1 つしか設定
されていません。（Only one
link is configured under
LLT.）2 つ以上のリンクを設定す
ることを推奨します。（Symantec
recommends configuring a
minimum of 2 links.）

設定中に LLT 下で設定されたプライ
ベート相互接続数を診断します。

このメッセージはピアノード（node
name）との接続の問題を示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

このメッセージは、プライベート相互接
続が 1 つだけであること、またはプライ
ベート相互接続がローカルノードとピ
アノード（node id）の間で使用可能で
あることを示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

このメッセージは、プライベート相互接
続がただ 1 つであること、または LLT
下で設定されていることを示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。
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メッセージ

LLT パケット関連の
診断

合計転送パケットのうち % を再転
送しました。（Retransmitted %
percentage of total
transmitted packets.）

説明

LLT で伝送されたデータパケットが何
のエラーも発生せずにピアノードに達
したかどうかを診断します。パケット伝
送時にエラーが起きた場合、このメッ
セージはプライベート相互接続でのエ
リンクが有効でないときに合計転送 ラーを示します。
パケットのうち % を送信しました。
このメッセージは、送受信されたデー
（Sent % percentage of
total transmitted packet タパケットの割り合いと、そのパケットに
関連する転送エラー（チェックサムの
when no link is up.）
誤り、リンク障害など）の割り合いを示
合計受信パケットのうち % の
します。
チェックサムが不正です。（%
パラメータ retrans_pct、
percentage of total
send_nolinkup_pct、
received packets are
recv_oow_pct、
with bad checksum.）
recv_misaligned_pct、
合計受信パケットのうち % が無効 recv_badcksum_pct には、この診
です。（% percentage of
断に最適なしきい値が含まれます。
total received packets
are out of window.）
合計受信パケットのうち % の整列
が失敗しています。（%
percentage of total
received packets are
misaligned.）

DLPI レイヤー関連
の診断

合計受信パケットのうち % で
DLPI エラーが発生しています。
（% percentage of total
received packets are
with DLPI error.）

データリンク層（DLP）がパケット転送
でエラーを引き起こしているかどうか検
査します。
このメッセージは、いくつかの受信パ
ケット（%）に DLPI エラーが含まれて
いることを示します。
設定ファイルに目的のパーセント値を
設定できます。
パラメータ recv_dlpierror_pct
には、この診断に最適なしきい値が含
まれます。
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メッセージ

説明

リンク上のトラフィック リンク間のトラフィックの分布: %%
分布
リンク num でデータを送信します
percentage %% リンク num
でデータを受信します
percentage（Traffic
distribution over links:
%% Send data on linknum
percentage %% Recv data
on linknum percentage）

LLT 下で設定されたすべてのリンク上
のトラフィック分布を診断します。

LLT ポートの状態の 合計転送パケットのうち % per
診断
についてポート port id で大幅
な転送遅延（>16ms）がありました
（% per of total
transmitted packets are
with large xmit latency
(>16ms) for port port id）

送受信パケットの遅延期間を診断しま
す。

システム負荷の監視 負荷情報: 平均（Load
Information: Average）:
num、num、numnum,num,num

システムの負荷を規定された周期（1
秒、5 秒、15 秒）で監視します。

このメッセージは、特定のリンク（num）
で送受信されたデータの割合（%）を
示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

このメッセージは、一定の割合（%）の
送受信パケットが規定された遅延時間
を超えたことを示します。

パラメータ
hirecvlatencycnt_pct、
%per の受信パケットについて
hixmitlatencycnt_pct には、こ
ポート port id で大幅な受信 の診断に最適なしきい値が含まれま
遅延（>16ms）がありました。（%per す。
received packets are
with large recv latency
(>16ms) for port port
id.）

この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

LMX 診断
この項では、LMX に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、診断の詳し
い説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
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表 A-2 は LMX に対して行われる診断の一覧です。
表 A-2
診断の一覧

LMX に対する診断の一覧
メッセージ

LMX/VCSMM ドライ LMX は起動していません。この警
バの動作状態に関連 告はクラスタを起動している
する診断
Oracle 11g には該当しませ
ん。（This warning is not
applicable for Oracle
11g running cluster.）
VCSMM が起動していません。

Oracle バイナリの
LMX/VCSMM ライブ
ラリとのリンクの確認
に関連する診断

Oracle は Symantec VCSMM
ライブラリにリンクされていません。
（Oracle is not linked to
the Symantec LMX
library.）この警告はクラスタを
起動している Oracle 11g に
は該当しません。（This
warning is not
applicable for Oracle
11g running cluster.）
Oracle は Symantec LMX ラ
イブラリにリンクされていますが、
LMX が起動していません。
（Oracle is linked to
Symantec LMX Library,
but LMX is not running.）
Oracle は Symantec VCSMM
ライブラリにリンクされていません。
（Oracle is not linked to
Symantec VCSMM library.）
Oracle は Symantec VCSMM
ライブラリにリンクされていますが、
VCSMM が起動していません。
（Oracle is linked to
Symantec VCSMM Library,
but VCSMM is not
running.）

説明
VCSMM/LMX が動作しているかどう
か確認します。この警告は Oracle RAC
10g を実行しているクラスタにのみ有
効です。

メモ: この診断の実行は、データベー
スのキャッシュフュージョンのトラフィッ
クが VCSIPC 上で発生している場合に
のみ行われます。
Oracle RAC バイナリが LMX/VCSMM
ライブラリにリンクされているかどうか診
断します。この警告は Oracle RAC 10g
を実行しているクラスタにのみ有効で
す。

メモ: この診断の実行は、データベー
スのキャッシュフュージョンのトラフィッ
クが VCSIPC 上で発生している場合に
のみ行われます。
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メッセージ

LMX ポートでの
LMX のトラフィック（Traffic
Oracle トラフィックに over LMX） numnum num
関連する情報

説明
データベースのキャッシュフュージョン
がプロセス間通信に VCSIPC を使って
いる場合、LMX 上の Oracle RAC トラ
フィックを表示します。
このメッセージは、スクリプトが呼び出
された時点の LMX 上のトラフィックを
表示します。

I/O フェンシングの診断
この項では、I/O フェンシングに対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、
診断の詳しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-3 は I/O フェンシングに対して行われる診断の一覧です。
表 A-3
診断の一覧

I/O フェンシング診断の一覧
メッセージ

VxFEN の動作状態 VxFEN は SCSI3 モードで構成
に関連した診断
されていません。（VxFEN is
not configured in SCSI3
mode.）
VxFEN はクラスタ内のすべての
ノード上で起動していません。
（VxFEN is not running on
all nodes in the
cluster.）

説明
シマンテックのフェンシングが SCSI3
モードで設定され、クラスタのすべての
ノードで実行中であるかどうかを診断し
ます。
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メッセージ

説明

コーディネータディス VxFEN は 1 つのみのコーディ シマンテックのフェンシング用に設定さ
ク状態に関する診断 ネータディスク上で起動していま れたコーディネータディスク数とディス
す。（VxFEN is running with クの状態を診断します。
only one coordinator
disk.）ノードの損失時には、この
ディスクを失うことでクラスタの再
構築を回避できます。（Loss of
this disk will prevent
cluster reconfiguration
on loss of a node.）3 つ以
上のコーディネータディスクを設定
することを推奨します。
（Symantec recommends
configuring a minimum of
3 coordinator disks.）
VxFEN は偶数のコーディネータ
ディスクで起動しています。
（VxFEN is running with
even number of
coordinator disks.）奇数の
コーディネータディスクが存在する
必要があります。（There must
be odd number of
coordinator disks.）
OCDR プロシージャを使用してディ
スク disk name を交換します。
（Replace the disk disk
name using OCDR
procedure.）
コーディネータディス The coordinator disk
クでのキーの検証
(disk name) does not
have the required key
for the local node.

シマンテックのフェンシングで設定され
るコーディネータディスクに、現在の
ノードのキーがあるかどうか診断しま
す。

共有ディスクの
SCSI3
write-exclusive 予
約を検証

共有ディスクが書き込み操作でノード
にアクセスが可能かどうかを診断しま
す。

SCSI3 write-exclusive
reservation is missing
on shared disk
(disk_name)
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PrivNIC の診断
この項では、PrivNIC に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、診断の詳
しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-4 は PrivNIC に対して行われる診断の一覧です。
表 A-4

PrivNIC 診断の一覧

診断の一覧

メッセージ

説明

VCS の動作状態に関 VCS はローカルシステムで起動し VCS が動作しているかどうかを診断し
連した診断
ます。
ていません。（VCS is not
running on the local
system.）
PrivNIC リソースの設 VCS 下で PrivNIC リソースは PrivNIC リソースが VCS 下で設定さ
定に関連した診断
れているかどうかを診断します。
構成されていません。（No
PrivNIC resource is
configured under VCS.）
PrivNIC リソースの状 PrivNIC リソースがオンラインでな VCS 下で設定される PrivNIC リソー
態に関連した診断
い場合: The PrivNIC
スがオンラインであるかどうかを診断し
ます。
resource name is not
online.
PrivNIC で使われる
NIC と LLT 下で設定
される NIC を比較し
ます。

PrivNIC リソースの場合: LLT リン
ク llt nics と PrivNIC リン
ク private nics が一致しま
せん。（Mismatch between
LLT links llt nics and
PrivNIC links private
nics.）

PrivNIC リソースで使われる NIC が、
LLT リンク（llt nics）として設定される
インターフェースと同じインターフェー
ス（private nics）を持っていることを診
断します。

Oracle Clusterware
で使われる NIC と
PrivNIC で使われる
NIC とのクロスチェッ
ク。

PrivNIC リソースの場合:
Mismatch between Oracle
Clusterware links crs
nics and PrivNIC links
private nics.

Oracle Clusterware に使われるプラ
イベート相互接続が、PrivNIC リソー
ス下で設定された NIC と同じであるか
どうかを診断します。
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Oracle Clusterware の診断
この項では、Oracle Clusterware に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセー
ジ、診断の詳しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-5 は Oracle Clusterware モジュールに対して行われる診断の一覧です。
表 A-5

Oracle Clusterware モジュールの診断の一覧

診断の一覧

メッセージ

説明

CRS の動作状態の
検証

CRS は起動していません。（Oracle Oracle Clusterware が動作中であ
るかどうかを確認します。
Clusterware is not
running.）

CSSD リソースの動作 VCS 下で CSSD リソースは構成さ CSSD リソースが VCS 下で設定され
状態の検証
ているか、またそのリソースがオンラ
れていません。（No CSSD
インかどうかを診断します。
resource is configured
under VCS.）
CSSD リソース name は起動して
いません（The CSSD resource
name is not running.）
CRS で使われる NIC Mismatch between LLT links Oracle Clusterware で使われるプラ
と LLT 下で設定され llt_nic1, llt_nic2 and
イベート相互接続が LLT リンク（llt
た NIC との比較
Oracle Clusterware links nics）と同じであることを診断します。
crs_nic1, crs_nic2.
CRS で使われる NIC Mismatch between Oracle
と PrivNIC で監視さ Clusterware links crs nics
れた NIC との比較 and PrivNIC links private
nics.

Oracle Clusterware で使われるプラ
イベート相互接続（crs nics）が、
PrivNIC リソース（private nics）に
よって監視されるかどうかを診断しま
す。

CRS 用に設定された Mismatch between CRS nodes
ノードと llt コマンドに crs nodes and LLT nodes
よるノード一覧との比 llt nodes.
較

Oracle Clusterware のインストール
中に設定されたホスト名が、LLT コマ
ンド lltstat -nvv の実行時に表
示されるホスト名の一覧に一致して
いるかどうかを診断します。
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CVM、CFS と ODM の診断
ここでは、CVM、CFS と ODM に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、
診断の詳しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-6 は CVM、CFS と ODM のモジュールに対して行われる診断の一覧です。
表 A-6
診断の一覧

CVM、CFS と ODM の診断の一覧
メッセージ

説明

CVM の状態の確認 CVM は起動していません（CVM is CVM がクラスタで動作しているかどう
かを確認します。
not running）
CFS の状態の確認

CFS は動作していません（CFS is CFS がクラスタで動作しているかどう
かを確認します。
not running）

ODM の状態の確認 ODM は起動していません（ODM is ODM がクラスタで動作しているかど
うかを確認します。
not running）
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B
エラーメッセージ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エラーメッセージについて

■

LMX エラーメッセージ

■

VxVM のエラーメッセージ

■

VXFEN ドライバのエラーメッセージ

エラーメッセージについて
次のソフトウェアモジュールがエラーメッセージが生成する可能性があります。
■

LLT マルチプレクサ（LMX）

■

Veritas Volume Manager（VxVM）

■

Veritas Fencing（VXFEN）ドライバ

p.192 の 「カーネルメモリ破損のトラブルシューティング」 を参照してください。

LMX エラーメッセージ
LMX エラーメッセージには critical（重要度が高い）と non-critical（重要度が低い）の
2 つの種類があります。
Symantec 社のサポート担当者から、システムおよび設定についての情報を収集します。

重要度の高い LMX エラーメッセージ
表 B-1 のメッセージは、システムがメモリ不足になった場合、LMX が LLT と通信できな
い場合、または LMX をロードまたはロード解除できない場合に表示される重要なエラー
を示しています。
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/var/adm/messages ファイルでエラーメッセージを確認します。

表 B-1 は、LMX カーネルモジュールのエラーメッセージを一覧表示します。
表 B-1

重要度の高い LMX エラーメッセージ

メッセージ ID

LMX メッセージ

00001

lmxload packet header size incorrect (number)

00002

lmxload invalid lmx_llt_port number

00003

lmxload context memory alloc failed

00004

lmxload port memory alloc failed

00005

lmxload buffer memory alloc failed

00006

lmxload node memory alloc failed

00007

lmxload msgbuf memory alloc failed

00008

lmxload tmp msgbuf memory alloc failed

00009

lmxunload node number conngrp not NULL

00010

lmxopen return, minor non-zero

00011

lmxopen return, no minors available

00012

lmxconnect lmxlltopen(1) err= number

00013

lmxconnect new connection memory alloc failed

00014

lmxconnect kernel request memory alloc failed

00015

lmxconnect mblk memory alloc failed

00016

lmxconnect conn group memory alloc failed

00017

lmxlltfini: LLT unregister failed err = number

00018

lmxload contexts number > number, max contexts = system limit =
number

00019

lmxload ports number > number, max ports = system limit = number

00020

lmxload buffers number > number, max buffers = system limit =
number

00021

lmxload msgbuf number > number, max msgbuf size = system limit
= number
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重要度の低い LMX エラーメッセージ
Oracle アプリケーションを実行中に 表 B-2 に表わされるメッセージがエラーを生成する
場合、lmxconfig コマンドを使って表示を消します。次に例を示します。
# lmxconfig -e 0

メッセージの表示を再度有効にするには、次のように入力します。
# lmxconfig -e 1

表 B-2 は、実行時に表示されることがある LMX エラーメッセージを含みます。
表 B-2

重要度の低い LMX エラーメッセージ

メッセージ ID

LMX メッセージ

06001

lmxreqlink duplicate kreq= 0xaddress, req= 0xaddress

06002

lmxreqlink duplicate ureq= 0xaddress kr1= 0xaddress, kr2= 0xaddress
req type = number

06003

lmxrequnlink not found kreq= 0xaddress from= number

06004

lmxrequnlink_l not found kreq= 0xaddress from= number

06005

kreq was not found

06101

lmxpollreq not in doneq CONN kreq= 0xaddress

06201

lmxnewcontext lltinit fail err= number

06202

lmxnewcontext lltregister fail err= number

06301

lmxrecvport port not found unode= number node= number ctx=
number

06302

lmxrecvport port not found (no port) ctx= number

06303

lmxrecvport port not found ugen= number gen= number ctx= number

06304

lmxrecvport dup request detected

06401

lmxinitport out of ports

06501

lmxsendport lltsend node= number err= number

06601

lmxinitbuf out of buffers

06602

lmxinitbuf fail ctx= number ret= number

06701

lmxsendbuf lltsend node= number err= number
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メッセージ ID

LMX メッセージ

06801

lmxconfig insufficient privilege, uid= number

06901

lmxlltnodestat: LLT getnodeinfo failed err= number

VxVM のエラーメッセージ
表 B-3 は I/O フェンシングに関連した VxVM エラーメッセージを含みます。
表 B-3

I/O フェンシングに関連した VxVM エラーメッセージ

メッセージ

説明

vold_pgr_register(disk_path):
failed to open the vxfen
device. Please make sure
that the vxfen driver is
installed and configured.

vxfen ドライバが設定されていません。指示に
従ってこれらのディスクを設定し、I/O フェンシン
グを起動します。次に、エラーになったリソース
をクリアし、サービスグループをオンラインにする
ことができます。

vold_pgr_register(disk_path):
Probably incompatible vxfen
driver.

互換性のないバージョンの VxVM と vxfen ドラ
イバがシステムにインストールされています。SF
Oracle RAC の以前のバージョンをインストール
します。

VXFEN ドライバのエラーメッセージ
表 B-4 は VXFEN ドライバのエラーメッセージを含みます。VXFEN ドライバエラーメッセー
ジに加え、情報メッセージも表示されることがあります。
p.311 の 「VXFEN ドライバの情報メッセージ」 を参照してください。
p.311 の 「ノードの除外情報メッセージ」 を参照してください。
表 B-4
メッセージ

VXFEN ドライバのエラーメッセージ
説明

シリアル番号: xxxx でコーディネータディスクに このメッセージは、vxfen ドライバがコーディネー
登録できません（Unable to register with
タディスクの 1 つに登録できない場合に表示さ
coordinator disk with serial number: xxxx） れます。障害が発生したコーディネータディスク
のシリアル番号が表示されます。
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メッセージ

説明

コーディネータディスクの過半数が登録できませ
ん。（Unable to register with a majority of the
coordinator disks.）クラスタから削除します。
（Dropping out of cluster.）

このメッセージは、vxfen ドライバがコーディネー
タディスクの過半数に登録できない場合に表示
されます。フェンシングを有効にする前に、コー
ディネータディスクの問題を解決する必要があり
ます。
このメッセージは、メッセージ［VXFEN: シリアル
番号 xxxx でコーディネータディスクに登録でき
ません（VXFEN: Unable to register with
coordinator disk with serial number xxxx）］
より優先されます。

スプリットブレインがすでに発生している可能性 このメッセージは、クラスタ内に先在のスプリット
があります。（There exists the potential for a ブレインが含まれる場合に表示されます。この場
preexisting split-brain.）
合、vxfen ドライバの設定は失敗します。vxfen
ドライバの設定を行う前に、SF Oracle RAC のト
コーディネータディスクには、現在のメンバーシッ
ラブルシューティングに関する章の指示に従っ
プに属するノードはリストされません。（The
てスプリットブレインを消去します。
coordinator disks list no nodes which are in
the current membership.）しかし、現在のメン
バーシップに属さないノードをリストします。
（However, they also list nodes which are not
in the current membership.）
I/O フェンシングは使えません。（I/O Fencing
Disabled!）
現在クラスタからノードをフェンシングしているた
め、実行中のクラスタに参加できません。
（Unable to join running cluster since cluster
is currently fencing a node out of the
cluster）

このメッセージは、クラスタ内でフェンシングの競
合が継続する場合に vxfen ドライバの設定を
行っていると表示されます。vxfen ドライバは、
時折クラスタのフェンシングが完了した後に、再
度設定を試みると正常に設定が行えます。

VXFEN ドライバの情報メッセージ
次の情報メッセージは、スプリットブレインが発生したときにデータの破損が起こらないよ
うにクラスタからノードが取り出された場合に表示されます。
VXFEN CRITICAL V-11-1-20 Local cluster node ejected from cluster
to prevent potential data corruption

ノードの除外情報メッセージ
ノードがディスクまたは LUN から削除されている場合、クラスタ内のノードの 1 つで、コン
ソールに情報メッセージが表示されることがあります。
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次に例を示します。
<date> <system name> scsi: WARNING:
/sbus@3,0/lpfs@0,0/sd@0,1(sd91):
<date> <system name> Error for Command: <undecoded cmd 0x5f>
Error Level: Informational
<date> <system name> scsi: Requested Block: 0 Error Block 0
<date> <system name> scsi: Vendor: <vendor> Serial Number:
0400759B006E
<date> <system name> scsi: Sense Key: Unit Attention
<date> <system name> scsi: ASC: 0x2a (<vendor unique code
0x2a>), ASCQ: 0x4, FRU: 0x0

これらの情報メッセージは無視できます。

用語集

VxVM （Veritas Volume
Manager）

物理ディスクを論理デバイスとして管理できるようにするストレージ クライアントにインストー
ルされる Symantec 製品です。 専用システムと共有システムの領域割り当て、パフォー
マンス、データの可用性、デバイスのインストール、システム監視の制御によってデータ
ストレージ管理を強化します。

CVM (Cluster Volume

Veritas Volume Manager のクラスタ機能。

Manager)
DMP（Dynamic
Multi-Pathing）

GAB（Group Atomic
Broadcast）
HAD（High Availability
Daemon: 高可用性デー
モン）

パスフェールオーバーと負荷分散を使用して、複数のパスを通じてホストシステムに接続
されているマルチポートディスクアレイの信頼性とパフォーマンスを高めるために設計さ
れた機能です。DMP はサポート対象アレイの種類に固有のメカニズムを使用してディス
クへの各種パスを検出します。また、DMP では、DMP に対応していて同じホストシステ
ムに接続されているアレイタイプの様々なエンクロージャを識別します。
VCS エンジンの通信機構の 1 つであり、クラスタメンバーシップの管理、ハートビート通
信の監視およびクラスタ全体への情報の配布を行います。
各システム上で実行される VCS のコアプロセスです。HAD プロセスは、ローカルシステ
ム上で動作中のリソースに関する情報を保持して伝達し、クラスタ内の他のシステム上で
動作中のリソースに関する情報を受信します。

HA （high availability: 高 Veritas Cluster Server （VCS）を使用してクラスタ化されたネットワークのシステムエラー
可用性）

に対する可用性を高めるように製品を設定するという概念。

IP アドレス（IP address）

TCP/IP ネットワーク上のコンピュータやその他のデバイスの識別子です。ピリオドで区切
られた 4 つの 8 桁の数字として記述されます。メッセージとその他のデータは送信先の
IP アドレスに従ってネットワーク上を送られます。
「仮想 IP アドレス」も参照してください

Jeopardy

ノードにとって必要な 2 つのハートビート接続の 1 つが失われると、そのノードは Jeopardy
状態になります。ノードが 1 つのハートビートしか使わずに動作している場合（Jeopardy
状態）、VCS が別の新しいノードでアプリケーションを再起動することはありません。デー
タの破損を引き起こす可能性のあるスプリットブレインの状態にならないように、JEOPARDY
状態では、ハートビート信号の途絶によるサービスグループのフェールオーバーは、無
効にされています。

LLT（Low Latency

VCS エンジンの通信機構の 1 つであり、高速のカーネル間通信を実現し、ネットワーク
接続を監視します。

Transport）
LUN

LUN（論理ユニット）は、1 つの物理ディスクに対応させることも、デバイスドライバまたは
インテリジェントディスクアレイのハードウェアを使って 1 つの論理エンティティとしてエク
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スポートされるディスクの集合（仮想ディスク）に対応させることもできます。VxVM とその
他のソフトウェアモジュールが LUN の特殊な機能を自動的に検出可能な場合もあります
が、ディスクタグを使用して新しいストレージ属性を定義することもできます。ディスクタグ
は、vxdisk コマンドか GUI を使って管理します。
main.cf

クラスタの設定が保存されるファイルです。

SAN （storage area

コンピュータ、ディスクストレージおよびスイッチ、ハブ、ブリッジなどの相互接続ハードウェ
アのサブセット間の接続性を簡単に再設定できるネットワークパラダイム。

network: ストレージエリ
アネットワーク）
SmartTier

マルチボリューム VxFS ファイルシステムの管理者が初期ファイルの場所と既存ファイル
が再配置される環境を制御する配置ポリシーを定義することによって、ボリュームセットの
個々のボリューム上でファイルの配置を管理できる機能です。これらの配置ポリシーをファ
イルに適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特定のサブセット（配置クラスと
呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイルは、指定した名前、タイミン
グ、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致すると、他の配置クラス内のボリュー
ムに再配置されます。

SNMP 通知（SNMP

SNMP（Simple Network Management Protocol）は、IP ネットワーク上のノードを管理
するために開発されたプロトコルです。

Notification）
Storage Checkpoint

ファイルシステムまたはデータベースのイメージに対して、一貫して安定したイメージを提
供し、最後の Storage Checkpoint 以降に変更されたデータブロックを追跡する機能。

types.cf

VCS エンジンの標準リソースタイプについて、特定のリソースを制御するために必要な詳
細データを記述しているファイルです。

VCS （Veritas Cluster

計画的な停止時間と予期しない停止時間を除去し、サーバー統合を単純化し、複数プ
ラットフォーム環境で多岐にわたるアプリケーションを効率的に管理できるよう設計された
オープンシステムのクラスタ化ソリューションです。

Server）

VVR （Veritas Volume
Replicator）
VxFS （Veritas File
System）

効果的なディザスタリカバリ計画に役立つよう設計されたデータレプリケーションツールで
す。
高パフォーマンスとオンライン管理機能の提供によりファイルシステムの作成と保守を促
進する Veritas Storage Foundation 製品スイートのコンポーネントです。ファイルシステ
ムとは、ファイルの検索と格納ができる構造に編成されたディレクトリの集まりのことです。

エージェント（Agent）

1 つのタイプのすべてのリソースを起動、停止および監視し、それらのリソースの状態を
VCS に報告するプロセスです。

仮想 IP アドレス（Virtual

クラスタに関連付けられた一意の IP アドレスです。クラスタ内のどのシステム上でも、サー
ビスグループの他のリソースとともに仮想 IP アドレスをオンライン化できます。仮想 IP ア
ドレスは、IP エイリアスとも呼ばれますが、システムのホスト名に対応する IP アドレスであ
る基本 IP アドレスとは別のものです。

IP Address）

共有ストレージ（Shared
Storage）

2 つ以上のシステムに接続され、それらのシステムによって使われるストレージデバイス
です。

用語集

共有ボリューム（shared

共有ディスクグループに属するボリューム。同時に複数のノードで使えます。

volume）
クラスタ（Cluster）

クラスタとは、マルチプロセッシングと高可用性を目的として互いにリンクされた 1 台以上
のコンピュータです。この用語は、同じ GAB メンバーシップの一部である 1 台以上のコ
ンピュータを意味する VCS クラスタと同じ意味で使われます。

サービスグループの依存 サービスグループの依存関係は、リソース間のリンクと同様の方式で 2 つのサービスグ
関係（Service Group

ループを依存関係ルールによりリンクするための機構を提供しています。

Dependency）
サービスグループ
（Service Group）

システム（System）

サービスグループは、連携してクライアントにアプリケーションサービスを提供するリソー
スの集まりです。通常は、連携して 1 つのサービスを提供するハードウェアベースおよび
ソフトウェアベースの複数のリソースが含まれています。
アプリケーションやサービスグループが存在する、物理的なシステム。VCS によってシス
テムがリンクされている場合、クラスタ内のノードになります。
「ノード」を参照してください。

状態（State）

リソース、グループまたはシステムの現在の動作の状態です。リソース状態は、両方のシ
ステムに対して相対的に示されます。

遅延（latency）

ファイルシステムの場合、ファイルシステムの特定の操作がユーザーに戻るまでの時間。

ディザスタリカバリ

物理的に離れた場所にあるクラスタの管理者は、予期できないイベントによって、ある地
域内のクラスタが使えなくなった場合に、ある場所から別の場所へアプリケーションを移
動するためのポリシーを設定することができます。ディザスタリカバリには、ハートビートと
レプリケーションが必要です。

（Disaster Recovery）

ディスクアレイ（disk
array）

1 つのオブジェクト内に配置されたディスクの論理的集合。アレイ化すると、冗長性が高
まり、処理効率が向上するなどの利点があります。

ノード（Node）

アプリケーションとサービスグループが存在している物理的なホストまたはシステムです。
VCS によってシステムがリンクされている場合、それらのシステムはクラスタ内のノードに
なります。

フェールオーバー

フェールオーバーは、サービスグループに障害が発生したときに、別のシステムでサー
ビスグループをオンラインにするために行われます。

（Failover）
ミラー化（mirroring）

同じデータの複数の複製を別々のボリュームに保存する、ストレージの冗長性の形式で
す。（各複製はミラーと呼ばれます。）「RAID レベル 1」も参照してください。

リソースタイプ（Resource クラスタ内の各リソースは重複のない名前で識別され、各自のタイプによって分類されま
Types）

す。VCS には、ストレージ、ネットワークおよびアプリケーションサービス用の事前定義さ
れた一連のリソースタイプが含まれています。

リソースの依存関係

リソース間の依存関係は、2 つのリソース名の間に「requires」というキーワードを入れて

（Resource Dependency） 定義します。これは、親リソースをオンラインにする場合は、先に子リソースをオンラインに

する必要があることを示しています。反対に、子リソースをオフラインにするには、親リソー
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スを先にオフラインにする必要があります。また、子リソースに障害が発した場合は、子に
依存しているすべての親リソースに影響します。
リソース（resources）

連携してアプリケーションサービスをパブリックネットワークに提供する個々のコンポーネ
ントです。リソースとしては、ディスクグループやネットワークインターフェースカードなどの
物理コンポーネント、データベースサーバーや Web サーバーなどのソフトウェアコンポー
ネント、IP アドレスやマウントされたファイルシステムなどの設定コンポーネントがあります。

ルートブローカー（root

自己署名の証明書がある最初の認証ブローカーです。ルートブローカーには、有効なブ
ローカー名のみを保持する単一プライベートドメインがあります。

broker）
論理ボリューム（logical
volume）

ベーシックディスクの拡張パーティションに存在し、拡張パーティション内の領域に限定
されるシンプルボリュームです。論理ボリュームはフォーマットしてドライブ文字を割り当
て、論理ドライブに分割できます。
「LUN」も参照してください

認証ブローカー

ルートブローカーの 1 つ下のレベルで中間の登録認証局として機能する Veritas Security

（Authentication Broker） Services コンポーネントです。認証ブローカーは、ユーザー、サービスなどのクライアン

トの認証を行い、Veritas 信用証明の一部となる証明書を与えます。しかし、認証ブロー
カーは、他のブローカーの認証は行えません。これは、ルートブローカーが行う必要があ
ります。
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