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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 のコンポーネントについて

■

SF Oracle RAC の任意で追加可能な機能について

■

Cluster Manager（Java コンソール）について

■

Veritas Operations Manager について

■

Symantec Operations Readiness Tools

■

SF Oracle RAC クラスタの設定モデル

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。
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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。
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。これらのテクノロジは、OCR と投票ディスクを
配置するための堅牢な共有ブロックインターフェースを提供します。SF Oracle RAC
がない場合、OCR および投票ディスク用として個別に LUN を設定する必要がありま
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。

■

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。
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■

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 のコンポーネントについて
表 1-1 は SF Oracle RAC のコンポーネントの一覧です。
表 1-1

SF Oracle RAC のコンポーネント

コンポーネント

説明

Cluster Volume Manager

CVM（Cluster Volume Manager）は、VxVM（Veritas
Volume Manager）のテクノロジに基づいた共有ボリューム
への同時アクセスを可能にします。
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コンポーネント

説明

Cluster File System

CFS（Cluster File System）は、VxFS（Veritas File System）
のテクノロジに基づいた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。

Veritas Cluster Server

VCS（Veritas Cluster Server）は、クラスタ環境で 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。

Veritas I/O フェンシング

Veritas I/O フェンシングは、クラスタ内のノードが一時的に
スプリットブレイン状態にあるネットワーククラスタメンバーシッ
プの変更を検出するとき、SCSI-3 Persistent Group
Reservations を使用して共有ディスク上のデータを保護し
ます。

Oracle Disk Manager

ODM（Oracle Disk Manager）はディスクとファイルの管理
インターフェースであり、ディスク I/O パフォーマンスの向上
を目的として Oracle から提供されています。ODM により、
Oracle でディスク領域の割り当てと解放、表領域の管理、
ディスクブロックの直接読み書きを行うことができます。SF
Oracle RAC ではカスタムドライバを使って、アプリケーショ
ンで ODM を使えるようにし、ファイルシステムのパフォーマ
ンス強化とファイル管理の容易化を図っています。

RAC Extensions

RAC Extensions は、クラスタメンバーシップを管理します。

各コンポーネントとアーキテクチャの概要を詳しく理解するには、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC の任意で追加可能な機能について
SF Oracle RAC クラスタ内では、次のの任意で追加可能な機能を設定できます。
■

VCS の通知
p.27 の 「VCS 通知について」 を参照してください。

■

キャンパスクラスタ
p.27 の 「キャンパスクラスタについて」 を参照してください。

■

グローバルクラスタ
p.27 の 「グローバルクラスタについて」 を参照してください。

■

Storage Foundation Database 管理ツール
p.27 の 「SF Oracle RAC を使用したデータベース管理について」 を参照してくださ
い。

■

Veritas Volume Replicator
p.27 の 「Veritas Volume Replicator について」 を参照してください。
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メモ: I/O フェンシングは SF Oracle RAC のインストールに必須です。他の機能はすべて
省略可能で、ビジネスのニーズに合わせて設定できます。

VCS 通知について
VCS では、SNMP（Simple Network Management Protocol）およびSMTP（Simple
Mail Transfer Protocol）の両方で通知を設定できます。これらの通知のうち、少なくとも
1 つを設定することをお勧めします。次のオプションが選択できます。
■

VCS Notifier コンポーネントを使用して VCS イベントの SNMP トラップ通知を設定
する

■

VCS Notifier コンポーネントを使用して VCS イベントの SMTP 電子メール通知を設
定する。

『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

キャンパスクラスタについて
キャンパスクラスタでは、別のデータセンターに代替ノードが配置されます。キャンパスク
ラスタは、ノード間のネットワークアクセスを保証する高速ケーブルを使って接続されます。
キャンパスクラスタを設定することにより、単一の SF Oracle RAC クラスタで、ローカルの
範囲内の高可用性と障害回復機能を実現します。この設定では、データミラー化を使っ
て、異なるサイトにデータを複製します。
SF Oracle RAC は、Veritas Volume Manager（VxVM）を使ってサイトにわたってミラー
化を行う共有ディスクグループを活用するキャンパスクラスタをサポートしています。

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

Veritas Volume Replicator について
VVR（Veritas Volume Replicator）は、標準的な IP ネットワークを介してリモートサイト
にデータをレプリケートするグローバルクラスタの障害回復環境で使われるソフトウェア
ベースのレプリケーション技術です。最大 32 個のリモートサイトを設定できます。

SF Oracle RAC を使用したデータベース管理について
Storage Foundation for Databases（SFDB）のデータベース管理機能を活用すると、ス
トレージ管理を単純化し、データベースのパフォーマンスを改善できます。
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サポートされている機能については、『Veritas Storage Foundation: Storage and
Availability Management for Oracle Databases』ガイドを参照してください。

Cluster Manager（Java コンソール）について
Cluster Manager（Java コンソール）には、クラスタを管理するための機能が備わってい
ます。Java コンソールの様々な表示画面を使って、クラスタと、サービスグループ、システ
ム、リソースおよびリソースタイプなどの VCS オブジェクトを監視します。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 管理者ガイド』を参照してください。
コンソールは http://go.symantec.com/vcsm_download からダウンロードできます。

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。
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。
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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

SF Oracle RAC クラスタの設定モデル
SF Oracle RAC は様々なクラスタ設定をサポートします。
ビジネスのニーズに応じて、次の設定モデルから選択できます。
■

基本的な設定
p.29 の 「標準的な 4 ノードの SF Oracle RAC クラスタの設定」 を参照してください。

■

セキュア設定
p.31 の 「セキュアモードでの SF Oracle RAC クラスタの標準的な設定」 を参照して
ください。

■

集中管理設定
p.32 の 「VOM で管理された SF Oracle RAC クラスタの標準的な設定」 を参照して
ください。

■

キャンパスクラスタ設定
p.33 の 「ディザスタリカバリ用の SF Oracle RAC キャンパスクラスタの標準的な設定」
を参照してください。

■

グローバルクラスタ設定
p.35 の 「ディザスタリカバリ用の SF Oracle RAC グローバルクラスタの標準的な設
定」 を参照してください。

標準的な 4 ノードの SF Oracle RAC クラスタの設定
図 1-1 は、4 ノードクラスタでの基本的な SF Oracle RAC 構成の概略図です。
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図 1-1

4 ノード SF Oracle RAC クラスタの例

パブリック
ネットワーク

クライアント

プライベートネットワーク
相互接続リンクごとの独立したハブ
またはスイッチ

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

基本トポロジーのレイアウトと特性は次のとおりです。
■

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。
■

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
クリンクに接続されるノード。
たとえば、リンクの一方の端で eth1 を使う場合は、他方の端でも eth1 を使うことをお
勧めします。

■

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
と投票ディスク。クラスタファイルシステム、RAW VxVM ボリュームを使用して作成し
た ASM ディスクグループを、Oracle Cluster Registry および投票ディスクの共有ス
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として使われる 3 つ以上の奇数のディス
クまたは LUN。

■

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。

セキュアモードでの SF Oracle RAC クラスタの標準的な設定
SF Oracle RAC のセキュアモードを有効にすれば、システム間のすべての通信の暗号
化およびユーザーに対するセキュリティ信用証明の検証が保証されます。
図 1-2 は、セキュアモードでの SF Oracle RAC クラスタの標準的な設定を示しています。
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セキュアモードでの SF Oracle RAC クラスタの標準的な設定

図 1-2
複数のクラスタ
クラスタ 1

クラスタ 2

各ノードはルートであり、認証ブロ
ーカーとして機能する

各ノードはルートであり、認証ブロ
ーカーとして機能する

単一のクラスタ
ノー
ド1

ノー
ド2

ノー
ド3

各ノードはルートであり、認証ブローカーとして機能する

VOM で管理された SF Oracle RAC クラスタの標準的な設定
Veritas Operations Manager（VOM）には、Veritas Storage Foundation and High
Availability 製品用の集中型管理コンソールが用意されています。
p.28 の 「Veritas Operations Manager について」 を参照してください。
図 1-3 は、Veritas Operations Manager を使って集中的に管理される SF Oracle RAC
クラスタの、標準的な設定を示しています。
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VOM で管理されたクラスタの標準的な設定

図 1-3

VOM Central Server Symantec Product
Authentication Service

1

2

ディザスタリカバリ用の SF Oracle RAC キャンパスクラスタの標準的な設
定
キャンパスクラスタを設定することにより、単一の SF Oracle RAC クラスタで、ローカルの
範囲内の高可用性とディザスタリカバリ機能を実現します。この設定では、データミラー
化を使って、異なるサイトにデータを複製します。ホストまたはアレイレプリケーションはこ
のプロセスには含まれていません。SF Oracle RAC は、CVM（Cluster Volume Manager）
でミラー化される共有ディスクグループを採用するキャンパスクラスタをサポートしていま
す。
SF Oracle RAC キャンパスクラスタは、キャンパスクラスタ設定で次の基本的な課題に対
処します。
遅延の課題

SF Oracle RAC キャンパスクラスタは、ミラーを同期させた状態
を継続しながら、データおよび VxVM メタデータでの障害発生
に際して効率的なリカバリを実現します。

読み取りの処理効率

読み取りの処理効率は、データをローカルミラーから読み取るこ
とで強化されています。

サイトの認識

SF Oracle RAC では、サイトの一部がダウン状態になっても、サ
イトのすべてのミラーがプロアクティブに切断されることを確認し
ます。

メモ: DiskGroupSnap エージェントは SF Oracle RAC ではサポートされていません。
図 1-4 では、基本的なキャンパスクラスタ設定について説明しています。
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4 ノードの SFRAC
キャンパスクラスタの物理的な設定
基本的なキャンパスクラスタ設定

図 1-4
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詳しくは、「ディザスタリカバリ用のキャンパスクラスタの設定」を参照してください。
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ディザスタリカバリ用の SF Oracle RAC グローバルクラスタの標準的な
設定
SF Oracle RAC では、VCS のグローバルクラスタ機能を利用して、広範囲な地域に渡る
ビジネス向け高可用性およびディザスタリカバリ（HA/DR）を実現できます。グローバルク
ラスタは、洪水、ハリケーン、地震といった大規模な災害が原因の機能停止に対する保
護機能を備えています。これらの災害によって、クラスタ全体が影響を受ける可能性があ
ります。グローバルクラスタ化を行うと、かなり離れた場所にあるクラスタ間でもアプリケー
ションが移行されます。
ハードウェアまたはソフトウェアベースのレプリケーションテクノロジを使って HA/DR を設
定できます。
グローバルクラスタ

図 1-5
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グローバルクラスタがどのように機能するかを理解するには、グローバルクラスタを使って
設定される Oracle RAC データベースの例を調べます。Oracle RAC は、クラスタ A とク
ラスタ B にインストールされ、設定されています。Oracle データベースは各クラスタ内の
共有ディスクにあり、クラスタ間で複製されてデータの同時性を確保します。Oracle の
VCS サービスグループはクラスタ A のノード上でオンラインになっており、クラスタ A およ
びクラスタ B でフェールオーバーするように設定されています。
VCS は、継続的に監視を行い、クラスタ間でイベントを伝達します。クラスタ A が失敗す
ると、Oracle データベースはリモートクラスタ B で起動されます。
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メモ: グローバルクラスタを設定するには SF Oracle RAC HA/DR ライセンスが必要です。
レプリケーションに VVR を使う場合、VVR のライセンスも必要です。最初に基本的なクラ
スタを設定し、後で HA/DR と VVR のライセンスを追加してもかまいません。または、SF
Oracle RAC のインストール中にライセンスを追加してもかまいません。
サポートされているレプリケーション技術について詳しくは、以下を参照してください。
p.44 の 「グローバルクラスタでサポート対象のレプリケーションテクノロジ」 を参照してく
ださい。

2
システム必要条件
この章では以下の項目について説明しています。
■

重要なプリインストール情報

■

ハードウェア必要条件

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

I/O フェンシングの必要条件

■

サポート対象データベースソフトウェア

■

グローバルクラスタでサポート対象のレプリケーションテクノロジ

■

製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出

重要なプリインストール情報
SF Oracle RAC をインストールする前に、次の情報を確認してください。
■

サポート対象のハードウェアについてのハードウェア互換性リスト:
http://www.symantec.com/docs/TECH170013

■

Oracle データベースバージョンのサポートの最新情報:
http://www.symantec.com/docs/TECH44807

■

リリース、インストール上の注意、既知の問題と解決された問題に関する一般的な情
報:
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート』を参照してください。

■

お使いの Oracle バージョンに関する追加の必要条件についての Oracle のマニュ
アル
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ハードウェア必要条件
計画した設定の種類に応じて、必要なハードウェアの必要条件を満たしていることを確認
します。
基本クラスタの場合

p.38 の 表 2-1 を参照してください。

キャンパスクラスタの場合

p.39 の 表 2-2 を参照してください。

表 2-1
項目

基本クラスタのハードウェア必要条件
説明

SF Oracle RAC シス 2 つ以上の CPU を搭載する 2 から 16 台のシステム。
テム
Oracle の追加の必要条件について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照
してください。
DVD ドライブ

クラスタ内のノードの 1 つに DVD ドライブが必要です。

ディスク

SF Oracle RAC では、すべての共有ストレージディスクで SCSI-3 Persistent
Reservations（PR）がサポートされている必要があります。

メモ: コーディネータディスクはデータを保存しません。領域を無駄にしない
よう、ディスクアレイ上の可能な限り最小の LUN としてディスクを設定してく
ださい。
ディスク領域

製品インストールプログラムを実行することで、システムで利用可能なディス
ク容量を確認できます。製品ディスク上の製品ディレクトリに移動し、次のコ
マンドを実行します。
# ./installsfrac -precheck node_name
Veritas の Web ベースのインストールプログラムを使って、使用可能なディ
スク領域を判別することもできます。
Oracle に必要な追加の領域について詳しくは、Oracle のマニュアルを参
照してください。

RAM

各 SF Oracle RAC システムには、少なくとも 2 GB が必要です。
Oracle RAC 必要条件については、Oracle Metalink ドキュメント: 169706.1
を参照してください。

スワップ領域

Oracle Metalink ドキュメント: 169706.1 を参照してください
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項目

説明

ネットワーク

2 つ以上のプライベートリンクと 1 つのパブリックリンク。
リンクは、100BaseT またはギガビットイーサネットで、各ノード間を直接リン
クする必要があります。これにより、直接システム間通信を処理するプライ
ベートネットワークを形成します。これらのリンクは同じ種類にする必要があ
ります。100BaseT とギガビットを併用することはできません。
シマンテック社では、プライベートリンクにエンタープライズクラスのスイッチ
を使うギガビットイーサネットを推奨します。
Oracle では、すべてのノードが同じサブネットからの IP アドレスを使う必要
があります。

ファイバーチャネル 共有データディスク用に、システムごと少なくとももう 1 つの SCSI またはファ
または SCSI ホストバ イバーチャネルのホストバスアダプタが必要です。
スアダプタ

表 2-2 は、基本クラスタの必要条件と、キャンパスクラスタのハードウェア必要条件を一覧
にした表です。
キャンパスクラスタのハードウェア必要条件

表 2-2
項目

説明

ストレージ

■

ネットワーク

■

I/O フェンシ
ング

I/O フェンシングでは、3 番目のサイトに 3 番目のコーディネータポイントを配置す
る必要があります。DWDM を 3 番目のサイトに延長することも、3 番目のサイトの
iSCSI LUN を 3 番目のコーディネーションポイントとして使うこともできます。また
は、Coordination Point Server を 3 番目のリモートサイトにアービトレーションポ
イントとして配備できます。

（サイトの各ホストが接続する）ストレージスイッチは、すべてのサイトでストレー
ジアレイにアクセスできる必要があります。
■ ボリュームは、少なくとも 2 つのサイトから割り当てられたストレージにミラー化さ
れる必要があります。
■ サイト間のストレージリンクには DWDM リンクをお勧めします。
DWDM は物理層で動作し、マルチプレクサデバイスとデマルチプレクサデバ
イスが必要です。
■ ストレージとネットワークでは、各ノードと各ストレージアレイの間で冗長ループ
アクセスを実現し、リンクが単一障害点になるのを防ぐ必要があります。
Oracle では、すべてのノードが同じサブネットからの IP アドレスを使う必要が
あります。
■ シマンテック社では、LLT ハートビート用に、各ホストに 2 つのネットワークイン
ターフェースカード（NIC）を準備することを推奨します。
■ シマンテック社では、ストレージと LLT プライベートネットワークに一般的なサイ
ト間物理インフラを推奨します。
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サポート対象のオペレーティングシステム
サポート対象のオペレーティングシステムについて詳しくは、Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC のリリースノートを参照してください。

I/O フェンシングの必要条件
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のどちらの設定を計
画しているかに応じて、コーディネーションポイントの必要条件を満たしていることを確認
してください。
■

コーディネータディスク
p.40 の 「I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバー
p.41 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件
I/O フェンシングのコーディネータディスクが次の必要条件を満たすことを確認します。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、3 つのコーディネータディスクが必要で
す。

■

コーディネータディスクは RAW デバイス、DMP デバイス、iSCSI デバイスのいずれ
かです。

■

各コーディネータディスクは物理的に個別のディスクまたは LUN を使う必要がありま
す。
コーディネータディスクには、最小の LUN を使うことをお勧めします。

■

各コーディネータディスクは、異なるディスクアレイに配置してください（可能な場合）。

■

コーディネータディスクは、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしている必要
があります。

■

コーディネータディスクは、ハードウェア単位でミラー化することをお勧めします。

■

コーディネータディスクはデータを格納するために使ったり、ユーザーデータを格納
するディスクグループに含めたりしないでください。

■

アレイベンダーが使う特殊なデバイスをコーディネータディスクとして使うことはできま
せん。たとえば、EMC のゲートキーパーデバイスをコーディネータディスクとしては使
えません。
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CP サーバーの必要条件
SF Oracle RAC 6.0 クラスタ（アプリケーションクラスタ）では、次の VCS および SFHA バー
ジョンでホストされる CP サーバー（コーディネーションポイントサーバー）がサポートされ
ます。
■

VCS 6.0、5.1SP1、5.1 のシングルノードクラスタ
CP サーバーをホストする、VCS 5.1 SP1 RP1 または VCS 6.0 とそれ以降のシングル
ノード VCS クラスタは LLT と GAB が設定されている必要がありません。

■

SFHA 6.0、5.1SP1、5.1 クラスタ

警告: VCS または SFHA 6.0 を使うために 5.1 のCP サーバーノードをアップグレードす
るには、この CP サーバーを使うすべてのアプリケーションクラスタをバージョン 6.0 にアッ
プグレードする必要があります。バージョン 5.1 のアプリケーションクラスタは、VCS、SFHA
5.1 SP1 またはそれ以降を実行している CP サーバーと通信できません。
CP サーバーをホストする VCS/SFHA クラスタの基本ハードウェア必要条件を満たしてい
ることを確認してください。
『Veritas Cluster Server インストールガイド』または『Veritas Storage Foundation High
Availability インストールガイド』を参照してください。
メモ: シマンテック社では、フェンシングに少なくとも 3 つのコーディネーションポイントを
設定することを推奨しますが、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設定もサポートされます。このように CP サーバーが 1 つ
のフェンシング設定では、そのコーディネーションポイントが、SFHA クラスタでホストされ
る高可用性 CP サーバーである必要があります。
CP サーバーをインストールして構成する前に、この項で説明する次の CP サーバー必要
条件を満たしていることも確認してください。
■

ハードウェアの必要条件

■

オペレーティングシステムの必要条件

■

ネットワークの必要条件（および推奨事項）

■

セキュリティの必要条件

表 2-3 に、CP サーバーをホストするための追加の必要条件を示します。
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表 2-3

CP サーバーのハードウェアの必要条件

必要なハードウェア

説明

ディスク領域

VCS クラスタまたは SFHA クラスタで CP サーバーをホストするに
は、各ホストに次のファイルシステム領域が必要です。
/opt ディレクトリに 550 MB（さらに、言語パッケージに追加の
15 MB が必要）
■ /usr に 300 MB
■

■

/var に 20 MB

■

/etc に 10 MB（CP サーバーデータベース用）

ストレージ

CP サーバーが SFHA クラスタでホストされるとき、CP サーバー
間に共有ストレージが存在する必要があります。

RAM

各 CP サーバーに少なくとも 512 MB が必要です。

ネットワーク

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）間の TCP/IP 接続を提供できるネットワークハードウェア。

表 2-4 に、CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョンを示しま
す。アプリケーションクラスタでは、これらのオペレーティングシステムを実行している CP
サーバーを使うことができます。
表 2-4
CP サーバー

CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョン
オペレーティングシステムとバージョン

VCS シングルノードクラスタまた CP サーバーでは、次のオペレーティングシステムがサポートされ
は SFHA クラスタでホストされる ます。
CP サーバー
■ AIX 6.1 および 7.1
■

HP-UX 11i v3

■

Linux:
■ RHEL 5

■

■

RHEL 6

■

SLES 10

■

SLES 11

Solaris 10

サポートされるオペレーティングシステムのレベルやサポートされ
るオペレーティングシステムのアーキテクチャなど、その他の詳細
も確認してください。
そのプラットフォームの『Veritas Cluster Server リリースノート』
または『Veritas Storage Foundation High Availability リリー
スノート』を参照してください。
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以下は CP サーバーのネットワークの必要条件と推奨事項です。
■

アプリケーションクラスタから CP のサーバーへのネットワークアクセスの高可用性と冗
長性が実現されるようにすることをお勧めします。ネットワーク接続には安全な LAN
または VPN が必要です。

■

CP サーバーは、これらのネットワークパス上のアプリケーションクラスタとの接続と通
信のために TCP/IP プロトコルを使います。CP サーバーは TCP ポート 14250 を使っ
てアプリケーションクラスタからのメッセージの応答を準備します。これは CP サーバー
の設定中に変更できるデフォルトのポートです。
CP サーバーにアクセスするために複数のネットワークパスを設定することをお勧めし
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 サーバーでは、アプリケーションクラスタとの通信時にインターネットプロトコルバー
ジョン 4 またはバージョン 6（IPv4 または IPv6 のアドレス）がサポートされます。CP
サーバーが IPv6 仮想 IP アドレスを使うように設定されている場合は、CP サーバー
がホストされている IPv6 ネットワークにもアプリケーションクラスタが必要です。

■

CP サーバーを特定のネットワーク設定内に配置するときは、各種アプリケーションク
ラスタノードから CP サーバーへのホップ数を考慮に入れる必要があります。ベストプ
ラクティスとして、各種アプリケーションクラスタノードから CP サーバーへのホップ数と
ネットワーク遅延を等しくすることをお勧めします。これにより、結果として I/O フェンシ
ングのシナリオになるイベントが発生した場合に、競争にノード間のホップの数による
バイアスがないことが保証されます。

SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー間の安全な通信を実
現するため、次のサポートマトリックスを確認してください。
セキュアモードの CP
サーバー

非セキュアモードの CP
サーバー

はい

はい

非セキュアモードの SF Oracle RAC クラスタ はい

はい

セキュアモードの CP サーバークラスタ

はい

いいえ

非セキュアモードの CP サーバークラスタ

いいえ

はい

セキュアモードの SF Oracle RAC クラスタ

SF Oracle RAC クラスタ と CP サーバー間の安全な通信のために、次の必要条件と提案
事項を考慮してください。
■

安全な通信環境では、アプリケーションクラスタで使われるすべての CP サーバーは
セキュリティを有効に設定する必要があります。アプリケーションクラスタが使用する
CP サーバーのうち、一部はセキュリティが有効になった状態で実行され、その他はセ
キュリティが無効になった状態で実行されるという構成は、サポートされていません。
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■

CP サーバーとアプリケーションクラスタが非セキュアモードで通信する場合、Symantec
Product Authentication Service を設定する必要はありません。非セキュアモード
では、アプリケーションクラスタユーザーとしての認証は引き続き CP サーバーによっ
て提供されます。実行される認証は、権限があるユーザーが CP サーバーでのユー
ザー権限に応じて適切な操作を実行できることのみを保証します。

アプリケーションクラスタと CP サーバー間の安全な通信の確立については、『Veritas
Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

サポート対象データベースソフトウェア
メモ: SF Oracle RAC は 64 ビット Oracle のみをサポートします。
次のデータベースバージョンがサポート対象です。
■

Oracle RAC 11g リリース 2
メモ: SLES 10 SP4 を実行している場合は、Oracle パッチ 12311357 をインストール
します。

サポートされている Oracle データベースのバージョンに関する最新情報については、次
のテクニカルサポートの TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH44807
マイナーなデータベースバージョンのサポートも、前述のテクニカルサポートの TechNote
で文書化されます。
また、各リリースの Oracle で必要となる可能性があるパッチについて詳しくは、Oracle の
マニュアルを参照してください。

グローバルクラスタでサポート対象のレプリケーションテ
クノロジ
SF Oracle RAC はで、グローバルクラスタ設定で、次のハードウェアベースのレプリケー
ションテクノロジとソフトウェアベースのレプリケーションテクノロジをサポートしています。
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ハードウェアベースのレプリケーショ ■ EMC SRDF
ン
■ Hitachi TrueCopy

ソフトウェアベースのレプリケーショ
ン

■

IBM Metro Mirror

■

IBM SVC（SAN Volume Controller）

■

EMC MirrorView

■

Veritas Volume Replicator

■

Oracle Data Guard

製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出
インストールした Veritas 製品と各種必要条件に関する情報を確認するには、いくつもの
方法があります。
既存の製品のバージョンについては、インストールの前後で installer コマンドを
-version オプションとともに使って調べることができます。現在のバージョンの製品をイ
ンストールした後は、/opt/VRTS/install ディレクトリの showversion スクリプトを使って
バージョン情報を見つけることができます。
version オプションまたは showversion スクリプトがシステムで検出する情報には、以

下が含まれます。
■

リリースされているすべての Storage Foundation and High Availability Suite 製
品のインストール済みバージョン

■

必要なRPMsまたはパッチ（該当する場合）で見つからないもの

■

インストール済み製品に対して SORT（Symantec Operations Readiness Tools）か
ら使用できる更新（パッチやホットフィックスを含む）

バージョンチェックを実行するには

1

メディアをマウントします。

2

-version オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -version system1 system2

45

46

第 2 章 システム必要条件
製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出

3
SF Oracle RAC のインストー
ル計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

ネットワーク設定の計画

■

ストレージの計画

■

ボリュームレイアウトの計画

■

ファイルシステム設計の計画

■

I/O フェンシング設定の計画について

■

クラスタ管理の計画

■

ディザスタリカバリの計画

ネットワーク設定の計画
耐障害性に優れたネットワークセットアップを行うために、次の方法をお勧めします。
■

複数の専用ギガビットイーサネットリンク上でプライベートクラスタ相互接続を設定しま
す。ネットワークインターフェースカード（NIC）、スイッチ、相互接続などの単一障害点
をすべて取り除く必要があります。

■

プライベートクラスタ相互接続に使われる NIC は、すべてのノードで速度、MTU、全
二重に関して同じ特性を備えている必要があります。NIC とスイッチポートが速度を
自動的にネゴシエートできないようにします。

■

プライベートクラスタ相互接続に対してルーティング不能な IP アドレスを設定します。

■

LLT のピア無効タイムアウトのデフォルト値は 16 秒です。キャンパスクラスタの設定
の場合、値はサービス可用性の必要条件とクラスタノード間の伝播遅延に基づいて
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設定する必要があります。LLT のピア無効タイムアウト値は、あるノードの SF Oracle
RAC が、他のノードからのネットワーク通信（ハートビート）がない場合に、クラスタ停
止状態にある該当のノードを宣言した後からの間隔を示します。
SF Oracle RAC が 600 秒の場合の CSS miss-count のデフォルト値です。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 Clusterware（VCS Clusterware と
Oracle Clusterware）が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
しないように、このパラメータの値は LLT のピア無効タイムアウトよりも大幅に高くなる
ようにします。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 が続きます。CSS miss-count 値は、相互接続
での応答に失敗した場合に、もう 1 つのノードをクラスタから退去させるまで Oracle
Clusterware が待機する時間を示します。
詳しくは、Oracle Metalink ドキュメント: 782148.1 を参照してください。

Oracle RAC 用のパブリックネットワーク設定の計画
クラスタのノードごとに別々のパブリック仮想 IP アドレスを指定します。Oracle では、各
ノードの Oracle リスナーのプロセスにパブリック仮想 IP アドレスを 1 つ必要とします。パ
ブリック仮想 IP アドレスは、クライアントアプリケーションを Oracle データベースに接続す
るために使われ、TCP/IP タイムアウト遅延を緩和するために役立ちます。
さらに、3 つの IP アドレスを解決するエンタープライズ DNS に、単一クライアントアクセス
名（SCAN）が登録されている必要があります。
仮想 IP アドレスは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure によって管理されます。

Oracle RAC 用のプライベートネットワーク設定の計画
Oracle RAC では、Oracle Clusterware ハートビート用に少なくとも 1 つのプライベート
IP アドレスが各ノードに必要です。
データベース Cache Fusion トラフィックに、必ず UDP IPC を使います。Oracle UDP IPC
プロトコルには IP アドレスが必要です。配備のニーズに応じて、この IP アドレスは専用
IP アドレスまたは Oracle Clusterware と共有される IP アドレスになります。
メモ: 同じ物理ネットワーク上にあるすべてのノードのプライベート IP アドレスが、同じ IP
サブネットにある必要があります。
次の方法により、耐障害性に優れたプライベートネットワークの設定を行えます。
■

データ破損を防ぐために LLT リンク経由の Oracle Clusterware 相互接続を設定し
ます。
SF Oracle RAC クラスタでは、Oracle Clusterware ハートビートリンクを 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
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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 1 つのノードセットを終了し、Oracle Clusterware およびデータベース回
復を開始します。このような未調整の回復はデータの破損を引き起こす場合がありま
す。
■

Oracle Clusterware 相互接続を NIC 障害やリンク障害から保護する必要がありま
す。複数のリンクが利用可能である場合は、PrivNIC または MultiPrivNIC エージェ
ントを使って NIC 障害やリンク障害から保護できます。結合された NIC という形のリン
ク集約ソリューションが実装されている場合でも、PrivNIC または MultiPrivNIC エー
ジェントを使って利用可能な代替リンクにフェールオーバーすることによって、集約リ
ンクの障害に対する保護を強化できます。これらの代替リンクは、単純な NIC インター
フェースであっても、結合された NIC であっても構いません。
もう 1 つのオプションは、結合された NIC インターフェース経由の Oracle Clusterware
相互接続を設定することです。
p.49 の 「Oracle RAC プライベートネットワークのための高可用性ソリューション」 を
参照してください。

■

Oracle Cache Fusion トラフィックがプライベートネットワークを介して行われるように
設定します。また、すべての UDP Cache Fusion リンクが LLT リンクであることを推奨
します。
メモ: PrivNIC および MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 ではサ
ポートされていません。詳しくは、
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH145261
を参照してください。
Oracle データベースクライアントは、データベースサービスにパブリックネットワークを
使用します。ノードまたはネットワークに障害が発生すると、クライアントは既存の接続
と新しい接続の両方を、接続可能なクラスタ内の障害が発生していないノードにフェー
ルオーバーします。クライアントのフェールオーバーは、Oracle Fast Application
Notification、VIP フェールオーバー、クライアント接続 TCP タイムアウトの結果とし
て発生します。Oracle Cache Fusion トラフィックをパブリックネットワーク経由で送信
しないことを強くお勧めします。

■

パブリックリンクに障害が発生した場合に Oracle が仮想 IP アドレスをフェールオー
バーできるように、NIC 結合を使ってパブリックネットワークに冗長性を確保します。

Oracle RAC プライベートネットワークのための高可用性ソリュー
ション
表 3-1 は、プライベートネットワークのために採用できる高可用性ソリューションの一覧で
す。
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表 3-1

Oracle RAC プライベートネットワークのための高可用性ソリューショ
ン

オプション

説明

Oracle Clusterware
にリンク集約/NIC 結
合を使う

NIC エラーの場合に冗長性を提供するために、ネーティブの NIC 結合ソ
リューションを使います。
集約リンクまたは NIC 結合を使って設定されたリンクが単体の LLT リンク
として設定されていないことを確認してください。
LLT が結合インターフェースに基づいて設定されているときは、次の手順
のいずれかを使って GAB が JEOPARDY メンバーシップを報告しないよ
うに設定してください。
■

結合された NIC のほかに、LLT に基づく NIC を追加します。

■

/etc/llttab ファイルに次の行を追加します。
set-dbg-minlinks 2

PrivNIC/MultiPrivNIC メモ: PrivNIC および MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2
エージェントを使う
ではサポートされていません。詳しくは、
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH145261
を参照してください。
オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使えないときは、
PrivNIC エージェントを使用して、複数のネットワークインターフェースを
使って高可用性を実現できます。
オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使えないときは、
MultiPrivNIC エージェントを使用して、複数のネットワークインターフェー
スを使って高可用性と帯域幅の拡大を実現できます。
PrivNIC/MultiPrivNIC を配備するための配備シナリオについて詳しく
は、このマニュアルの付録「SF Oracle RAC の配備シナリオ」を参照してく
ださい。

ストレージの計画
SF Oracle RAC には、共有ストレージに関する次のオプションがあります。
■

CVM
CVM には、独自の命名とエンクロージャに基づく命名（EBN）があります。
ストレージを管理しやすくするために、エンクロージャに基づく命名を使用します。エ
ンクロージャに基づく命名を使用すると、LUN のオペレーティングシステム名に関係
なく、すべてのノードで共有 LUN に同じ名前が付けられます。

■

CFS
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■

CVM 上の Oracle ASM

次の推奨事項に従うことで、ストレージのパフォーマンスと可用性を向上させることができ
ます。
■

アレイの障害に対する保護を確実にするためには、可能な場合、複数のストレージア
レイを使います。推奨される最小の設定は、ホストごとに 2 つの HBA と、2 つのスイッ
チです。

■

処理効率および高可用性の必要条件を念頭において、ストレージレイアウトを設計し
てください。ストライプやミラーなどのテクノロジを活用します。

■

I/O の処理効率を最適化するには、適切なストライプの幅と深度を使います。

■

SCSI-3 Persistent Reservation（PR）準拠のストレージを使います。

■

HBA/スイッチの組み合わせによってディスクへのアクセスパスを複数提供して、スト
レージリンク障害に対する高可用性を確保し、負荷分散を実現します。

SF Oracle RAC 用のストレージ計画
表 3-2 に、SF Oracle RAC に必要なストレージの種類を一覧で示します。
表 3-2

SF Oracle RAC に必要なストレージの種類

SF Oracle RAC ファイル

ストレージの種類

SF Oracle RAC バイナリ

ローカル

SF Oracle RAC フェンシング
コーディネータディスク

共有

SF Oracle RAC データベース 共有
ストレージ管理リポジトリ

Oracle RAC 用のストレージ計画
Oracle RAC に関するストレージのオプションとガイドラインを確認してください。
■

OCR と投票ディスクのストレージオプション
p.52 の 「OCR と投票ディスク用のストレージの計画」 を参照してください。

■

Oracle RAC インストールディレクトリ（Oracle RAC のバージョンによって
ORACLE_BASE、CRS_HOME、GRID_HOME のいずれかと、ORACLE_HOME）の
ストレージオプション
p.53 の 「Oracle RAC のバイナリとデータファイルのストレージの計画」 を参照してく
ださい。
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OCR と投票ディスク用のストレージの計画
クラスタファイルシステム、または CVM RAW ボリュームを使って作成した ASM ディスク
グループに OCR と投票ディスクの情報を格納できます。
図 3-1 に、OCR と投票ディスクの情報を格納するためのオプションを示します。
OCR と投票ディスクのストレージオプション

図 3-1

オプション 2: CVM RAW ボリューム 上の OCR と
投票ディスク（2 方向のミラー化）

オプション 1: CFS 上の OCR と投票
ディスク（2 方向のミラー化）

ocrvol
votevol
（ディスク 1 とディスク 2 で CVM （ディスク 1 とディスク 2 で CVM
ボリュームをミラー化）
ボリュームをミラー化）

/ocrvote/vote

/ocrvote/ocr
ocrvotevol
（ディスク 1 とディスク 2 で CVM
ボリュームをミラー化）

ディスク 1
ディスク 2
ocrvotedg

ディスク 1
ディスク 2
ocrvotedg

■

クラスタファイルシステムに OCR と投票ディスクを格納する場合は（オプション 1）、
OCR と投票の情報用に 2 つの別々のファイルを CVM ミラーボリューム上の CFS マ
ウントに用意する必要があります。

■

CVM RAW ボリュームを使用する ASM ディスクグループに OCR と投票ディスクを格
納する場合は（オプション 2）、これらのボリュームに OCR と投票ディスクを構成する
ための CVM ミラーボリュームを 2 つ使用する必要があります。

オプション 1 とオプション 2 の場合:
■

インストーラは、OCR と投票ディスクのストレージを作成するごとに 640 MB の LUN
を 2 つ以上必要とします。
また、Oracle が推奨する OCR と投票ディスクに必要なディスク容量については、
Oracle' のマニュアルを参照してください。

■

Oracle Clusterware のインストール時には、［外部冗長性（External Redundancy）］
オプションを選択する必要があります。

第 3 章 SF Oracle RAC のインストール計画
ストレージの計画

メモ: OCR と投票ディスクのデフォルト切断ポリシー設定（global）は保持してください。
インストーラを使って OCR と投票ディスクのストレージを作成できます。この手順につい
ては、以降の「Oracle RAC のインストール」の章で説明しています。
メモ: レプリケートされるクラスタを設定する場合は、OCR と投票ディスクをレプリケートさ
れない共有ストレージに入れる必要があります。

Oracle RAC のバイナリとデータファイルのストレージの計画
高可用性の必要条件に基づいて、Oracle RAC バイナリをローカルストレージまたは共有
ストレージに格納できます。
メモ: シマンテック社では、クラスタ内の各ノードに対してローカルな Oracle Clusterware
と Oracle データベースのバイナリをインストールすることを推奨します。
インストールを計画する間、次の点を考慮します。
■

ローカルインストールでは、単一障害点に対する保護が向上し、ローリング方式で
Oracle RAC パッチを適用できます。

■

CFS 上にインストールする場合は、管理するノード数に関係なく、Oracle のインストー
ルは 1 回で済みます。このシナリオではストレージ必要条件を削減し、ノードを簡単
に追加できます。

表 3-3 に、Oracle RAC のバイナリとデータファイルのストレージの種類を一覧で示しま
す。
表 3-3

Oracle RAC のバイナリとデータファイルのストレージの種類

Oracle RAC ファイル

ストレージの種類

Oracle ベース

ローカル

Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のバイナリ

ローカル
Oracle Grid Infrastructure バイナリをローカルディスクに配置す
ると、クラスタのローリングアップグレードが可能になります。

Oracle データベースバイナ ローカル
リ
Oracle データベースのバイナリをローカルディスクに配置すると、ク
ラスタのローリングアップグレードが可能になります。
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Oracle RAC ファイル

ストレージの種類

データベースデータファイル 共有
管理しやすくするために、Raw デバイスまたは CVM Raw デバイス
ではなく CFS に Oracle データベースファイルを格納します。Oracle
データベースごとに別個のクラスタファイルシステムを作成します。
Oracle データベースのデータファイルを別個のマウントポイント上に
維持すると、メンテナンスの際に他のデータベースに影響を与えず
にデータベースをマウント解除できます。
Oracle データベースを ASM に格納する予定がある場合は、ASM
ディスクグループを CVM ボリューム上で設定して、動的マルチパス
の利点を活用します。
データベース回復データ
（アーカイブ、フラッシュ回
復）

共有
アーカイブログは、ローカルファイルシステムではなく、CFS に配置
します。

CVM 上の Oracle ASM の計画
Oracle ASM が提供するストレージサポートに関する次の情報を確認してください。
ASM のサポート対象

ASM では、データファイル、制御ファイル、OCR
（Oracle Cluster Registry）デバイス、投票ディ
スク、オンライン REDO ログとアーカイブログファ
イル、バックアップファイル用のストレージが提供
されます。

ASM のサポート対象外

ASM では、Oracle バイナリ、トレースファイル、
警告ログ、エクスポートファイル、tar ファイル、コ
アファイル、アプリケーションバイナリをサポート
していません。

次の方法により、高可用性を実現し、パフォーマンスを向上させることができます。
■

ASM ディスクグループの作成に、動的マルチパス機能を備えた CVM ミラーボリュー
ムを使用します。ASM ディスクグループの作成中に外部冗長性を選択してください。

■

ASM 用の CVM RAW ボリュームは、ASM のためにのみ使用する必要があります。
これらのボリュームをほかの目的（ファイルシステムの作成など）で使わないでくださ
い。ASM で使用する CVM RAW ボリューム上にファイルシステムを作成すると、デー
タが破損することがあります。

■

データベースが ASM で作成されるときに Veritas ODM ライブラリをリンクさせないで
ください。ODM は、Veritas File System に存在するデータファイル用のディスク管
理インターフェースです。
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■

少なくとも 2 つの Oracle ASM ディスクグループを使います。1 つ目のディスクグルー
プには、データファイル、1 組の REDO ログ、1 組の制御ファイルを格納します。2 つ
目のディスクグループには、フラッシュ回復領域、アーカイブログ、2 組目の REDO ロ
グと制御ファイルを格納します。
詳しくは、ASM のベストプラクティスに関する Oracle' のマニュアルを参照してくださ
い。

■

DMP メタノードを ASM ディスクグループを作成するための ASM ディスクとして設定
しないでください。DMP メタノードへのアクセスは、CVM を介して行われるように設定
する必要があります。

■

DMP をクラスタ内のほかのマルチパスソフトウェアと組み合わせないでください。

■

I/O フェンシング用に設定されたコーディネータディスクを ASM ディスクとして使わな
いでください。I/O フェンシングディスクは、データのインポートや使用には利用でき
ません。

■

特定の ASM ディスクグループに提供するボリュームは、同じ形状、速度、種類にして
ください。

ボリュームレイアウトの計画
次の推奨事項に従うことで、VxVM/CVM ボリュームのレイアウトを最適化できます。
■

VxVM ミラーを使用する場合は、ボリュームを 2 つ以上のストレージアレイにまたがっ
てミラー化します。Fast Mirror Resync リージョンサイズをデータベースブロックサイ
ズと等しくして、コピーオンライト（COW）のオーバーヘッドを削減します。リージョンサ
イズを小さくすると、キャッシュオブジェクトの割り当て量が増え、パフォーマンスのオー
バーヘッドが発生します。

■

配置ポリシーを設計するときは、Oracle 回復構造をデータベースファイルから分離し
て、高可用性を確実にします。

■

より高い処理効率のためには、REDO ログを分離し、最速のストレージ（たとえば、
RAID 1+0）に配置します。

■

Oracle ログボリュームのクローン作成には「サードミラーブレークオフ」スナップショッ
トを使用します。領域最適化（SO）スナップショット上に Oracle ログボリュームを作成
しないでください。

■

Oracle データボリュームに領域最適化（SO）スナップショットを使用する場合は、可能
な限り多くのキャッシュオブジェクト（CO）を作成します。

■

複数のキャッシュオブジェクトを作成する場合は、すべてのキャッシュオブジェクトで
均等に I/O 負荷を分散します。

■

共有ストレージへのアクセスを制御するには、SAN スイッチ上にゾーンを実装します。
物理ディスクは複数のサーバーまたはアプリケーションで共有されることがあるため、
偶発的なアクセスから保護する必要がある点に注意してください。
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■

ストレージネットワークトポロジーおよびアプリケーション I/O パターンに基づいて DMP
I/O ポリシーを選択します。

■

シンプロビジョニングを活用して、投資利益率（ROI）を高めます。

ファイルシステム設計の計画
次の推奨事項に従うことで、データベースのファイルシステム設計を最適化できます。
■

VxVM ミラー化を使用する場合は、パフォーマンスを高めるために ODM と CFS を使
用します。SmartSync を使った ODM では、Oracle Resilvering を使ったミラーボ
リュームの高速リカバリが有効になります。

■

Oracle バイナリ、データ、REDO ログ、およびアーカイブログのために別個のファイル
システムを作成します。これにより、データベースのデータファイルストレージで問題
が発生した場合、リカバリデータを使用できます。

■

アーカイブログは、ローカルファイルシステムではなく、必ず CFS ファイルシステムに
配置します。

I/O フェンシング設定の計画について
インストーラを使って SF Oracle RAC を設定した後に、データ整合性のためにクラスタの
I/O フェンシングを設定する必要があります。
ディスクベースの I/O フェンシングかサーバーベースの I/O フェンシングを設定できま
す。クラスタ化に VCS を使う複数のクラスタが企業環境にある合、シマンテック社ではサー
バーベースの I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントは、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として追加できます。シマンテック
社では、SFHA クラスタでホストされる 1 つの高可用性 CP サーバーを単一コーディネー
ションポイントとして使用するサーバーベースフェンシングもサポートしています。
警告: 単一コーディネーションポイント（CP サーバー）を使うサーバーベースフェンシング
設定では、コーディネーションポイントが単一点障害になります。このような設定では、
SFHA クラスタ内の CP サーバーのフェールオーバー中はアービトレーション機能は使用
できません。そのため、CP サーバーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケーショ
ンクラスタでネットワーク分割が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンします。1
つの CP サーバーベースのフェンシングは、テスト環境でのみ使用することをお勧めしま
す。
図 3-2 は SF Oracle RAC クラスタで I/O フェンシングを設定するための概念的なフロー
チャートを説明します。
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図 3-2

I/O フェンシング設定のワークフロー

SF Oracle RAC をインストールし、
SF Oracle RAC コンポーネントを設定する
ディスク
ベースのフェンシ
ングの設定（scsi3
モード）

3 つの
ディスク

準備タスク
vxdiskadm または vxdisksetup
ユーティリティ

ディスクを VxVM ディスクと
して初期化する
vxfenadm と vxfentsthdw
ユーティリティ

ディスクが I/O フェンシングに
準拠していることを確認する

I/O
フェンシングの
コーディネーシ
ョンポイントが
あるかどうか

サーバー
ベースのフェンシン
グの設定（カスタマ
イズされたモード）

少なくとも 1
つのサーバー

準備タスク
既存の CP サーバーの特定

TCP/IP 接続を CP サーバーと SF Oracle RAC
クラスタとの間で確立する
（または）
CP サーバーの設定

CP サーバーシステムに VCS または SFHA
をインストールして設定する
TCP/IP 接続を CP サーバーと SF Oracle RAC
クラスタとの間で確立する

設定タスク
次の方法のいずれかを使う

installsfrac -fencing を実行し、
オプション 2 を選択し、画面の
指示に従う
または

作成した応答ファイルを編集
し、それらを installsfrac responsefile コマンドで使う
または

CP サーバーがクラスタ化されている場合、
共有ストレージを CP サーバーに対して設定
する
configure_cps ユーティリティを実行し、画面
の指示に従う、または手動で CP サーバーを
設定する
コーディネーションポイントとして機能するディ
スクが対象

ディスクを VxVM ディスクとして初期化し、
ディスクが I/O フェンシングに準拠している
ことを確認する

手動でディスクベースの I/O
フェンシングを設定する
設定タスク

または

Web ベースのインストーラを使
ったディスクベースのフェンシ
ングの設定を選択する

次の方法のいずれかを使う

installsfrac -fencing を実行し、オプション 1
を選択し、画面の指示に従う
または

作成した応答ファイルの値を編集し、それら
を installsfrac -responsefile コマンドで使う
または

手動でサーバーベースの I/O フェンシングを
設定する
または

Web ベースのインストーラを使ったサー
バーベースのフェンシングの設定を選択する

準備タスクを実行した後、次のいずれかの方法を使って I/O フェンシングを設定できま
す。
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installsfrac プログラム を p.143 の 「installsfrac プログラム を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を参照してく
使う
ださい。
p.161 の 「installsfrac プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を参照してく
ださい。
Web ベースのインストーラ p.158 の 「Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定によるデータ整合性の実現」
を使う
を参照してください。
応答ファイルを使う

p.439 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参照してく
ださい。
p.441 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参照して
ください。
p.411 の 「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

設定ファイルを手動で編
集する

p.152 の 「ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.169 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。

また 1 つの I/O フェンシング設定から別の設定への移行もできます。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。

ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な SF Oracle RAC クラ
スタの設定
図 3-3 に、2 つのノードと共有ストレージを含む典型的な VCS の設定を示します。この設
定では、I/O フェンシングに 3 つのコーディネータディスクを使っています。
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ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な SF Oracle RAC
クラスタの設定

図 3-3

galaxy

nebula
プライベート
ネットワーク

コーディネータ
ディスク 1

コーディネータ
ディスク 2

コーディネータ
ディスク 3

データディスク
ディスクアレイ

共有ストレージ
VxVM で管理され、SCSI3 PR 互換

パブリックネットワーク

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 3-4 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。
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CP サーバー、SF Oracle RAC クラスタ、コーディネータディスク

図 3-4

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

推奨される CP サーバーの設定
以下は CP サーバーの推奨設定です。
■

複数のアプリケーションクラスタが、3 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
p.61 の 図 3-5 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、単一の CP サーバーと、コーディネータディスク（2）
の複数ペアをコーディネーションポイントとして使う
p.62 の 図 3-6 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、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
この単一コーディネーションポイントフェンシング設定では、SFHA クラスタ上でコー
ディネーションポイントとして設定されている高可用性 CP サーバーを使う必要があり
ます。
p.62 の 図 3-7 を参照してください。
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警告: 単一 CP サーバーフェンシング設定では、SFHA クラスタ内の CP サーバーの
フェールオーバー中はアービトレーション機能は使用できません。そのため、CP サー
バーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケーションクラスタでネットワーク分割
が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンします。
3 つのコーディネーションポイントを使う CP サーバー設定が推奨されていますが、3 つを
超えるコーディネーションポイントを I/O フェンシングで使うことができます。使用する CP
サーバーの合計数が奇数になるようにしてください。複数のアプリケーションクラスタが共
通の CP サーバーのコーディネーションポイント一式を共有する設定では、CP サーバー
同様アプリケーションクラスタも、汎用一意識別子（UUID）を使ってアプリケーションクラ
スタを識別します。
図 3-5 は、複数のアプリケーションクラスタに接続されている 3 つの CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケーションクラスタに接続している 3 つの CP サーバー

図 3-5

シングルノード VCS クラスタでホストされる
CP サーバー
（SFHA クラスタでホストされる場合もある）

パブリック
ネットワーク

TCP/IP
TCP/IP

アプリケーションクラスタ
（高可用性を実現するために VCS、SFHA、SFCFS、SVS、または
SF Oracle RAC を実行するクラスタ）

図 3-6 は、複数のアプリケーションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使っ
ており、さらに、それぞれのアプリケーションクラスタも 2 つのコーディネータディスクを使っ
ている設定を示しています。
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アプリケーションクラスタごとに 2 つのコーディネータディスクを使っ
ている単一の CP サーバー

図 3-6

シングルノード VCS クラスタでホストされる
CP サーバー

（SFHA クラスタでホストされる場合もある）

TCP/IP

パブリックネットワーク

TCP/IP

ファイバーチャネル

コーディネータディスク

コーディネータディスク

アプリケーションクラスタ

ファイバーチャネル

（高可用性を実現するために VCS、SFHA、SFCFS、SVS、
または SF Oracle RAC を実行するクラスタ）

パブリックネットワーク

TCP/IP

図 3-7 は、複数のアプリケーションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケーションクラスタに接続している単一の CP サーバー

図 3-7

SFHA クラスタでホストされる CP サーバー

TCP/IP

パブリックネットワーク

TCP/IP

アプリケーションクラスタ
（高可用性を実現するために VCS、SFHA、SFCFS、SVS、または SF Oracle RAC を実行するクラスタ）

p.772 の 「サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図」 を参照してくださ
い。
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クラスタ管理の計画
表 3-4 は、効果的なクラスタ管理のために SF Oracle RAC インストールでサポートされて
いる各種エージェントの一覧です。
表 3-4

エージェントのリスト

エージェント（Agent） 説明
Oracle の VCS エージェ Oracle データベース管理
ント
Oracle データベースの管理には VCS Oracle エージェントをお勧めし
ます。この設定では、VCS は Oracle データベースを制御します。VCS
Oracle エージェントを使用しない設定は、単一のデータベースの設定
でのみ使用できます。
ASMDG の VCS エー
ジェント

Oracle ASM ディスクグループの監視
ASMDG エージェントは Oracle ASM ディスクグループを監視します。

CVM の VCS エージェン ボリューム管理
ト
SF Oracle RAC インストールは自動的に CVMCluster リソースと
CVMVxconfigd リソースを設定します。各共有ディスクグループの
CVMVolDg エージェントを設定する必要があります。
CFS の VCS エージェン ファイルシステム管理
ト
データベースがクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグルー
プの各ボリュームに対して CFSMount エージェントを設定します。
CSSD エージェント

Oracle Clusterware 管理

（Application agent for Oracle Clusterware の起動、停止、監視は CSSD エージェントによっ
Oracle Clusterware）
て行われます。これによって、Oracle Clusterware に必要な OCR、投
票ディスク、プライベート IP アドレスリソースがオンラインになってから、
Oracle Clusterware が起動するようになります。

メモ: 相互依存関係を適切に処理して、準備が整わないうちに Oracle
Clusterware が起動するのを回避するために、SF Oracle RAC のイン
ストールには、必ず CSSD エージェントを使用してください。
PrivNIC エージェント

プライベート IP アドレスのための高可用性
オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使えないときは、
PrivNIC エージェントが提供する信頼性の高い代替方法により、複数
のネットワークインターフェースを使って高可用性を実現できます。
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エージェント（Agent） 説明
MultiPrivNIC エージェ 複数のプライベート IP アドレスのための高可用性
ント
オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使えないときは、
MultiPrivNIC エージェントが提供する信頼性の高い代替方法により、
複数のネットワークインターフェースを使って高可用性と帯域幅の拡大
を実現できます。
CRSResource エージェ Oracle Clusterware リソースの監視
ント
CRSResource エージェントは、仮想 IP アドレス、リスナー、および Oracle
データベースインスタンスなどの Oracle Clusterware リソースを監視し
ます。また、VCS Oracle エージェントがない場合に、Oracle データベー
スを監視する代替手段を提供します。この代替手段は、データベースが
VCS で管理されない場合や、Oracle Clusterware がデータベースを
起動した後に VCS を使用してアプリケーションを起動する必要がある場
合に有効です。

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

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

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

■

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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

データボリュームを含むすべてのディスクグループに加えて、OCR と投票ディスクを
含むディスクグループに対して、global として CVM ディスクを設定します。

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

サイト間でのデータのレプリケーション

2.

災害発生時のアプリケーションの移行

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

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

■

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

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

レプリケーションのモード

■

ネットワーク帯域幅

■

2 つのサイト間のネットワーク遅延

■

リモートサイトが最初のサイトでのデータ変更に遅れずに対応できること

4
SF Oracle RAC のライセンス
確認
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas 製品のライセンスについて

■

キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定または変更

■

Veritas 製品のライセンスキーのインストール

Veritas 製品のライセンスについて
ライセンスキーなしで Veritas 製品をインストールすることもできます。ライセンスなしでイ
ンストールしても、ライセンスを入手する必要性がなくなるわけではありません。ソフトウェ
アライセンスは、著作権によって保護されているソフトウェアの使用法または再配布につ
いて規定する法的文書です。管理者と企業の担当者は、インストールする製品に見合っ
たレベルのライセンスの権利がサーバーまたはクラスタに付与されていることを確認する
必要があります。シマンテック社は、監査により権利と遵守について確認できる権利を留
保します。
この製品のライセンス取得中に問題が発生した場合は、シマンテック社ライセンスサポー
ト Web サイトを参照してください。
www.symantec.com/techsupp/
Veritas 製品のインストーラでは、次のライセンス方法のうち 1 つを選択するように求めら
れます。
■

インストールする製品と機能のライセンスキーをインストール。
シマンテック製品を購入すると、ライセンスキー証明書が付属しています。証明書に
は、製品キーと購入した製品ライセンス数が明確に記されています。

■

ライセンスキーなしでインストールを続行する。
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インストーラによって、インストールする製品モードとオプションの入力を求めるプロン
プトが表示され、必要な製品レベルが設定されます。
このオプションを選択してから 60 日以内に、権利を付与されたライセンスレベルに対
応した有効なライセンスキーをインストールするか、Veritas Operations Manager
（VOM）のような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によってキー
レスライセンス状態で利用し続ける必要があります。前述の条項に従わない場合、シ
マンテック社の製品を使い続けることはエンドユーザー使用許諾契約違反となるた
め、警告メッセージが表示されます。
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
以前のリリースの Veritas ソフトウェアからのこのリリースにアップグレードする場合、製品
インストーラによって、インストール済みのライセンスキーが変更されることはありません。
既存のライセンスキーでは、このリリースの新しい機能がアクティブにならないことがありま
す。
製品インストーラを使ってアップグレードするか、製品インストーラを使わない方法でイン
ストールまたはアップグレードする場合は、次のいずれかの方法で製品のライセンスを付
与する必要があります。
コマンドを実行して、購入した製品の製品レベルを設定。このオプション
では、管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理する必要もあります。
p.71 の 「キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定または変更」 を参照し
てください。
vxkeyless(1m) のマニュアルページを参照してください。

■ vxkeyless

■ vxlicinst コマンドを使って、購入した製品の有効な製品ライセンスキーをインストー

ルする。
p.72 の 「Veritas 製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
vxlicinst（1m） のマニュアルページを参照してください。
使用が許可された別のレベルに製品レベルを変更するためにこれらのオプションを使う
こともできます。たとえば、インストールされた製品にレプリケーションオプションを追加で
きます。使用中の製品レベルとオプションの適切なライセンスを有することを確認する必
要があります。
メモ: ある製品グループから別の製品グループに変更するためには、追加の手順を実行
する必要がある場合があります。

SF Oracle RAC のライセンスについて
表 4-1 に、キーレスライセンス付与の様々な SF Oracle RAC ライセンスレベルと対応す
る機能を一覧で示します。
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表 4-1

SF Oracle RAC ライセンスレベル（キーレスライセンス）

ライセンス

説明

有効になる機能

SFRACENT

SF Oracle RAC
このライセンスで次の機能が有効になります。
Enterprise Edition
■ Veritas Volume Manager
Veritas Storage and Availability
Management Tools for Oracle
databases
■ Veritas Extension for ODM
■

SFRACENT_VR

SFRACENT_VFR

■

Veritas File System

■

Veritas Cluster Server

■

Veritas Mapping Service

VR（Veritas
このライセンスで次の機能が有効になります。
Replicator）が付属
■ Veritas Volume Manager
した SF Oracle RAC
Veritas Volume Replicator が有効にな
Enterprise Edition
ります。
■ Veritas Storage and Availability
Management Tools for Oracle
databases
■ Veritas Extension for ODM
■

Veritas File System

■

Veritas Cluster Server

■

Veritas Mapping Service

VFR（Veritas File
このライセンスで次の機能が有効になります。
Replicator）が付属
■ Veritas Volume Manager
した SF Oracle RAC
Veritas Volume Replicator が有効にな
Enterprise Edition
ります。
■ Veritas Storage and Availability
Management Tools for Oracle
databases
■ Veritas Extension for ODM
■

Veritas File System

■

Veritas Cluster Server

■

Veritas Mapping Service
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ライセンス

説明

有効になる機能

SFRACENT_GCO

GCO（グローバルクラ このライセンスで次の機能が有効になります。
スタオプション）が付
■ Veritas Volume Manager
属した SF Oracle
■ Veritas Storage and Availability
RAC Enterprise
Management Tools for Oracle
Edition
databases
■ Veritas Extension for ODM
■

Veritas File System

Veritas Cluster Server
グローバルクラスタオプションが有効です。
■ Veritas Mapping Service
■

SFRACENT_VR_GCO

VR および GCO が付 このライセンスで次の機能が有効になります。
属した SF Oracle
■ Veritas Volume Manager
RAC Enterprise
Veritas Volume Replicator が有効にな
Edition
ります。
■ Veritas Storage and Availability
Management Tools for Oracle
databases
■ Veritas Extension for ODM
■

Veritas File System

Veritas Cluster Server
グローバルクラスタオプションが有効です。
■ Veritas Mapping Service
■

SFRACENT_VFR_GCO

VFR および GCO が このライセンスで次の機能が有効になります。
付属した SF Oracle
■ Veritas Volume Manager
RAC Enterprise
Veritas Volume Replicator が有効にな
Edition
ります。
■ Veritas Storage and Availability
Management Tools for Oracle
databases
■ Veritas Extension for ODM
■

Veritas File System

Veritas Cluster Server
グローバルクラスタオプションが有効です。
■ Veritas Mapping Service
■
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キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定ま
たは変更
キーレスライセンス付与方法では、製品レベルによって、ライセンスが交付される Veritas
製品と機能を決定します。キーレスライセンス付与を使うためには、システムを管理する
ための管理サーバーを設定する必要があります。
管理サーバーとそのダウンロードについて詳しくは、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom
製品のライセンスレベルを初めて設定するときは、そのシステムのキーレスライセンス付
与を有効にします。製品インストーラでインストールする場合にキーレスオプションを選択
すると、ライセンスを交付する製品と機能のレベルを選択するように求めるメッセージが表
示されます。
インストール後、ライセンスを交付する機能と製品を反映するために、製品のライセンスレ
ベルをいつでも変更できます。製品レベルを設定するときは、その機能のライセンスを有
することに同意します。
製品レベルを設定または変更するには

1

現在の作業ディレクトリを示してください。
# pwd

出力は次のようになります。
/opt/VRTSvlic/bin

2

製品レベルの現在の設定を表示します。
# ./vxkeyless -v display

3

設定可能な製品レベルを表示します。
# ./vxkeyless displayall

4

目的の製品レベルを設定します。
# ./vxkeyless set prod_levels

prod_levels はキーワードをカンマで区切ったリストです。キーワードは手順 3 の出
力によって示された製品レベルです。
キーレスライセンスを削除してキーを入力する場合は、キーレスライセンスを消去する必
要があります。システムからすべてのキーを消去するには、NONE キーワードを使用しま
す。
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警告: キーを消去すると、新しいキーをインストールするか、または新しい製品レベルを設
定するまで、Veritas 製品は無効になります。
製品ライセンスレベルを消去するには

1

製品ライセンスレベルの現在の設定を表示します。
# ./vxkeyless [-v] display

2

インストールされているキーレスライセンスがある場合は、すべてのキーレスライセン
スを削除します。
# ./vxkeyless [-q] set NONE

vxkeyless ユーティリティの使用について詳しくは、vxkeyless(1m) のマニュアルペー

ジを参照してください。

Veritas 製品のライセンスキーのインストール
VRTSvlic RPMを使うと、製品のライセンスに関する作業が行えます。VRTSvlic をインス
トールすると、次のコマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになります。
vxlicinst

Symantec 製品のライセンスキーをインストール
します。

vxlicrep

現在インストールされているライセンスを表示し
ます。

vxlictest

ライセンスキーにエンコードされている機能およ
びその説明を取得します。

同梱のソフトウェアディスクに他の製品が含まれる場合でも、使えるのはライセンスを購入
したシマンテック社のソフトウェア製品のみです。
新しいライセンスをインストールするには
◆

次のコマンドを実行します。クラスタ環境では、クラスタ内のノードごとにコマンドを実
行します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicinst -k xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx

2
SF Oracle RAC のインストール
と設定

■

第5章 SF Oracle RAC をインストールする準備

■

第6章 SF Oracle RAC のインストール

■

第7章 SF Oracle RAC を設定する準備

■

第8章 SF Oracle RAC の設定

■

第9章 データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定

■

第10章 インストール後の作業と設定作業の実行
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SF Oracle RAC をインストー
ルする準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストール前の umask の設定

■

クラスタノードの時刻設定の同期

■

製品ディスクのマウント

■

共有ストレージの設定

■

環境変数の設定

■

I/O スケジューラの設定

■

プライベート NIC の LLT メディア速度設定の最適化

■

インストール前のシステムの確認

インストール前の umask の設定
umask を設定して、SF Oracle RAC のバイナリとファイルに対する適切な権限を提供し
ます。この設定は、現在のセッションの間でのみ有効です。
# umask 0022

クラスタノードの時刻設定の同期
必ずすべてのクラスタノードの時刻設定が同期されるようにしてください。
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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。
各システムで次のコマンドを使って、時刻設定と NTP サーバーの同期を取ります。
■

RHEL 5 の場合は、rdate コマンドを使います。
# rdate -s timesrv

ここで、timesrv は NTP サーバーの名前です。
■

SLES 10 の場合は、yast コマンドを使います。
# yast ntp-client

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。

製品ディスクのマウント
SF Oracle RAC ソフトウェアを読み込むためのスーパーユーザー（root）権限を持ってい
る必要があります。
SF Oracle RAC のインストールを完了した後、製品ディスクをマウント解除できます。
製品ディスクをマウントするには

1

クラスタノード、またはクラスタノードと同じサブネット上のリモートノードに、スーパー
ユーザーとしてログインします。

2

SF Oracle RAC ソフトウェアの製品ディスクを、システムに接続されているドライブに
挿入します。
ディスクは自動的にマウントされます。

3

ディスクが自動的にマウントされない場合、次のように入力します。
# mount -o ro /dev/dvdrom /dvd_mount

共有ストレージの設定
次の必要条件を満たすように共有ストレージを設定する必要があります。
■

共有ストレージの LUN がクラスタ内のすべてのノードから認識される必要があります。
次のコマンドで表示されます。
# fdisk -l
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■

共有ストレージは、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートする必要があります。
共有ストレージが SCSI-3 対応であることを確認するには、ユーティリティ vxfentsthdw
(1M) を実行します。vxfentsthdw ユーティリティはディレクトリ
cluster_server/tools/vxfentsthdw にあります。
# ./vxfentsthdw

共有ストレージの設定について詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』
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。
sh、ksh、bash の場合

# export MANPATH=$MANPATH:¥
/opt/VRTS/man

csh の場合

# setenv MANPATH $MANPATH:/opt/VRTS/man

端末プログラムによっては、マニュアルページを表示するときに文字化けして表示される
ことがあります。この問題を解決するには、環境変数 LC_ALL=C を設定します。
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:¥
/usr/lib/vxvm/bin:/opt/VRTSvcs/bin:¥
/opt/VRTS/bin:/opt/VRTSvcs/rac/bin:¥
/opt/VRTSob/bin:¥
$PATH; export PATH

I/O スケジューラの設定
データベースの作業負荷に対しては、Linux の「deadline」I/O スケジューラを使うことを
お勧めします。「elevator=deadline」引数を使って起動し、「deadline」スケジューラを選
択するようにシステムを設定します。
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お使いの Linux 配布での「deadline」スケジューラの設定について詳しくは、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。
システムで deadline スケジューラが使われているかどうかを判断するには、/proc/cmdline
で「elevator=deadline」を探します。
deadline スケジューラを使うようにシステムを設定するには

1

GRUB または ELILO 設定ファイルの起動引数に elevator=deadline パラメータを
含めます。適切な設定ファイルの場所は、システムのアーキテクチャと Linux 配布
によって異なります。x86_64 の場合、設定ファイルは /boot/grub/menu.lst です。
■

GRUB 設定ファイルの場合は、elevator=deadline パラメータを kernel コマン
ドに追加します。次に変更の例を示します。
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-92.el5)
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-92.el5 ro root=/dev/sdb2
initrd /boot/initrd-2.6.18-92.el5.img

目的
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-92.el5)
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-92.el5 ro root=/dev/sdb2 elevator=deadline
initrd /boot/initrd-2.6.18-92.el5.img
■

2

elevator パラメータの設定は、常に SUSE によってその ELILO と GRUB 設定
ファイルに含められています。この場合は、パラメータを elevator=cfq から
elevator=deadline に変更します。

適切なファイルを修正したら、システムを再起動します。
I/O スケジューラについて詳しくは、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。

プライベート NIC の LLT メディア速度設定の最適化
クラスタノード間の LLT 通信を最適化するには、各ノードのインターフェースカードで同
じメディアスピード設定を使う必要があります。 また、LLT 相互接続に使われるハブまた
はスイッチの設定は、インターフェースカードの設定と一致する必要があります。 設定が
正しくない場合、ネットワークの処理速度が低下するだけではなく、ネットワーク障害の原
因になることがあります。
プライベート NIC のメディア速度を変更する場合は、LLT パフォーマンスを向上させるた
めに低速度の低優先度リンクとして NIC を設定することをお勧めします。
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LLT 相互接続のメディア速度設定に関するガイドライン
LLT 相互接続のメディア速度設定に関する次のガイドラインを確認します。
■

各ノードの各イーサネットカードで、同じメディア速度を手動設定することを推奨しま
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。

■

LLT 相互接続のハブまたはスイッチがある場合は、そのハブまたはスイッチポートを、
各ノードのカードと同じ設定にします。

特定のデバイスのメディア速度設定について詳しくは、このマニュアルには記載されてい
ません。詳しくは、デバイスのマニュアルを参照してください。

インストール前のシステムの確認
次のいずれかのオプション使って、インストールの前にシステムを確認します。
■

オプション 1: Run Symantec Operations Readiness Tools（SORT）
SORT のダウンロードと実行については、以下を参照してください。
https://sort.symantec.com

■

オプション 2: 次のように、「-precheck」オプションを指定して installsfrac プログラム
を実行します。
installsfrac プログラムのあるディレクトリに移動します。
プログラムは storage_foundation_for_oracle_rac ディレクトリにあります。
インストール前のチェックを開始します。
# ./installsfrac -precheck node_1 node_2

ここで、node_1, node_2 は、クラスタノードの名前です。
プログラムは非対話モードで続行し、ライセンス、RPMs、ディスク領域、システム対シ
ステム通信について、システムを検査します。プログラムは、チェックの結果を表示し、
それらをログファイルに保存します。ログファイルの場所は、事前確認プロセスの最後
に表示されます。
■

オプション 3: Veritas の Web ベースのインストールプログラムを次のように実行しま
す。
■

Web ベースのインストールプログラムのあるディレクトリに移動し、インストーラを起
動します。
# ./webinstaller start

Web ブラウザのアドレスバーにリンクを貼り付けて、インストーラにアクセスします。
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■

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページの［タスク
（Task）］ドロップダウンリストから［プレインストールチェックの実行（Perform a
Pre-installation check）］を選択します。
［製品（Product）］ドロップダウンリストから製品を選択し、［次へ（Next）］をクリック
します。
検証するシステムの名前を入力します。
インストーラによって事前確認が実行され、結果が表示されます。

6
SF Oracle RAC のインストー
ル
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のインストールについて

■

インストールと設定の方法について

■

Veritas のスクリプトベースのインストールプログラムを使った SF Oracle RAC のイン
ストール

■

Veritas の Web ベースのインストールプログラムを使った SF Oracle RAC のインス
トール

■

Kickstart を使った SF Oracle RAC のインストール

■

yum を使った Veritas Storage Foundation for Oracle RAC のインストール

SF Oracle RAC のインストールについて
16 ノードまでのクラスタ上に SF Oracle RAC をインストールできます。
デフォルトで、システム間の通信には SSH が選択されます。SSH がシステム間の通信に
使われた場合、SSH コマンドはパスワードや確認を求めるメッセージを表示せずに実行
します。
製品インストーラは、失敗したインストールから回復する機能を改良しました。デフォルト
では、インストーラは他のシステムのサイレントインストールに再利用またはカスタマイズで
きる応答ファイルを生成します。
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インストールと設定の方法について
次の方法のいずれかを使って SF Oracle RAC をインストール、設定します。
表 6-1

インストールと設定の方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラを 次のスクリプトベースインストーラのどちらかを使えます。
使った対話式のインストールと設
■ 共通の製品インストーラスクリプト:
定
インストーラ
メモ: 電子ダウンロードのサイト
共通の製品インストーラスクリプトでは、インストールと設定の
から SF Oracle RAC を入手した
オプションの選択を簡略化するメニューが表示されます。
場合は、installer スクリプト
ではなく installsfrac プロ ■ 製品固有のインストールスクリプト:
installsfrac プログラム
グラム スクリプトを使う必要があ
■
製品固有のインストールスクリプトでは、コマンドラインインター
ります。
フェースオプションが提供されます。installsfrac プロ
グラム スクリプトを使ったインストールと設定は、installer
スクリプトから SF Oracle RAC を指定するのと同じです。
この方法は、SF Oracle RAC のみをインストールまたは設定
する場合に使います。
応答ファイルを使ったサイレント 応答ファイルは、情報の入力を求めるメッセージを表示する代わ
インストール
りに、指定ファイルに格納されているシステム情報と設定情報を
使って、インストールと設定を自動化します。スクリプトベースの
インストーラと応答ファイルを使って、1 つ以上のシステムにサイ
レントにインストールできます。
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
Web ベースのインストーラ

Web ベースのインストーラには、標準の Web ブラウザを使って
リモートサイトからインストールと設定を管理するためのインター
フェースがあります。
webinstaller
p.86 の 「Veritas の Web ベースのインストールプログラムを使っ
た SF Oracle RAC のインストール」 を参照してください。

Kickstart

Kickstart により、システム管理者は、事前定義済みのカスタマ
イズされた設定に基づいてシステムを自動的にインストールでき
ます。Kickstart は、Red Hat Linux オペレーティングシステム
で使用できるオペレーティングシステムの自動インストール方法
です。
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Veritas のスクリプトベースのインストールプログラムを
使った SF Oracle RAC のインストール
インストールを開始する前に、インストールのための値を記入したインストールおよび設定
ワークシートが手もとにあることを確認してください。
p.629 の 「SF Oracle RAC ワークシート」 を参照してください。
インストール中に、インストーラにより次のタスクが実行されます。
■

システム通信、ネットワークの速度、インストールされているRPMs、オペレーティング
システムパッチ、スワップ領域、利用可能なボリューム領域を確認することで、システ
ムがインストールできる状態かどうかを検証します。
メモ: インストーラがパッチのいずれかを適用できないことをレポートした場合は、SF
Oracle RAC のインストールを続行する前に、システムにパッチをインストールします。

■

SF Oracle RAC 6.0 RPMsをインストールします。

インストール中に問題が発生した場合は、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC 管理者ガイド』の「処理速度とトラブルシューティング」の章で、問題の解決方法に
関する情報を参照してください。
次のサンプル手順では、SF Oracle RAC を galaxy と nebula の 2 つのシステムにインス
トールします。
SF Oracle RAC をインストールするには

1

いずれかのシステムにスーパーユーザーとしてログインします。

2

インストールプログラムを起動します。
SF Oracle
プログラムを実行します。
RAC インストー
# ./installsfrac galaxy nebula
ラ
共通製品イン
ストーラ

インストールプログラムのあるディレクトリに移動します。
プログラムを実行します。
# ./installer galaxy nebula
最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、「製品のインストール（Install a
Product）」を表す［I］を選択します。
表示されたインストールする製品の一覧から、Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC を選択します。
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著作権情報が表示されてから、実行中のログが作成されるディレクトリが表示されま
す。

3

システム間コマンドがパスワードや確認なしで実行されるようにシステムを設定しま
す。
Would you like the installer to setup ssh or rsh communication
automatically between the systems?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q] (y)
Enter the superuser password for system vcslx613:
1) Setup ssh between the systems
2) Setup rsh between the systems
b) Back to previous menu
Select the communication method [1-2,b,q,?] (1)

4

インストールの途中でインストーラを終了した場合は、そのインストーラプロセスが検
出され、インストールを再開するか、または新たにインストールを開始するかを選択
できます。適切な答えを入力します。
The installer has discovered an existing installer process.
The process exited while performing configure of SF Oracle RAC
on galaxy.
Do you want to resume this process? [y,n,q,?] (y) n

5

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意する場合は、y を入力します。

6

インストールの種類（最小、推奨、すべて）を選択します。各オプションはインストー
ルに必要なディスク容量を表示します。
［RPMs をすべてインストール（Install all Packages）］オプションを選択することを推
奨します。
1) Install minimal required Packages
2) Install recommended Packages
3) Install all Packages
4) Display Packages to be installed for each option
Select the Packages to be installed on all systems?
[1-4,q,?] (2) 3

システムの互換性が検証され、インストールされるRPMsとパッチの一覧が表示され
ます。
SF Oracle RAC RPMsとパッチがインストールされます。

7

該当するライセンスオプションを選択します。
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1) Enter a valid license key
2) Enable keyless licensing and complete
system licensing later
How would you like to license the systems? [1-2,q]
■

有効なライセンスキーがある場合は 1 を入力します。入力画面が表示されたら、
ライセンスキーを入力します。
Enter a SF Oracle RAC license key:
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-X

追加機能を有効にする予定の場合は、追加ライセンスの入力を求める入力画面
が表示されたら、対応するライセンスキーを入力します。
Do you wish to enter additional licenses? [y,n,q,b] (n)
■

キーレスライセンスを有効にする場合は 2 を入力します。
メモ: キーレスライセンスオプションでは、キーを入力せずに SF Oracle RAC を
インストールできます。ただし、SF Oracle RAC をインストールして使用するには、
有効なライセンスを取得する必要があります。キーレスライセンスを使う場合は、
管理サーバーでシステムを管理する必要があります。
インストール中にレプリケーションを有効にするか、またはグローバルクラスタオ
プション（GCO）を設定する場合は、y を入力します。GCO は指定した設定で設
定されますが、レプリケーションはデフォルト値で設定されます。レプリケーション
と GCO はいつでも手動で再設定できます。
Would you like to enable the
Veritas Volume Replicator? [y,n,q] (n)
Would you like to enable the
Veritas File Replicator? [y,n,q] (n)
Would you like to enable the
Global Cluster Option? [y,n,q] (n)

ライセンスが登録されます。

8

インストール処理が正常に完了したことを確認します。インストールの最後の出力を
確認し、今後参照できるように概略ファイルとログファイルの場所を書き留めます。

9

y を入力してSF Oracle RAC を設定します。
Would you like to configure SF Oracle RAC on
galaxy nebula [y,n,q] (n) y
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サーバー型のフェンシングを設定する予定の場合、SF Oracle RAC の設定を開始
する前に準備タスクを完了していることを確認してください。手順については、このマ
ニュアルの「SF Oracle RAC を設定する準備」の章を参照してください。

10 シマンテック社にインストール情報を送信する場合は、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

11 概略ファイルを確認する場合は、y を入力します。
Would you like to view the summary file? [y,n,q] (n) y

Veritas の Web ベースのインストールプログラムを使っ
た SF Oracle RAC のインストール
インストールを開始する前に、インストールのための値を記入したインストールおよび設定
ワークシートが手もとにあることを確認してください。
Web ベースのインストールプログラムを使った SF Oracle RAC のインストールには、次の
タスクが含まれます。
■

Web ベースインストールのためのシステム設定要件を確認します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使う前に」 を参照してください。

■

Veritas Web インストーラを起動します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC をインストールします。
p.88 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使った製品のインストール」 を参照し
てください。

インストール中に、インストーラにより次のタスクが実行されます。
■

システム通信、ネットワークの速度、インストールされているRPMs、オペレーティング
システムパッチ、スワップ領域、利用可能なボリューム領域を確認することで、システ
ムがインストールできる状態かどうかを検証します。
メモ: インストーラがパッチのいずれかを適用できないことをレポートした場合は、SF
Oracle RAC のインストールを続行する前に、システムにパッチをインストールします。

■

SF Oracle RAC 6.0 RPMsをインストールします。
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インストール中に問題が発生した場合は、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC 管理者ガイド』の「処理速度とトラブルシューティング」の章で、問題の解決方法に
関する情報を参照してください。

Veritas の Web ベースインストーラを使う前に
Veritas の Web ベースのインストーラには次の設定が必要です。
表 6-2

Web ベースのインストーラの必要条件

System

機能

必要条件

ターゲットシステム

Veritas 製品をインストールするシステム。 SF Oracle RAC 6.0 のサ
ポート対象のプラットフォー
ムである必要があります。

インストールサーバー

インストールを開始するサーバー。インス ターゲットシステムと同じオ
トールサーバーからインストールメディア ペレーティングシステムを
にアクセスできます。
使い、サポート対象のオペ
レーティングシステムのい
ずれかのアップデートレベ
ルである必要があります。

管理システム

インストールを実行するために Web ブラ Web ブラウザが必要です。
ウザを実行するシステム。
サポート対象のブラウザ:
Internet Explorer 6、
7、および 8
■ Firefox 3.x 以降
■

Veritas の Web ベースインストーラの起動
この項では Veritas の Web ベースインストーラの起動について説明します。
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Veritas の Web ベースインストーラを起動するには

1

インストールサーバーで Veritas XPortal Server プロセス（xprtlwid）を起動しま
す。
# ./webinstaller start

webinstaller スクリプトを実行すると URL が表示されます。このURLを覚えておき
ます。
メモ: URL が表示されない場合は、再度コマンドを実行してください。
デフォルトのリスナーポートは 14172 です。ポート 14172 をブロックするファイア
ウォールを持つ場合は -port オプションで代わりにフリーポートを使います。

2

管理サーバーで Web ブラウザを起動します。

3

スクリプトによって表示された URL に移動します。

4

特定のブラウザでは次のメッセージが表示されることがあります。
Secure Connection Failed

ブラウザのセキュリティ例外を取得します。
メッセージが表示されたら、root とインストールサーバーの root パスワードを入力
します。

5

スーパーユーザーとしてログインします。

Veritas の Web ベースインストーラを使った製品のインストール
ここでは Veritas の Web ベースインストーラを使った SF Oracle RAC のインストールに
ついて説明します。
SF Oracle RAC をインストールするには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンリストからインストールを選択します。

3

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

使用許諾契約のページで、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入
れるかどうかを選択します。続行するには、［はい、同意します（Yes, I agree）］を選
択し、［次へ（Next）］をクリックします。
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5

最小限、推奨構成、すべてのパッケージのいずれかを選択します。［次へ（Next）］
をクリックします。

6

インストールするシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区切っ
て入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

7

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムに SF
Oracle RAC をインストールします。

8

インストールが完了した後に、ライセンス交付の方法を選択する必要があります。
［ライセンス（license）］ページで、次のタブのいずれかを選択します。
■

キーレスライセンス（Keyless licensing）
メモ: キーレスライセンスオプションを使うと、キーを入力しなくてもインストールで
きます。ただし、コンプライアンスを確保するには、管理サーバーでシステムを管
理する必要があります。
詳しくは次の Web サイトにアクセスしてください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
次の情報を指定します。
グローバルクラスタオプションを有効にするかどうかを選択します。
［登録（Register）］をクリックします。

■

ライセンスキーの入力（Enter license key）
有効なライセンスキーがある場合は、このタブをクリックします。各システムのライ
センスキーを入力します。［登録（Register）］をクリックします。
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9

インストーラによって、クラスタの設定を求めるメッセージが表示されます。製品の設
定を続けるには、［はい（Yes）］を選択します。
手順について詳しくは「SF Oracle RAC を設定する準備」を参照してください。
［いいえ（No）］を選択すると、インストーラを終了できます。SF Oracle RAC を使う前
に、製品を設定する必要があります。
インストールが完了した後に、インストーラによってログと概略ファイルの場所が表示
されます。必要に応じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。
インストーラによって、システムの再ブートを求めるメッセージが表示されます。

10 インストール情報をシマンテック社に送信するかどうかを指定するチェックボックスに
チェックマークを付けます。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

Kickstart を使った SF Oracle RAC のインストール
Kickstart を使って SF Oracle RAC をインストールできます。Kickstart は Red Hat
Enterprise Linux（RHEL5）と Red Hat Enterprise Linux 6（RHEL6）にサポートされま
す。
Kickstart を使って SF Oracle RAC をインストールするには

1

Kickstart の設定ファイルのディレクトリを作成します。
# mkdir /kickstart_files/

2

Kickstart の設定ファイルを生成してください。設定ファイルの拡張子は .ks です。
次のいずれかを実行します。
■

設定ファイルを生成するには、次のコマンドを入力してください。
# ./installer -kickstart /kickstart_files/

システムはファイルをリストします。
■

SFRAC の設定ファイルのみを生成するには、次のコマンドを入力します。
# ./installsfrac -kickstart /kickstart_files/

コマンドの出力は次のようになります。
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The kickstart script for SFRAC60 is generated at
/kickstart_files/kickstart_sfrac60.ks

3

Kickstart クライアントがアクセス可能な、NFS でエクスポートされる場所を設定しま
す。たとえば、/nfs_mount_kickstart が、NFS でエクスポートされたディレクトリで
ある場合は、NFS でエクスポートされる場所は次のようになります。
# cat /etc/exports
/nfs_mount_kickstart

* (rw,sync,no_root_squash)

4

インストールメディアの rpms ディレクトリを NFS の場所にコピーします。

5

ディレクトリの内容を検証します。
# ls /nfs_mount_kickstart/

6

SF Oracle RAC Kickstart 設定ファイルで、実際の NFS の場所を指すように
BUILDSRC 変数を変更します。変数は次の形式です。
BUILDSRC="hostname_or_ip:/nfs_mount_kickstart"

7

オペレーティングシステムの ks.cfg ファイルに、Kickstart 設定ファイルの変更済
みの内容をすべて追記します。

8

オペレーティングシステムの Kickstart インストールを開始します。

9

オペレーティングシステムのインストールが完了した後、Veritas RPMsと Veritas 製
品のインストーラスクリプトのインストールに関連したエラーがないかどうか
を、/var/tmp/kickstart.log ファイルで調べます。

10 すべての製品のRPMsがインストールされたことを検証します。次のコマンドを入力
します。
# rpm -qa | grep -i vrts

11 インストールの問題やエラーが見つからなければ、製品スタックを設定します。次の
コマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -configure node1 node2
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12 設定された llt リンクと gab ポートがすべて開始したことを検証します。次を入力しま
す。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
b66f01 membership 01
Port b gen
b66f03 membership 01
Port d gen
b66f07 membership 01
Port f gen
b66f0d membership 01
Port h gen
b66f05 membership 01
Port v gen
b66f09 membership 01
Port u gen
b66f08 membership 01
Port w gen
b66f0b membership 01
Port y gen
b66f0c membership 01

13 製品が適切に設定されたどうかを確認します。次を入力します。
# hastatus -summ
-- SYSTEM STATE
-- System

State

Frozen

A
A

RUNNING
RUNNING

0
0

swlx13
swlx14

-- GROUP STATE
-- Group

System

Probed

AutoDisabled

State

B
B

swlx13
swlx14

Y
Y

N
N

ONLINE
ONLINE

cvm
cvm

cvm サービスグループがオンラインになるのは、SFCFSHA のスタックが設定されて
いるときであることに注意してください。

14 セキュアモードでノードを設定する場合、VxSS サービスグループの状態を検証しま
す。例:
# hasclus -value SecureClus
1

Kickstart 設定ファイルの例
次は Red Hat Enterprise Linux 5（RHEL5）Kickstart 設定ファイルのサンプルです。
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# The packages that follow are required. These packages are automatically installed
# from the operating system's installation media.
%packages
libattr.i386
libacl.i386
%post --nochroot
# Add any necessary scripts or commands here.
# This generated kickstart file is only for
# the installation of products in the installation media.
PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
export PATH
#
#
#
#
#
#
#
#

Notice:
* Modify the BUILDSRC below according to your environment
* The location that you specify in BUILDSRC should let the
Kickstart Server be NFS accessible.
* Copy the rpms directory from installation media to the
BUILDSRC location.

BUILDSRC="<hostname_or_ipv4address_or_ipv6address>:/path/to/rpms"
#
# Notice:
# * You do not have to change the following scripts.
#
# Define the path varibles.
ROOT=/mnt/sysimage
BUILDDIR="${ROOT}/build"
RPMDIR="${BUILDDIR}/rpms"
# Define the log path.
KSLOG="${ROOT}/var/tmp/kickstart.log"
echo "==== Executing kickstart post section: ====" >> ${KSLOG}
mkdir -p ${BUILDDIR}
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mount -t nfs -o nolock,vers=3 ${BUILDSRC} ${BUILDDIR} >> ${KSLOG} 2>&1

# Install the RPMs in the following order.
for RPM in VRTSvlic VRTSperl VRTSspt VRTSvxvm VRTSaslapm VRTSob
VRTSlvmconv VRTSsfmh VRTSvxfs VRTSfsadv VRTSfssdk VRTSllt VRTSgab
VRTSvxfen VRTSamf VRTSvcs VRTScps VRTSvcsag VRTSvcsdr VRTSvcsea
VRTSdbed VRTSglm VRTScavf VRTSgms VRTSodm VRTSdbac VRTSsfcpi60

do
echo "Installing package -- $RPM" >> ${KSLOG}
rpm -U -v --root ${ROOT} ${RPMDIR}/${RPM}-* >> ${KSLOG} 2>&1
done
umount ${BUILDDIR}
${ROOT}/opt/VRTS/install/bin/UXRT60/add_install_scripts >> ${KSLOG} 2>&1
echo "==== Completed kickstart file ====" >> ${KSLOG}
exit 0

yum を使った Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC のインストール
SF Oracle RAC は、yum を使ってインストールできます。yum は、Red Hat Enterprise
Linux 5 と Red Hat Enterprise Linux 6 でサポートされています。
yum を使って SF Oracle RAC をインストールするには

1

installsfrac -pkginfo コマンドを実行して、SF Oracle RAC RPM を取得しま

す。
# ./installsfrac -pkginfo

2

yum リポジトリに SF Oracle RAC RPM を追加します。SF Oracle RAC RPM は、新
しいリポジトリ、または他の RPM を含む既存のリポジトリに追加できます。リポジトリを
作成または更新するには、createrepo コマンドを使います。このコマンドは、オペ
レーティングシステムパッケージ createrepo-ver-rel.noarch.rpm によって提
供されます。
■

SF Oracle RAC RPM に対して新しいリポジトリ /path/to/new/repository/ を
作成するには
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1. 空のディレクトリを作成します（たとえば、/path/to/new/repository）。yum クライア
ントシステムからディレクトリへは、HTTP プロトコル、FTP プロトコル、ファイルプロト
コルを使ってアクセスできます。
# rm -rf /path/to/new/repository
# mkdir -p /path/to/new/repository
2. すべての SF Oracle RAC RPM を /path/to/new/repository/ にコピーします。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi60-*¥
/path/to/new/repository
3. createrepo コマンドを使ってリポジトリを作成します。
# /usr/bin/createrepo /path/to/new/repository
出力は次のようになります。
27/27 - VRTSsfcpi60-6.0.000.000-GA_GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
4. このリポジトリのメタデータは /path/to/new/repository/repodata に作成されます。

■

/path/to/existing/repository/ にある既存のリポジトリを SF Oracle RAC RPM
に対して使うには
1. すべての SF Oracle RAC RPM を /path/to/existing/repository/ にコピーします。
yum クライアントシステムからディレクトリへは、HTTP プロトコル、FTP プロトコル、
ファイルプロトコルを使ってアクセスできます。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi60-*¥
/path/to/existing/repository
2. createrepo コマンドを --update オプションとともに使って、リポジトリのメタデー
タを更新します。
# createrepo --update /path/to/existing/repository
出力は次のようになります。
27/27 * VRTSsfcpi60-6.0.000.000-GA_GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
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3. /path/to/existing/repository/repodata 内のメタデータが、新しく追加した RPM
に対して更新されます。

■

リポジトリの作成時または更新時に SF Oracle RAC RPM のパッケージグルー
プを作成するには（オプション）
1. XML ファイルを作成します。このファイルには、リポジトリディレクトリ内で SF Oracle
RAC_group.xml という名前を付けることができます。ファイル内では、グループの名
前、ID、パッケージリスト、その他の情報を指定します。SF Oracle RAC に対するこ
の XML ファイルの例は、次のとおりです。
# cat SF Oracle RAC_group.xml
<comps>
<group>
<id>SF Oracle RAC60</id>
<name>SF Oracle RAC60</name>
<default>true</default>
<description>RPMs of SF Oracle RAC 6.0</description>
<uservisible>true</uservisible>
<packagelist>
<packagereq type="default">VRTSvlic</packagereq>
<packagereq type="default">VRTSperl</packagereq>
... [other RPMs for SF Oracle RAC]
<packagereq type="default">VRTSsfcpi60</packagereq>
</packagelist>
</group>
</comps>
2. リポジトリの作成時または更新時にグループを作成します。この XML ファイルは、
-yumgroupxml オプションとともにインストーラを使って生成できます。
# createrepo -g SF Oracle RAC_group.xml /path/to/new/repository/
または
# createrepo -g SF Oracle RAC_group.xml --update /path/to/existing¥
/repository/

yum リポジトリ設定について詳しくは、『Red Hat Enterpirse Linux 配備ガイド』を
参照してください。

3

クライアントシステムで yum リポジトリを設定します。
■ .repo ファイルを /etc/yum.repos.d/ に作成します。SF Oracle RAC に対す

るこの .repo ファイルの例は、次のとおりです。
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# cat /etc/yum.repos.d/SF Oracle RAC.repo
[repo-SF Oracle RAC]
name=Repository for SF Oracle RAC
baseurl=file:///path/to/repository/
enabled=1
gpgcheck=0

baseurl 属性の値は、http://、ftp://、file:// で始めることができます。選択した
URL からは repodata ディレクトリにアクセスできる必要があります。さらに、作成
または更新したリポジトリ内のすべての SF Oracle RAC RPM にもアクセスできる
必要があります。
■

yum 設定を確認します。SF Oracle RAC RPM を一覧表示してください。
# yum list 'VRTS*'
Available Packages
VRTSperl.x86_64
VRTSsfcpi60.noarch
VRTSvlic.x86_64
...

5.10.0.7-RHEL5.3
6.0.000.000-GA_GENERIC
3.02.52.000-0

repo-SF Oracle RAC
repo-SF Oracle RA
repo-SF Oracle RAC

次の場合は、SF Oracle RAC RPM がすぐに表示されないことがあります。
■

SF Oracle RAC RPM が追加される前にリポジトリが参照された

■

メタデータのローカルキャッシュの期限が切れていない

リポジトリのメタデータのローカルキャッシュを削除し、指定の baseurl から最新情報
を取得するには、次のコマンドを実行します。
# yum clean expire-cache
# yum list 'VRTS*'

yum リポジトリ設定について詳しくは、『Red Hat Enterpirse Linux 配備ガイド』を
参照してください。

4

ターゲットシステムに RPM をインストールします。
■

すべての RPM をインストールするには
1. yum 同等として各 RPM 名を指定します。次に例を示します。
# yum install VRTSvlic VRTSperl ... VRTSsfcpi60
2. パッケージグロブを使ってすべての SF Oracle RAC' RPM を指定します。次に例を
示します。
# yum install 'VRTS*'
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3. SF Oracle RAC' RPM に対してグループを設定した場合は、グループ名を指定しま
す。この例では、グループ名は SF Oracle RAC60 です。
# yum install @SF Oracle RAC60
または
# yum groupinstall SF Oracle RAC60

■

RPM を一度に 1 つインストールするには
1. installsfrac -pkginfo コマンドを実行して、パッケージのインストール順序
を決定します。
2. installsfrac -pkginfo コマンドからの出力と同じ順序を使います。
# yum install VRTSvlic
# yum install VRTSperl
...
# yum install VRTSsfcpi60

5

すべての RPM をインストールしたら、/opt/VRTS/install/installsfrac スクリ
プトを使って製品をライセンス、設定、起動します。
yum を使って SF Oracle RAC をインストールする前に VRTSsfcpi60 パッケージが
インストールされている場合、このパッケージは再インストールされませ
ん。/opt/VRTS/install/installsfrac スクリプトは作成されないことがあります。
このスクリプトが作成されない場合は、他のすべての SF Oracle RAC RPM をインス
トールした後で /opt/VRTS/install/bin/UXRT60/add_install_scripts スク
リプトを使い、installsfrac スクリプトまたは uninstallsfrac スクリプトを作成してくだ
さい。
# /opt/VRTS/install/bin/UXRT60/add_install_scripts
Creating install/uninstall scripts for installed products
Creating /opt/VRTS/install/installsfrac for UXRT60
Creating /opt/VRTS/install/uninstallsfrac for UXRT60

7
SF Oracle RAC を設定する
準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

CP サーバーの設定

CP サーバーの設定
表 7-1 に、CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用に設定するためのタスクの
一覧を示します。
表 7-1

CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用 設定するための
タスク

タスク

参照

CP サーバー設定を計画する

p.100 の 「CP サーバー設定の計画」 を参照して
ください。

CP サーバーをインストールする

p.101 の 「インストーラを使った CP サーバーのイ
ンストール」 を参照してください。

CP サーバークラスタをセキュアモードで設定す p.102 の 「セキュアモードでの CP サーバークラ
る
スタの設定」 を参照してください。
CP サーバーデータベース用の共有ストレージ
を設定する

p.102 の 「CP サーバーデータベースの共有スト
レージの設定」 を参照してください。

CP サーバーを設定する

p.103 の 「 設定ユーティリティを使った CP サー
バーの設定」 を参照してください。
p.113 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照して
ください。
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タスク

参照

CP サーバー設定を確認する

p.114 の 「CP サーバーの設定の確認」 を参照し
てください。

CP サーバー設定の計画
CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用に設定するときは、以下の計画手順
に従ってください。
CP サーバー設定を計画するには

1

CP サーバーをシングルノード VCS クラスタでホストするか、または SFHA クラスタで
ホストするかを決定します。
CP サーバーを高可用にするために、SFHA クラスタで CP サーバーをホストすること
をお勧めします。

2

3

SFHA クラスタで CP サーバーをホストする場合は、次の情報を確認します。CP サー
バーを設定するときは、次の意思決定を行い、前提条件を満たしてください。
■

SFHA の設定時にディスクベースのフェンシングを設定する必要があります。

■

CP サーバーを設定するときに、共有ストレージを CP サーバーデータベース用
に設定する必要があります。

■

SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）のサーバーベースフェンシン
グを、1 つのコーディネーションポイント（CP サーバー）で設定するか、または 3
つ以上のコーディネーションポイントで設定するかを決定します。
3 つ以上のコーディネーションポイントを使うことをお勧めします。

CP サーバークラスタをセキュアモードで設定するかどうかを決定します。
CP サーバーとクライアント（SF Oracle RAC クラスタ）間の通信を保護する場合は、
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定することを推奨します。CP サーバーク
ラスタでの HAD 通信も保護されます。

4

CP サーバーのハードウェアとネットワークを設定します。
p.41 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

5

CP サーバー設定のために次の情報を用意します。
■

CP サーバーの名前
CP サーバーの名前に特殊文字を使用してはいけません。CP サーバーの名前
には英数字、下線文字、ハイフンを含めることができます。

■

CP サーバーのポート番号
CP サーバーが使用する TCP/IP ポートを割り当てます。
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有効なポート範囲は 49152 と 65535 の間です。デフォルトのポート番号は 14250
です。
■

CP サーバーの仮想 IP アドレス、ネットワークインターフェース、ネットマスク、ネッ
トワークホスト
CP サーバーの仮想 IP アドレスは、複数のアドレスを設定できます。
メモ: 仮想 IP に IPv6 ネットワークアドレスを使うように CP サーバーを設定してい
る場合は、SF Oracle RAC をホストするクラスタノードのオペレーティングシステ
ムが、IPv4 ネットワークスタックのほかに IPv6 ネットワークスタックにも対応して
いる必要があります。SF Oracle RAC が IPv6 に対応している場合でも、そのエー
ジェントで IPv6 ネットワークアドレスを使うように設定することはできません。Oracle
RAC が IPv6 に対応していないためです。

インストーラを使った CP サーバーのインストール
次の手順を実行して、CP サーバーシステムに VCS または SFHA をインストールして設
定します。
CP サーバーシステムに VCS または SFHA をインストールして設定するには
◆

CP サーバーで 1 つのシステムを使うか複数のシステムを使うかに応じて、次のタス
クを実行します。

CP サーバー設定で 1 つ シングルノード VCS クラスタを作成するために、VCS をインストールして設定します。
のシステムを使う場合
インストール時に、すべてのRPMsをインストールすることを選択してください。VRTScps RPMは、
すべてのRPMsをインストールすることを選択した場合にのみインストールされます。
VCS のインストールと設定の手順については、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参
照してください。
CP サーバーの設定に進みます。
p.103 の 「 設定ユーティリティを使った CP サーバーの設定」 を参照してください。
p.113 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照してください。
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CP サーバー設定で複数 SFHA クラスタを作成するために SFHA をインストールして設定します。これにより CP サーバーが
のシステムを使う場合
高可用性になります。
CP サーバーで次の必要条件を満たしてください。
インストール時に、すべてのRPMsをインストールすることを選択してください。VRTScps RPM
は、すべてのRPMsをインストールすることを選択した場合にのみインストールされます。
■ 設定時に、ディスクベースのフェンシング（scsi3 モード）を設定してください。
■

SFHA のインストールと設定の手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High
Availability インストールガイド』を参照してください。
CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定に進みます。

セキュアモードでの CP サーバークラスタの設定
CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ（CP クライアント）間の通信を保護する場合にの
み、CP サーバーのセキュリティを設定する必要があります。
この手順では、CP サーバークラスタでの HAD 通信を保護します。
メモ: VCS の設定時にセキュアモードで CP サーバークラスタを設定している場合は、こ
のセクションをスキップしてください。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定するには
◆

インストーラを次のように実行すると、CP サーバークラスタがセキュアモードで設定
されます。
CP サーバーに VCS をインストールしている場合は、次のコマンドを実行します。
# installvcs -security

CP サーバーに SFHA をインストールしている場合は、次のコマンドを実行します。
# installsfha -security

CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定
CP サーバークラスタに SFHA を設定した場合は、次の手順を実行して CP サーバーデー
タベース用の共有ストレージを設定します。
CP サーバーデータベース用のミラーボリュームを作成し、vxfs ファイルシステムタイプを
使うことをお勧めします。
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CP サーバーデータベースの共有ストレージを設定するには

1

ディスクが含まれているディスクグループを作成します。ミラーボリュームを作成する
には、2 つのディスクが必要です。
例:
# vxdg init cps_dg

2

disk1 disk2

ディスクグループがまだインポートされていない場合は、インポートします。
次に例を示します。
# vxdg import cps_dg

3

ディスクグループ上にミラーボリュームを作成します。
次に例を示します。
# vxassist -g cps_dg make cps_vol volume_size layout=mirror

4

ボリューム上にファイルシステムを作成します。
CP サーバー設定ユーティリティは、vxfs ファイルシステムタイプのみをサポートしま
す。代替のファイルシステムを使う場合は、CP サーバーを手動で設定する必要があ
ります。
CP サーバーが動作しているオペレーティングシステムに合わせて、次のコマンドを
入力します。
AIX

# mkfs -V vxfs /dev/vx/rdsk/cps_dg/cps_volume

HP-UX

# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/cps_dg/cps_volume

Linux

# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/cps_dg/cps_volume

Solaris

# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/cps_dg/cps_volume

設定ユーティリティを使った CP サーバーの設定
CP サーバー設定ユーティリティ（configure_cps.pl）は VRTScps RPMの一部です。
次のいずれかの手順を実行します。
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シングルノード VCS クラ p.104 の 「シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場合」
スタの CP サーバーの場 を参照してください。
合:
SFHA クラスタの CP サー p.108 の 「SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには」 を参照してく
バーの場合:
ださい。

シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場合

1

VRTScps RPM がノードにインストールされていることを確認します。

2

CP サーバーを設定するノードで、CP サーバー設定スクリプトを実行します。
# /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl

3

シングルノード VCS クラスタで CP サーバーを設定する場合は、1 を入力します。
次に、設定ユーティリティは次の設定前チェックを実行します。

4

■

シングルノード VCS クラスタがサポート対象プラットフォームで動作しているかど
うかを確認します。
CP サーバーを設定する前に、CP サーバーには VCS がインストールおよび設
定されている必要があります。

■

CP サーバーがシステムですでに設定されているかどうかを確認します。
CP サーバーがすでに設定されている場合、設定ユーティリティからユーザーに
通知され、ユーザーが CP サーバーを設定する前に、その設定を解除するよう
に要求します。

CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: mycps1

5

CP サーバーのプロセスが使用する有効な仮想 IP アドレスを入力します。
■

設定する仮想 IP アドレスの数を入力します。
Enter the number of virtual IP(s) to configure : 2

■

有効な仮想 IP アドレスを入力してください。
Enter a
process
Enter a
process

valid IP address
should depend on
valid IP address
should depend on

for Virtual IP - 1 which the CP Server
: 10.209.83.85
for Virtual IP - 2 which the CP Server
: 10.209.83.87
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6
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CP サーバーのポート番号を入力するか、または Enter キーを押してデフォルト値
（14250）を受け入れます。
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.85 in range [49152,
65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.87 in range
[49152, 65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250

7

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ間の通信が安全である必要があるかどうか
を選択します。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定していない場合は、n を入力します。
警告: CP サーバークラスタがセキュアモードで設定されていない場合は、y を入力
するとすぐにスクリプトが終了します。CP サーバークラスタをセキュアモードで設定し
てから、CP サーバー設定スクリプトを再実行する必要があります。
Veritas recommends secure communication between the CP server and
application clusters. Enabling security requires Symantec Product
Authentication Service to be installed and configured on the cluster.
Do you want to enable Security for the communications? (y/n)
(Default:y) :

8

CP サーバーデータベースの絶対パスを入力するか、または Enter キーを押してデ
フォルト値（/etc/VRTScps/db）を受け入れます。
CP Server uses an internal database to store the client information.
Note: As the CP Server is being configured on a single node VCS,
the database can reside on local file system.
Enter absolute path of the database (Default:/etc/VRTScps/db):
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9

CP サーバー設定情報を確認します。
Following is the CP Server configuration information:
------------------------------------------------(a)CP Server Name: mycps1
(b)CP Server Virtual IP(s): 10.209.83.85 10.209.83.87
(c)CP Server Port(s): 14250 14250
(d)CP Server Security : 1
(e)CP Server Database Dir: /etc/VRTScps/db
------------------------------------------------Press b if you want to change the configuration, <enter> to continue :

10 設定処理に進み、vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf configuration file.
Successfully created directory /etc/VRTScps/db.
Configuring CP Server Service Group (CPSSG) for this cluster
----------------------------------------------

11 設定する NIC リソースの番号を入力します。パブリック NIC を使う必要があります。
Enter how many NIC resources you want to configure [1 to 2]: 2

設定する各 NIC リソースごとに、次の質問に答えます。

12 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid network interface for virtual IP 10.209.83.85
on mycps1.symantecexample.com: eth0
Enter a valid network interface for virtual IP 10.209.83.87
on mycps1.symantecexample.com: eth0

13 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.85 [1
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.87 [1

want to
to 2] :
want to
to 2] :

associate with the
1
associate with the
2
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14 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
Symantec recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure
NIC resource to be online always.
Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device
eth0 on system mycps1? [y/n] : y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for
NIC eth0 on system mycps1 : 10.209.83.86
Do you want to add another Network Host ?[y/n] : n

15 各仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。次に例を示します。
Enter the netmask for virtual IP 10.209.83.85 :
255.255.252.0
Enter the netmask for virtual IP 10.209.83.87 :
255.255.252.0
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16 設定プロセスが完了した後、成功メッセージが表示されます。次に例を示します。
Successfully added the Quorum Agent Type to VCS configuration.
Successfully added the CPSSG service group to
VCS configuration. Bringing the CPSSG service
group online. Please wait...
The Veritas Coordination Point Server has been
configured on your system.

17 CPSSG サービスグループが追加されたことを確認するため hagrp

-state コマン

ドを実行します。
次に例を示します。
# hagrp -state CPSSG
#Group
CPSSG

Attribute
State

System
mycps1.symantecexample.com

Value
|ONLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。
設定ユーティリティは、CP サーバーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に
vxcpserv プロセスと他のリソースを追加します。
CPSSG についての情報については、『 Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC 管理者ガイド』を参照してください。
さらに、main.cf のサンプルには vxcpserv のリソースと依存関係についての詳細が
含まれています。
p.675 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには

1

VRTScps RPM が各ノードにインストールされていることを確認します。

2

CP サーバークラスタノードにパスワードを要求しない ssh または rsh が設定されて
いることを確認します。

3

クラスタの任意のノードで CP サーバーの設定スクリプトを実行します。
# /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl [-n]

CP サーバー設定ユーティリティでは、システム間通信にデフォルトで ssh が使われ
ます。rsh通信を使う場合は -n オプションを使います。

4

SFHA クラスタに CP サーバーを設定する場合は、2 を入力します。
次に、設定ユーティリティは次の設定前チェックを実行します。
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5

■

SFHA クラスタがサポート対象プラットフォームで動作しているかどうかを確認し
ます。
CP サーバーを設定する前に、CP サーバーには SFHA がインストールおよび設
定されている必要があります。

■

CP サーバーがシステムですでに設定されているかどうかを確認します。
CP サーバーがすでに設定されている場合、設定ユーティリティからユーザーに
通知され、ユーザーが CP サーバーを設定する前に、その設定を解除するよう
に要求します。
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CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: mycps1

6

CP サーバーのプロセスが使用する有効な仮想 IP アドレスを入力します。
■

設定する仮想 IP アドレスの数を入力します。
Enter the number of virtual IP(s) to configure : 2

■

有効な仮想 IP アドレスを入力してください。
Enter a
process
Enter a
process

7

valid IP address
should depend on
valid IP address
should depend on

for Virtual IP - 1 which the CP Server
: 10.209.83.85
for Virtual IP - 2 which the CP Server
: 10.209.83.87

CP サーバーのポート番号を入力するか、または Enter キーを押してデフォルト値
（14250）を受け入れます。
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.85 in range [49152,
65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.87 in range
[49152, 65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250
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8

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ間の通信が安全である必要があるかどうか
を選択します。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定していない場合は、n を入力します。
警告: CP サーバークラスタがセキュアモードで設定されていない場合は、y を入力
するとすぐにスクリプトが終了します。CP サーバークラスタをセキュアモードで設定し
てから、CP サーバー設定スクリプトを再実行する必要があります。
Veritas recommends secure communication between the CP server and
application clusters. Enabling security requires Symantec Product
Authentication Service to be installed and configured on the cluster.
Do you want to enable Security for the communications? (y/n)
(Default:y) :

9

CP サーバーデータベースの絶対パスを入力するか、または Enter キーを押してデ
フォルト値（/etc/VRTScps/db）を受け入れます。
CP Server uses an internal database to store the client information.
Note: As the CP Server is being configured on SFHA cluster, the
database should reside on shared storage with vxfs file system.
Please refer to documentation for information on setting up of
shared storage for CP server database.
Enter absolute path of the database (Default:/etc/VRTScps/db):

10 CP サーバー設定情報を確認します。
Following is the CP Server configuration information:
------------------------------------------------(a)CP Server Name: mycps1
(b)CP Server Virtual IP(s): 10.209.83.85 10.209.83.87
(c)CP Server Port(s): 14250 14250
(d)CP Server Security : 1
(e)CP Server Database Dir: /etc/VRTScps/db
------------------------------------------------Press b if you want to change the configuration, <enter> to continue :
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11 設定処理に進み、各ノードで vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
各ノードの出力は次のとおりです。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf
configuration file.
Successfully created directory /etc/VRTScps/db.
Creating mount point /etc/VRTScps/db on
mycps1.symantecexample.com.
Copying configuration file /etc/vxcps.conf to
mycps1.symantecexample.com
Configuring CP Server Service Group (CPSSG) for this cluster
----------------------------------------------

12 設定する NIC リソースの番号を入力します。パブリック NIC を使う必要があります。
Enter how many NIC resources you want to configure [1 to 2]: 2

設定する各 NIC リソースごとに、次の質問に答えます。

13 クラスタ内のすべてのシステムの仮想 IP に同じ NIC 名を使うかどうかを確認します。
Is the name of network interfaces for NIC resource - 1
same on all the systems?[y/n] : y

14 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid interface for virtual IP 10.209.83.85
on all the systems : eth0

15 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.85 [1
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.87 [1

want to
to 2] :
want to
to 2] :

associate with the
1
associate with the
2
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16 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
Symantec recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure
NIC resource to be online always.
Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device
eth0 on system mycps1? [y/n] : y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for
NIC eth0 on system mycps1 : 10.209.83.86
Do you want to add another Network Host ?[y/n] : n

17 各仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。
Enter the netmask for virtual IP 10.209.83.85 :
255.255.252.0

18 CP サーバーデータベース用のディスクグループの名前を入力します。
Enter the name of diskgroup for cps database :
cps_dg

19 上のディスクグループに作成されるボリュームの名前を入力します。
Enter the name of volume created on diskgroup cps_dg :
cps_volume
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20 設定プロセスが完了した後、成功メッセージが表示されます。次に例を示します。
Successfully added the CPSSG service group to
VCS configuration. Bringing the CPSSG service
group online. Please wait...
The Veritas Coordination Point Server has been
configured on your system.

21 CPSSG サービスグループが追加されたことを確認するため hagrp

-state コマン

ドを実行します。
次に例を示します。
# hagrp -state CPSSG
#Group
CPSSG
CPSSG

Attribute
State
State

System
mycps1
mycps2

Value
|ONLINE|
|OFFLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。
設定ユーティリティは、CP サーバーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に
vxcpserv プロセスと他のリソースを追加します。
CPSSG についての情報については、『 Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC 管理者ガイド』を参照してください。
さらに、main.cf のサンプルには vxcpserv のリソースと依存関係についての詳細が
含まれています。
p.675 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。

CP サーバーの手動設定
手動で CP サーバーを設定するには、次の手順を実行します。
手動で CP サーバーを設定するには

1

次のコマンドを使って、CP サーバークラスタの各ノードで VCS を停止します。
# hastop -local

2

任意のノードに CPSSG サービスグループを追加するには、main.cf ファイルを編
集します。main.cf の CPSSG サービスグループを例として使います。
p.675 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
設定に従って CPSSG サービスグループの下のリソースをカスタマイズします。
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3

次のコマンドを使って main.cf ファイルを検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

検証に成功した場合は、他のすべてのクラスタノードにこの main.cf をコピーしま
す。

4

/etc/vxcps/vxcps.conf.sample に用意されたサンプル設定ファイルを使って
/etc/vxcps.conf ファイルを作成します。

セキュアモードで CP サーバーセクラスタを設定しているかどうかに基づいて、次の
作業を行います。
■

セキュアモードで設定された CP サーバークラスタの場合は、/etc/vxcps.conf
ファイルを編集して security=1 に設定します。

■

セキュアモードで設定されていない CP サーバークラスタの場合
は、/etc/vxcps.conf ファイルを編集して security=0 に設定します。

シマンテック社では、CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信のセキュリティ
を有効にすることをお勧めします。

5

すべてのクラスタノードで VCS を起動します。
# hastart

6

CP サーバーサービスグループ（CPSSG）がオンラインであることを確認します。
# hagrp -state CPSSG

次のような出力が表示されます。
# Group Attribute
CPSSG State

System
Value
mycps1.symantecexample.com |ONLINE|

CP サーバーの設定の確認
CP サーバー設定を確認するには、次の手順を実行します。
CP サーバー設定を確認するには

1

次の設定ファイルが CP サーバー設定処理で指定した情報で更新されていることを
確認します。
■

/etc/vxcps.conf（CP サーバーの設定ファイル）

■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf（VCS 設定ファイル）
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■

2

/etc/VRTScps/db（CP サーバーデータベースのデフォルトの場所）

cpsadm コマンドを実行して、vxcpserv プロセスが設定された仮想 IP をリスニング

しているかどうかを確認します。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、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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8
SF Oracle RAC の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC の設定について

■

スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC のコンポーネントの設定

■

Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定

SF Oracle RAC の設定について
次の状況のときに SF Oracle RAC を設定する必要があります。
■

システムへの SF Oracle RAC のインストールを完了したとき。

■

既存の SF Oracle RAC クラスタを再設定するとき。
メモ: クラスタを再設定する前に、VxFS/CFS を使う実行中のアプリケーションを必ず
停止してください。それから、VxFS/CFS マウントをマウント解除してください。

SF Oracle RAC の設定には、次の高レベルのタスクが必要になります。
■

製品インストーラを起動する（インストール後にインストーラを中止するか、またはクラ
スタを再設定する場合）

■

SF Oracle RAC のコンポーネント（VCS、CVM、CFS）を設定する

■

データ整合性のために SF Oracle RAC クラスタを設定する

設定処理中に、インストーラによって次のタスクが実行されます。
■

クラスタ情報を検証する。

■

SF Oracle RAC プロセスを停止する。

■

SF Oracle RAC 設定ファイルを作成します。
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■

SF Oracle RAC プロセスを起動する。

■

実行されるシステムコマンドとその出力が含まれるログファイル、インストーラの
-responsefile オプションで使用できる応答ファイル、インストールスクリプトの出力が
含まれる概略ファイルが入った新しいディレクトリを作成する。ファイルの場所はインス
トーラによって示されます。

スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC
のコンポーネントの設定
クラスタをセキュアモードで設定する場合は、必要な事前設定タスクが完了していることを
確認します。
インストール後にインストーラを終了した場合は、installsfrac または installer プロ
グラムを起動します。
デフォルトで、システム間の通信には SSH が選択されます。SSH がシステム間の通信に
使われた場合、SSH コマンドはパスワードや確認を求めるプロンプトを表示せずに実行
します。
設定の最後に、クラスタ対応の環境を構築するために VCS、CVM、CFS の各コンポーネ
ントを設定します。
メモ: SF Oracle RAC を再設定する場合は、インストーラを起動する前に、hastop コマン
ドまたは hagrp -offline コマンドを使って VCS 制御下にあるすべてのリソースを停止
する必要があります。
設定中に問題が発生した場合は、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理
者ガイド』の「処理速度とトラブルシューティング」の章で、問題の解決方法に関する情報
を参照してください。
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SF Oracle RAC のコンポーネントを設定するには

1

クラスタ内のいずれかのノードでスーパーユーザーとしてログインします。

2

設定プログラムを開始します。
SF Oracle RAC インストーラ

プログラムを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure galaxy nebula

共通製品インストーラ

プログラムを実行します。
# ./installer -configure galaxy nebula
SF Oracle RAC を設定するために［Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC］を選択します。

著作権情報が表示されてから、ログが作成されるディレクトリが表示されます。

3

1 を入力して、オプション［SF Oracle RAC 下位コンポーネントを設定（Configure
SF Oracle RAC sub-components）］を選択します。
1) Configure SF Oracle RAC sub-components
2) SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
3) Prepare to Install Oracle
4) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
5) Post Oracle Installation Tasks
6) Exit SF Oracle RAC Configuration
Choose option: [1-6,q] (1)

4

設定中にインストーラを終了した場合は、そのインストーラプロセスが検出され、設定
を再開するか新しい設定を開始するかを選択できます。適切な答えを入力します。
The installer has discovered an existing installer process.
The process exited while performing configure of
SF Oracle RAC on galaxy.
Do you want to resume this process? [y,n,q,?] (y) n

5

SF Oracle RAC クラスタを設定するために、Veritas Cluster Server コンポーネント
を設定します。
p.120 の 「SF Oracle RAC クラスタの設定」 を参照してください。

6

VCS ユーザーを追加します。
p.130 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してください。
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7

SMTP 電子メール通知を設定します。
p.131 の 「SMTP 電子メール通知の設定」 を参照してください。

8

SNMP トラップ通知を設定します。
p.133 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

9

インストール中に GCO を有効にすることを選択した場合は、グローバルクラスタを設
定します。
p.135 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

10 SF Oracle RAC のリソースを停止します。
p.136 の 「SF Oracle RAC プロセスの停止と起動」 を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタの設定
SF Oracle RAC クラスタを設定するには、Veritas Cluster Server コンポーネントを設定
する必要があります。
基本クラスタまたは高度なクラスタを設定できます。基本クラスタ設定には、クラスタ名、
ID、および LLT に対するプライベートハートビートリンクが必要です。インストーラによっ
て提示される残りの設定オプションは省略可能で、高度なクラスタを設定する予定の場合
に使用される可能性があります。
詳しくは『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

クラスタ名の設定
インストーラのメッセージが表示されたら、クラスタの情報を入力します。
クラスタを設定するには

1

インストーラによって表示される設定の指示を確認します。

2

一意のクラスタ名を入力します。
Enter the unique cluster name: [q,?] rac_cluster101

プライベートハートビートリンクの設定
LLT が使うプライベートハートビートを設定します。VCS では、イーサネット上での LLT ま
たは UDP（User Datagram Protocol）上での LLT を使うことができます。ハードウェア必
要条件のために UDP 上での LLT を使う必要がある場合以外は、イーサネット上での
LLT を使うようにハートビートリンクを設定することをお勧めします。UDP 上での LLT を
設定する場合は、必ず前提条件を満たしてください。
次の手順は、イーサネット上での LLT の設定に役立ちます。
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プライベートハートビートリンクを設定するには

1

イーサネット上での LLT を設定するか、UDP 上での LLT を設定するかに応じて、
インストーラプロンプトで次のいずれかのオプションを選択します。
■

オプション 1: イーサネット上での LLT（インストーラの質問に答えます）
インストーラプロンプトでイーサネット上での LLT を設定するためのハートビート
リンク詳細を入力します。
手順 2 へ進みます。

■

オプション 2: UDP 上での LLT（インストーラの質問に答えます）
ハートビートリンクとして使う NIC ごとに IP アドレスが設定されていることを確認
します。インストーラプロンプトで UDP 上での LLT を設定するためのハートビー
トリンク詳細を入力します。NIC の IP アドレスをまだ設定していない場合は、NIC
の IP アドレスを検出することもできます。
手順 3 へ進みます。

■

オプション 3: イーサネット上での LLT の設定を自動的に検出する
インストーラがハートビートリンク詳細を自動的に検出し、イーサネット上での LLT
を設定できるようにします。各システムの間を接続しているすべてのリンクが自動
的に検出されます。
インストーラがハートビートリンクの検出と設定を自動的に実行できるように、NIC
がアクティブになっていることを確認してください。
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手順 5 へ進みます。

2

オプション 1 を選択した場合、プライベートハートビートリンクのネットワークインター
フェースカード詳細を入力します。
ネットワークインターフェースカードが自動的に検出されて、一覧表示されます。
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェースカード（通常は
eth0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] eth1
eth1 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on galaxy.
Are you sure you want to use eth1 for the first private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] eth2
eth2 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on galaxy.
Are you sure you want to use eth2 for the second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)
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3

オプション 2 を選択した場合、プライベートハートビートリンクの NIC 詳細を入力しま
す。この手順では、NIC の名前として private_NIC1 や private_NIC2 などを使って
います。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] private_NIC1
Do you want to use address 192.168.0.1 for the
first private heartbeat link on galaxy: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the first private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (50000) ?
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] private_NIC2
Do you want to use address 192.168.1.1 for the
second private heartbeat link on galaxy: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the second private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (50001) ?
Do you want to configure an additional low priority
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Enter the NIC for the low priority heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (private_NIC0)
Do you want to use address 192.168.3.1 for
the low priority heartbeat link on galaxy: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the low priority heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (50004)

4

同じ NIC の詳細を他のシステムでプライベートハートビートリンクを設定するために
使うかどうかを選択します。
Are you using the same NICs for private heartbeat links on all
systems? [y,n,q,b,?] (y)

入力した NIC の詳細を galaxy で使用する場合は、同じ NIC が各システムで利用
可能であることを確かめます。次に、プロンプトで y を入力します。
UDP 上での LLT の場合は、他のシステムで同じ NIC を使いたい場合でも、他のシ
ステムの NIC ごとに一意の IP アドレスを入力する必要があります。
一部のシステムで NIC のデバイス名が異なっていたら、n を入力します。プログラム
のプロンプトに従って、各システムに NIC の詳細を入力します。
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5

オプション 3 を選択した場合は、各システムの NIC とネットワークリンクの検出とリン
ク優先度の設定が自動的に行われます。
ハートビートリンクの検出に失敗するか、高優先度リンクの検出に失敗した場合は、
オプション 1 またはオプション 2 を選択し、ハートビートリンクを手動で設定してくだ
さい。
オプション 1 の場合は手順 2、オプション 2 の場合は手順 3 を参照してください。

6

一意のクラスタ ID を入力します。
Enter a unique cluster ID number between 0-65535: [b,q,?] (60842)

クラスタ ID 60842 が別のクラスタによって使用されている場合、クラスタを設定する
ことはできません。インストーラはクラスタ ID が重複していないことを判断するために
検査を実行します。検査処理が 1 分かからずに終了します。
Would you like to check if the cluster ID is in use by another
cluster? [y,n,q] (y)

7

インストーラが表示する要約された情報を確認します。

これで、基本のクラスタが設定されました。残りの設定はオプションです。
メモ: 以降の画面を通ってデフォルト値 nを受け入れることによって続行できます。

クラスタの仮想 IP の設定
Cluster Manager（Java コンソール）または VOM（Veritas Operations Manager）への
接続や、RemoteGroup リソースでの指定に使うクラスタの仮想 IP を設定できます。
Cluster Manager について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
RemoteGroup エージェントについて詳しくは、『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。
クラスタの仮想 IP を設定するには

1

クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を確認します。

2

仮想 IP を設定するかどうか確認するメッセージが表示された場合は、y と入力しま
す。

3

最初のシステムで検出されたパブリック NIC を使うかどうかを指定します。
次のいずれかを実行します。
■

検出された NIC を使う場合は、Enter キーを押します。

■

別の NIC を使う場合は、使う NIC の名前を入力して、Enter キーを押します。
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Active NIC devices discovered on galaxy: eth0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on galaxy:
[b,q,?](eth0)

4

すべてのノードで同じパブリック NIC を使うかどうかを指定します。
次のいずれかを実行します。
■

すべてのノードで同じパブリック NIC を使う場合は、y を入力します。

■

一意の NIC を使う場合は、n を入力して、各ノードの NIC を入力します。

Is eth0 to be the public NIC used by all systems
[y,n,q,b,?] (y)

5

クラスタの仮想 IP アドレスを入力します。
Enter the Virtual IP address for the Cluster:
[b,q,?] 192.168.1.16

6

デフォルトのネットマスクを受け入れるか、または別のネットマスクを入力します。
Enter the netmask for IP 192.168.1.16: [b,q,?] (255.255.240.0)

7

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: eth0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

セキュアモードでのクラスタの設定
インストーラにより、セキュアクラスタを設定するかどうかを確認するメッセージが表示され
ます。
Would you like to configure the SF Oracle RAC cluster in secure mode?
[y,n,q,?] (n)

セキュアクラスタを設定するには、y と入力します。
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SF Oracle RAC クラスタの信頼関係の設定
VCS のユーザーを認証するために外部認証ブローカーを使用する必要がある場合に
は、VCS とブローカーの間で信頼関係を設定してください。たとえば、Veritas Operations
Manager（VOM）を外部認証ブローカーにする場合には、信頼関係により、VOM が発
行する信用証明を VCS が受け入れるようにします。
SF Oracle RAC クラスタとブローカーの間で信頼関係を設定するには、次の手順を実行
します。
信頼関係を設定するには

1

クラスタのノードの 1 つにスーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -securitytrust

インストーラはログファイルの場所を指定します。それから、クラスタ名のようなクラス
タ情報、クラスタ ID、ノード名、およびサービスグループを表示します。

3

インストーラがブローカー情報を入力するようにメッセージを表示したら、IP アドレス、
ポート番号、およびブローカーとの信頼関係を確立するデータディレクトリを指定し
ます。
Input the broker name of IP address: 15.193.97.204
Input the broker port: (14545)

ポート番号を指定するか、または Enter キーを押してデフォルトのポートを受け入れ
ます。
Input the data directory to setup trust with: (/var/VRTSvcs/
vcsauth/data/HAD)

有効なデータディレクトリを指定するか、または Enter キーを押してデフォルトのディ
レクトリを受け入れます。

4

インストーラは次の処理のいずれかを実行します。
■

有効なディレクトリが指定されれば、インストーラは確認メッセージを表示します。
Are you sure that you want to setup trust for the VCS cluster
with the broker 15.193.97.204 and port 14545? [y,n,q] y

インストーラはクラスタのすべてのノードに対してブローカーとの信頼関係を設定
し、確認を表示します。
Setup trust with broker 15.193.97.204 on cluster node1
........Done
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Setup trust with broker 15.193.97.204 on cluster node2
........Done

インストーラはログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示して、終了
します。
■

ブローカーの IP アドレス、ポート番号、またはディレクトリ名に対して正しくない
情報を入力した場合には、インストーラはエラーを表示します。インストーラはロ
グファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示して、終了します。

ノード別のセキュアクラスタノードの設定
パスワードを要求しない ssh またはパスワードを要求しない rsh をサポートしない環境で
は、-security オプションを使ってクラスタのセキュアモードを有効にすることができませ
ん。代わりに、-securityonenode オプションを使って、ノード別にセキュアクラスタを設
定することができます。
表 8-1 に、セキュアクラスタを設定するときに必要となるタスクの一覧を示します。
表 8-1

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

タスク

参照

1 つのノードでセキュリティを設定 p.127 の 「最初のノードの設定」 を参照してください。
する
残りのノードでセキュリティを設定 p.128 の 「残りのノードの設定」 を参照してください。
する
手動設定の手順を完了する

p.129 の 「セキュアクラスタ設定の完了」 を参照してください。

最初のノードの設定
クラスタの 1 つのノードで、次の手順を実行します。
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最初のノードでセキュリティを設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -securityonenode

インストーラにより、クラスタ、ノードとサービスグループについての情報の一覧が表
示されます。VCS が設定されていないか、または VCS がクラスタのすべてのノード
で実行されていないと、セキュリティの設定を続行するかどうかを確認するメッセージ
が表示されます。次に、設定するノードを確認するメッセージが表示されます。
VCS is not running on all systems in this cluster. All VCS systems
must be in RUNNING state. Do you want to continue? [y,n,q] (n) y
1) Perform security configuration on first node and export
security configuration files.
2) Perform security configuration on remaining nodes with
security configuration files.
Select the option you would like to perform [1-2,q.?] 1

警告: 最初のノードを設定すると、クラスタユーザーに関するすべての設定が削除さ
れます。/opt/VRTSvcs/bin/hauser コマンドを使って、クラスタユーザーを手動で
作成できます。

3

ノードでのセキュアな設定が完了します。セキュリティ設定ファイルの場所が指定さ
れ、クラスタの他のノードにこれらのファイルをコピーするかどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所も指定されま
す。

4

/var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ディレクトリから、クラスタの他のノードの一時ディレ

クトリに、セキュリティ設定ファイルをコピーします。

残りのノードの設定
クラスタの残りの各ノードで、次の手順を実行してください。
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クラスタの残りの各ノードでセキュリティを設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -securityonenode

インストーラにより、クラスタ、ノードとサービスグループについての情報の一覧が表
示されます。VCS が設定されていないか、または VCS がクラスタのすべてのノード
で実行されていないと、セキュリティの設定を続行するかどうかを確認するメッセージ
が表示されます。次に、設定するノードを確認するメッセージが表示されます。2 と
入力します。
VCS is not running on all systems in this cluster. All VCS systems
must be in RUNNING state. Do you want to continue? [y,n,q] (n) y
1) Perform security configuration on first node and export
security configuration files.
2) Perform security configuration on remaining nodes with
security configuration files.
Select the option you would like to perform [1-2,q.?]

2

ノードでのセキュアな設定が完了します。ログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の場所が指定されます。

セキュアクラスタ設定の完了
次の手順を手動で実行し、設定を完了してください。
セキュアクラスタ設定を完了するには

1

最初のノードで、ClusterService サービスグループを除くすべてのサービスグルー
プをフリーズします。
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -makerw
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -list Frozen=0
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -freeze groupname -persistent
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -dump -makero

2

最初のノードで、VCS エンジンを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer/hastop -all -force
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3

すべてのノードで、CmdServer を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer -stop

4

最初のノードで、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを次のように編
集します。
cluster clus1 (
SecureClus = 1
)

5

すべてのノードに、/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

6

最初のノードで、VCS を起動します。次に、残りのノードで VCS を起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastart

7

すべてのノードで、CmdServer を起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer

8

最初のノードで、サービスグループをアンフリーズします。
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -makerw
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -list Frozen=1
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -unfreeze groupname -persistent
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -dump -makero

VCS ユーザーの追加
セキュア VCS クラスタを有効にしている場合は、VCS ユーザーを今すぐに追加する必要
はありません。それ以外の場合は、この時点で、VCS ユーザーを追加できます。
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VCS ユーザーを追加するには

1

VCS ユーザーを追加するために必要な情報を確認します。

2

必要に応じて、Admin ユーザーのパスワードをリセットします。
Do you wish to accept the default cluster credentials of
'admin/password'? [y,n,q] (y) n
Enter the user name: [b,q,?] (admin)
Enter the password:
Enter again:

3

ユーザーを追加するには、プロンプトで y と入力します。
Do you want to add another user to the cluster? [y,n,q] (y)

4

ユーザーの名前、パスワード、権限のレベルを入力します。
Enter the user name: [b,q,?] smith
Enter New Password:*******
Enter Again:*******
Enter the privilege for user smith (A=Administrator, O=Operator,
G=Guest): [b,q,?] a

5

ユーザーの追加を完了したら、プロンプトで n と入力します。
Would you like to add another user? [y,n,q] (n)

6

新しく追加されたユーザーの概略を見直し、その情報を確認します。

SMTP 電子メール通知の設定
SMTP 電子メールサービスにイベント通知を送信するように VCS を設定することを選択
できます。SMTP サーバー名と、通知先のユーザーの電子メールアドレスを指定する必
要があります。通知はインストールの後でも設定できます。
詳しくは『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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SMTP 電子メール通知を設定するには

1

SMTP 電子メール通知を設定するために必要な情報を確認します。

2

SMTP 通知を設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure SMTP notification?[y,n,q,?](n) y

SMTP の通知を設定しない場合は、次の設定オプションにスキップできます。
p.133 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

3

SMTP 通知を設定するための情報を指定します。
次の情報を指定します。
■

NIC 情報を入力します。
Active NIC devices discovered on galaxy: eth0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (eth0)
Is eth0 to be the public NIC used by all systems?
[y,n,q,b,?](y)

■

SMTP サーバーのホスト名を入力します。
Enter the domain-based hostname of the SMTP server
(example: smtp.yourcompany.com): [b,q,?] smtp.example.com

■

各受信者の電子メールアドレスを入力します。
Enter the full email address of the SMTP recipient
(example: user@yourcompany.com): [b,q,?] ozzie@example.com

■

各受信者に送信するメッセージの最小セキュリティレベルを入力します。
Enter the minimum severity of events for which mail should be
sent to ozzie@example.com [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?] w

4

必要に応じて、SMTP 受信者を追加します。
■

別の SMTP 受信者を追加する場合は、y と入力し、プロンプトで必要な情報を
指定します。
Would you like to add another SMTP recipient?[y,n,q,b] (n) y
Enter the full email address of the SMTP recipient
(example: user@yourcompany.com): [b,q,?] harriet@example.com
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Enter the minimum severity of events for which mail should be
sent to harriet@example.com [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?]E
■

追加しない場合は、n と入力します。
Would you like to add another SMTP recipient?[y,n,q,b] (n)

5

SMTP 通知情報を確認します。
NIC: eth0
SMTP Address: smtp.example.com
Recipient: ozzie@example.com receives email for Warning or
higher events
Recipient: harriet@example.com receives email for Error or
higher events
Is this information correct?[y,n,q] (y)

SNMP トラップ通知の設定
SNMP 管理コンソールにイベント通知を送信するように VCS を設定することを選択でき
ます。 通知先の SNMP 管理コンソールの名前と、メッセージレベルを指定する必要があ
ります。
通知はインストールの後でも設定できます。
詳しくは『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
SNMP トラップ通知を設定するには

1

VCS の SNMP 通知機能を設定するために必要な情報を確認します。

2

SNMP 通知を設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure SNMP notification?[y,n,q,?](n) y

このオプションをスキップすると、有効な HA/DR のライセンスがインストールされて
いれば、このクラスタをグローバルなクラスタとして設定するオプションが表示されま
す。 HA/DR のライセンスをインストールしなかった場合、インストーラは入力された
設定内容に従って SF Oracle RAC を設定します。
p.135 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

SNMP トラップ通知を設定するための情報を指定します。
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次の情報を指定します。
■

NIC 情報を入力します。
Active NIC devices discovered on galaxy: eth0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (eth0)
Is eth0 to be the public NIC used by all systems?
[y,n,q,b,?](y)

■

SNMP トラップデーモンのポートを入力します。
Enter the SNMP trap daemon port: [b,q,?](162)

■

SNMP コンソールのシステム名を入力します。
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] saturn

■

各コンソールに送信するメッセージの最小セキュリティレベルを入力します。
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to saturn [I=Information, W=Warning, E=Error,
S=SevereError]: [b,q,?]E

4

必要に応じて、SNMP コンソールを追加します。
■

別の SNMP コンソールを追加する場合は、y を入力し、プロンプトで必要な情報
を指定します。
Would you like to add another SNMP console?[y,n,q,b] (n) y
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] jupiter
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to jupiter [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?]S

■

追加しない場合は、n と入力します。
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Would you like to add another SNMP console?[y,n,q,b] (n)

5

SNMP 通知情報を確認します。
NIC: eth0
SNMP Port: 162
Console: saturn receives SNMP traps for Error or
higher events
Console: jupiter receives SNMP traps for SevereError or
higher events
Is this information correct?[y,n,q] (y)

グローバルクラスタの設定
有効な HA/DR ライセンスをインストールしてある場合は、インストーラによってこのクラス
タをグローバルクラスタとして設定するオプションが表示されます。 インストールしていな
い場合は、CVM と CFS についての一連の質問に進みます。
グローバルクラスタを設定して、別の場所にあるクラスタをリンクし、広域フェールオーバー
とディザスタリカバリを有効にすることができます。インストーラによりグローバルクラスタの
基本情報が VCS 設定ファイルに追加されます。グローバルクラスタを設定するには、追
加の設定タスクを実行する必要があります。
SF Oracle RAC グローバルクラスタを設定するための手順について詳しくは、『Veritas
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
メモ: キャンパスクラスタを設定するために HA/DR ライセンスをインストールした場合は、
このインストールオプションを省略します。
グローバルクラスタオプションを設定するには

1

グローバルクラスタオプションを設定するために必要な情報を確認します。

2

グローバルクラスタオプションを設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure the Global Cluster Option?[y,n,q] (n) y

このオプションを省略する場合は、インストーラはユーザーが入力した設定の詳細に
基づいた VCS の設定に進みます。
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3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を入力します。
インストーラから、NIC、仮想 IP アドレス、ネットマスクの値を入力するよう要求されま
す。
仮想 IP アドレスの詳細を入力した場合、インストーラは入力した値を検出します。
グローバルクラスタ設定に同じ仮想 IP アドレスを使うことも、別の値を入力することも
できます。

4

グローバルクラスタの設定を確認します。
Global Cluster Option configuration verification:
NIC: eth0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct?[y,n,q] (y)

SF Oracle RAC 設定ファイルの作成
このプログラムは、これまでの設定タスクで収集されたすべての情報を統合し、設定ファ
イルを作成します。
セキュアモードでクラスタを設定することを選択した場合、インストーラはルートおよび認
証モードで認証ブローカーを作成する Symantec Product Authentication Service も
設定します。
設定プログラムが VCS を開始したら出力を確認し、VCS 設定ファイルを作成し、各ノード
にそのファイルをコピーします。

SF Oracle RAC プロセスの停止と起動
インストーラは SF Oracle RAC プロセスを停止して起動し、SF Oracle RAC エージェント
を設定します。
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メモ: Do not opt to start SF Oracle RAC now if you want to configure private
heartbeats to use aggregated interfaces that the installer has not discovered or
to use aggregated interfaces on nodes that run SLES.
SF Oracle RAC プロセスを停止するには

1

y と入力して、SF Oracle RAC プロセスを停止します。
Do you want to stop SF Oracle RAC processes now?[y,n,q,?](y)

2

インストーラが SF Oracle RAC プロセスを停止して起動するので、出力を確認しま
す。
SF Oracle RAC 設定プログラムは I/O フェンシング機能を無効モードで開始するこ
とに注意してください。SF Oracle RAC では I/O フェンシング機能を設定して有効
にする必要があります。

Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設
定
Web ベースのインストーラを使って SF Oracle RAC の設定を始める前に、設定の必要
条件を確認してください。
デフォルトで、システム間の通信には SSH が選択されます。SSH がシステム間の通信に
使われた場合、SSH コマンドはパスワードや確認を求めるプロンプトを表示せずに実行
します。
設定処理中はいつでも、［終了（Quit）］をクリックして Web インストーラを終了できます。
クラスタで SF Oracle RAC を設定するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、タスクと製品
を次のように選択します。
タスク

製品の設定（Configure a Product）

製品

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

［次へ（Next）］をクリックします。
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3

［システムの選択（Select Systems）］ページで、SF Oracle RAC を設定するシステ
ムの名前を入力し、［次へ（Next）］をクリックします。
例: galaxy nebula
インストーラは初期システム検証を実行します。システム通信が検査されます。また、
リリース互換性、インストールされている製品バージョン、プラットフォームバージョン
を調べ、製品のプレチェックを実行します。
インストーラがシステムの検証を正常に完了した後、［次へ（Next）］をクリックします。

4

［確認（Confirmation）］ダイアログボックスが表示されたら、I/O フェンシングを設定
するかどうかを選択します。
I/O フェンシングを設定するには、［はい（Yes）］をクリックします。
後で I/O フェンシングを設定するには、［いいえ（No）］をクリックします。Web ベー
スのインストーラを使って I/O フェンシングを後で設定できます。
p.158 の 「Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定によるデータ
整合性の実現」 を参照してください。
installsfrac -fencing コマンド、応答ファイルを使って I/O フェンシングを後で

設定することもできます。または、手動で設定します。
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5

［クラスタ名/ID の設定（Set Cluster Name/ ID）］ページで、クラスタについて次の
情報を指定します。
クラスタ名

一意のクラスタ名を入力します。

クラスタ ID

一意のクラスタ ID を入力します。
インストーラを使って、クラスタ ID が一意であるかどうかを確認できま
す。マルチクラスタ環境での重複したクラスタ ID を調べるには、イン
ストーラを使うことを推奨します。

重複クラスタ ID の確 指定したクラスタ ID がプライベートネットワーク内で一意であることを
認（Check duplicate 検証する場合はこのチェックボックスを選択します。検証は次のペー
cluster ID）
ジでハートビートの詳細を指定した後実行されます。検証は完了する
のに数分間かかります。
LLT のタイプ

一覧から LLT タイプを選択します。UDP 上での LLT または イーサ
ネット上での LLT を設定することを選択できます。
［イーサネット上の自動検出（Auto detect over Ethernet）」を選択
した場合は、イーサネット上での LLT リンクが自動的に検出されます。
リンクを確認したら、［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで［は
い（Yes）］をクリックします。手順 7 へ進みます。［いいえ（No）］をクリッ
クした場合は、イーサネット上での LLT を設定するための詳細を手動
で入力する必要があります。

ハートビート数

設定するハートビートリンク数を選択します。

NIC

設定する NIC を選択します。

追加の優先度の低い 優先度が低いリンクを設定する場合はチェックマークを付けます。1
ハートビート NIC
つのハートビートリンクが優先度が低いリンクとして設定されます。
（Additional Low
Priority Heartbeat
NIC）
システムごとに一意の イーサネット上での LLT で、他のシステムでのプライベートハートビー
ハートビート NIC
トリンクを設定するときに同じ NIC 詳細を使わない場合に、チェック
（Unique Heartbeat マークを付けます。
NICs per system）
UDP 上の LLT では、このチェックボックスはデフォルトでチェックマー
クが付いています。

［次へ（Next）］をクリックします。

6

［クラスタハートビートの設定（Set Cluster Heartbeat）］ページでは、［クラスタ名/ID
の設定（Set Cluster Name/ ID）］ページで選択した LLT タイプのハートビートリン
ク詳細を選択します。
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［イーサネット経由の LLT 次の設定を行います。
（LLT over Ethernet）］の
■ すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、プライベートハー
場合:
トビートリンクごとに NIC を選択します。
■ ［クラスタ名/ID の設定（Set Cluster Name/ ID）］ページで
［システムごとに一意のハートビート NIC（Unique Heartbeat
NICs per system）］を選択した場合は、システムごとに NIC
詳細を入力します。
［UDP 経由の LLT（LLT
over UDP）］の場合:

プライベートハートビートリンクごとに NIC、ポート、IP アドレスを
選択します。これらの詳細はシステムごとに指定する必要があり
ます。

［次へ（Next）］をクリックします。

7

［オプションの設定（Optional Configuration）］ページで、設定するオプション VCS
機能を決定します。対応するタブをクリックし、各オプションの詳細を指定します。
仮想 IP（Virtual
IP）

［仮想 IP を設定する（Configure Virtual IP）］にチェックマークを
付けます。
■ 各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
■ 仮想 IP を設定するインターフェースを選択します。
■

■

ネットマスクの仮想 IP アドレスと値を入力します。

VCS ユーザー(VCS ■ 必要に応じて、Admin ユーザーのパスワードをリセットします。
Users)
■ ［VCS ユーザーの設定（Configure VCS users）］オプションを選択
します。
■ ［追加（Add）］をクリックして、新しいユーザーを追加します。
このユーザーのユーザー名、パスワードおよびユーザー権限を指
定します。
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SMTP

■

［SMTP の構成（Configure SMTP）］にチェックマークを付けます。

■

各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、すべてのシステムで
使う VCS Notifier 用の NIC を選択します。そうでない場合は、そ
れぞれのシステムで使う NIC を選択します。
［SMTP サーバー］ボックスに、SMTP サーバーのドメインベースホ
スト名を入力します。例: smtp.yourcompany.com
［受信者］ボックスに、SMTP 受信者の完全な電子メールアドレスを
入力します。例: user@yourcompany.com。
［イベント］リストボックスで、各受信者に送信するメッセージの最小
セキュリティレベルを選択します。
必要に応じて、［追加（Add）］をクリックし、さらに SMTP 受信者を
追加します。

■

■

■

■

■

SNMP

■

■

■

■

■

■

■

GCO

［SNMP の構成（Configure SNMP）］にチェックマークを付けま
す。
各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、すべてのシステムで
使う VCS Notifier 用の NIC を選択します。そうでない場合は、そ
れぞれのシステムで使う NIC を選択します。
［SNMP ポート］ボックスに、SNMP トラップデーモンポート（162）を
入力します。
［コンソールシステム名］ボックスに、SNMP コンソールシステム名
を入力します。
［イベント］リストボックスで、各コンソールに送信するメッセージの最
小セキュリティレベルを選択します。
必要に応じて、［追加（Add）］をクリックし、さらに SNMP コンソール
を追加します。

有効な HA/DR ライセンスをインストールしたら、後で設定するグロー
バルクラスタの広域ハートビートリンク詳細をここで入力できます。
SF Oracle RAC グローバルクラスタを設定する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。
■

［GCO を設定（Configure GCO）］にチェックマークを付けます。

各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
■ NIC を選択します。
■

■

ネットマスクの仮想 IP アドレスと値を入力します。
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セキュリティ
（Security）

セキュアな SF Oracle RAC クラスタを設定するには、［セキュアクラスタ
を設定します（Configure secure cluster）］チェックボックスをオンに
します。
このタスクを後で実行する場合は、［セキュアクラスタを設定します
（Configure secure cluster）］チェックボックスのチェックマークをは
ずします。installsfrac プログラム の -security オプションを使う
ことができます。

［次へ（Next）］をクリックします。

8

［プロセスの停止（Stop Processes）］ページで、すべてのプロセスが正常に停止し
た後に［次へ（Next）］をクリックします。

9

［プロセスの開始（Start Processes）］ページで、指定した詳細に基づいて設定が実
行されてすべてのプロセスが正常に開始した後に、［次へ（Next）］をクリックします。
手順 4 で I/O フェンシングの設定を選択しなかった場合は、手順 11 までスキップし
ます。フェンシングを設定する場合は、手順 10 に進みます。

10 ［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、フェンシング設定の
種類を選択します。
コーディネーションポイン サーバーベース I/O フェンシングを設定するには、このオプショ
トクライアントベースのフェ ンを選択します。
ンシングの設定
（Configure
Coordination Point
client based fencing）
ディスクベースのフェンシ ディスクベース I/O フェンシングを設定するには、このオプション
ングを設定します
を選択します。
（Configure disk based
fencing）

設定するフェンシングの種類に応じて、画面に従って操作します。
p.158 の 「Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定によるデータ
整合性の実現」 を参照してください。

11 ［次へ（Next）］をクリックして、SF Oracle RAC を設定するプロセスを完了します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

12 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

9
データ整合性のための SF
Oracle RAC クラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

installsfrac プログラム を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定

■

Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定によるデータ整合性の実
現

■

installsfrac プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

■

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

installsfrac プログラム を使ったディスクベース I/O フェ
ンシングの設定
installsfrac プログラムの -fencing オプションを使って I/O フェンシングを設定できま
す。

VxVM ディスクとしてのディスクの初期化
次の手順を実行して VxVM ディスクとしてディスクを初期化します。
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ディスクを VxVM ディスクとして初期化するには

1

オペレーティングシステムによって認識されている新しい外部ディスクまたは LUN
を一覧表示します。各ノードで、次のコマンドを入力します。
# fdisk -l

2

VxVM ディスクとしてディスクを初期化するには、次のいずれかの方法を使います。
■

対話形式の vxdiskadm ユーティリティを使って、ディスクを VxVM ディスクとし
て初期化します。
詳しくは『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

■ vxdisksetup コマンドを使って、ディスクを VxVM ディスクとして初期化します。

# vxdisksetup -i device_name

次の例では、CDS 形式を指定しています。
# vxdisksetup -i sdr

コーディネータディスクとして使う各ディスクに対して、このコマンドを繰り返しま
す。

コーディネータディスクとして使うディスクの特定
VxVM ディスクとしてディスクを初期化していることを確認してください。
p.143 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
以下の手順を確認してから、コーディネータディスクとして使うディスクを識別してくださ
い。
コーディネータディスクを特定するには

1

各ノードのディスクを一覧表示します。
たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクが一覧表示されます。
# vxdisk -o alldgs list

2

コーディネータディスクとして使う SCSI-3 PR 互換共有ディスクを 3 つ選択します。
p.144 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

I/O フェンシング用の共有ディスクの確認
SF Oracle RAC の設定を準備するときに設定した共有ストレージが I/O フェンシングの
必要条件を満たしていることを確認してください。vxfentsthdw ユーティリティを使用して
共有ディスクをテストできます。2 つのノードには ssh 通信（デフォルト）または rsh 通信
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が確立されている必要があります。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。-i オプションを指定して vxfenadm コマンド
を使います。このコマンドオプションは、LUN の同じシリアル番号が LUN へのすべての
パスで返されることを確認します。
コーディネータディスクとして動作しているディスクを必ずテストしてください。
vxfentsthdw ユーティリティには、多数のディスクをテストするのに適した追加オプション
があります。ディスクグループをテストするオプション（-g）、ファイルに記述されたディスク
をテストするオプション（-f）などを確認してください。また、-r オプションを使うと、データ
を破棄せずにディスクをテストできます。
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。
そのディスクが SCSI-3 をサポートしているかを調べるには、次のタスクを行います。
■

ASL（Array Support Library）を確認する
p.145 の 「ASL（Array Support Library）の確認」 を参照してください。

■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
p.146 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることの確認」 を参照してくださ
い。

■

SCSI-3 の共有ディスクをテストする
p.147 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。

ASL（Array Support Library）の確認
追加しようとしているアレイの ASL（Array Support Library）がインストールされているこ
とを確認します。
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ASL（Array Support Library）を確認するには

1

追加しようとしているアレイの ASL（Array Support Library）がインストールされてい
ない場合は、入手して各ノードにインストールしてから次の手順に進みます。
追加するサポート対象のストレージデバイスの ASL は、ディスクアレイベンダーまた
はシマンテック社のテクニカルサポートから入手できます。

2

ディスクアレイの ASL を各ノードにインストールします。各ノードで次のコマンドを実
行し、その出力を検証して、ASL がインストールされたことを確認します。
次に出力例を示します。
# vxddladm listsupport all

LIBNAME
VID
PID
=============================================================
libvxhitachi.so
HITACHI
DF350, DF400, DF400F,
DF500, DF500F
libvxxp1281024.so
HP
All
libvxxp12k.so
HP
All
libvxddns2a.so
DDN
S2A 9550, S2A 9900,
S2A 9700
libvxpurple.so
SUN
T300
libvxxiotechE5k.so XIOTECH
ISE1400
libvxcopan.so
COPANSYS
8814, 8818
libvxibmds8k.so
IBM
2107

3

すべてのディスクドライブとその属性をスキャンし、VxVM デバイスリストを更新し、
DMP を新しいデバイスで再設定します。次のように入力します。
# vxdisk scandisks

ディスクの追加と設定の方法について、詳しくは Veritas Volume Manager のマ
ニュアルを参照してください。

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることの確認
vxfentsthdw ユーティリティを使用して、共有データストレージまたはコーディネータディ
スクとして使うディスクをテストする前に、システムが同じディスクを参照することを確認す
る必要があります。
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ノードに同じディスクへのアクセス権限があ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

テスト中に、どちらのノードも同じディスクに接続されることを確認します。ディスクの
シリアル番号を確認するには、vxfenadm コマンドを使います。
# vxfenadm -i diskpath

詳しくは vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
ノード A では /dev/sdx のパスで、ノード B は /dev/sdy パスで、EMC のディスクに
アクセスできるとします。
ノード A からは、次のように入力します。
# vxfenadm -i /dev/sdx
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/sdy パスを使って、同等のコマンドをノード B で入力すると、同じシリアル番号
情報が表示されます。
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/sdz
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では、/dev/sdx ディスクを使います。
ディスクの準備が整っていることを示すメッセージが表示されない場合、テストは失敗で
す。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。失敗
は不良ディスクが原因の場合もあります。
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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
は、ディスクが I/O フェンシング用として使用できることを、次のようなメッセージで示しま
す。
The disk /dev/sdx is ready to be configured for I/O Fencing on
node galaxy

コーディネータディスクを交換する方法について詳しくは、『Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。
vxfentsthdw ユーティリティを使ってディスクをテストするには

1

システム対システムの通信が適切に機能していることを確認します。
p.684 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。
rsh を通信に使う場合は、-n オプションを指定してユーティリティを実行します。
# vxfentsthdw [-n]

3

このスクリプトはテストによるディスク上のデータ上書きを警告します。概要と警告を
確認してから、プロセス続行を確定してノードの名前を入力します。
警告: -r オプションを使わないと、テストによってディスク上に存在するデータが上
書きされ、破壊されます。
******** 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

チェックするディスクの名前を入力します。各ノードで、異なる名前が同じディスクに
付けら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/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/sdr
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
nebula in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/sdr

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、各ノードでユー
ティリティが正常終了を報告します。たとえば、ユーティリティにより、ノード galaxy
に次のメッセージが表示されます。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy
ALL tests on the disk /dev/sdx have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy

7

検証するディスクごとに vxfentsthdw ユーティリティを実行します。

installsfrac プログラム を使ったディスクベースの I/O フェンシングの設
定
メモ: I/O フェンシングの設定を完了させるには、インストーラで SF Oracle RAC を停止し
て起動します。インストーラが正常に SF Oracle RAC を停止できるように、クラスタ内のフ
リーズした VCS サービスグループを必ずアンフリーズします。
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installsfrac プログラム を使ってディスクベースの I/O フェンシングを設定するには

1

-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。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 6.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

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。2 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,b,q] 2

4

5

設定プログラムにより、VxVM がすでに開始および動作しているかどうかがチェック
されたら、その出力を確認します。
■

チェックに失敗した場合、この手順を繰り返す前に、VxVM を設定して有効にし
ます。

■

チェックにパスした場合、プログラムはコーディネータディスクグループの情報を
要求します。

既存のディスクグループを使うか、またはコーディネータディスクグループとして設定
する新しいディスクグループを作成するかどうかを選択します。
プログラムにより、利用可能なディスクグループ名が列挙され、新しいディスクグルー
プを作成するためのオプションが表示されます。次のいずれかを実行します。
■

既存のディスクグループを使うには、プロンプトでディスクグループに対応する番
号を入力します。
プログラムは、選択したディスクグループに奇数のディスクがあり、3 つ以上のディ
スクがあるかどうかを確認します。

■

新しいディスクグループを作成するには、次の手順を実行します。
■

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk group）］ オプショ
ンに対応する番号を入力します。
プログラムは、クラスタ内の CDS ディスク形式の利用可能なディスクをリスト
し、コーディネータディスクとして使われる最低 3 つの奇数のディスクを選択
するよう求めます。
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シマンテック社では、ディスクベース I/O フェンシングのコーディネーションポ
イントとして 3 つのディスクを使うことをお勧めします。
利用可能な VxVM CDS ディスクが必要条件を下回っている場合、インストー
ラは VxVM ディスクとして他のディスクを初期化したいかどうか尋ねます。
VxVM ディスクとして初期化するディスクを選択してから、新しいディスクグ
ループを作成するために使用します。

6

■

コーディネータディスクとして使うディスクに対応する番号を入力します。

■

ディスクグループ名を入力します。

選択したコーディネータディスクが I/O フェンシングの条件を満たすことを検証しま
す。
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが SCSI-3 PR と互換性があることを
検証してから、この設定プログラムに戻る必要があります。
p.144 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

7

条件を確認した後、プログラムは、指定した情報でコーディネータディスクグループ
を作成します。

8

使うことを選択した I/O フェンシングのディスクポリシーを入力します。次に例を示し
ます。
Enter disk policy for the disk(s) (raw/dmp): [b,q,?] raw

また、プログラムは、次の処理を行います。

9

■

このディスクグループの情報を /etc/vxfendg ファイルに設定します。

■

I/O フェンシングのモードの情報と SCSI-3 ディスクポリシーの情報を、各クラスタ
ノードの /etc/vxfenmode ファイルに設定します。

インストーラが概略を示した I/O フェンシング設定情報を確認します。

10 設定プログラムが次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

各ノードで VCS と I/O フェンシングを停止します。

■

ディスクベース I/O フェンシングを設定し、I/O フェンシングプロセスを開始しま
す。

■

必要に応じて、VCS の設定ファイル main.cf を更新します。

■

/etc/vxfenmode ファイルを、日時がサフィックスとして付けられたファイル
/etc/vxfenmode-date-time にコピーします。このバックアップファイルは、今後
フェンシングの設定に失敗した場合に使用できます。

■

I/O フェンシング機能を使うよう SF Oracle RAC が正常に設定されていることを
確認するには、各ノードで VCS を起動します。
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11 設定プログラムがログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示したら、そ
の出力を確認します。

12 コーディネータディスクを監視するように、コーディネーションポイントエージェントを
設定します。
p.178 の 「コーディネーションポイントを監視するための CoordPoint エージェントの
設定」 を参照してください。

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定
表 9-1 に、I/O フェンシングの設定に含まれるタスクを示します。
表 9-1

I/O フェンシングを手動設定するタスク

タスク

参照

VxVM ディスクとしてのディスクの p.143 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照し
初期化
てください。
コーディネータディスクとして使う p.144 の 「コーディネータディスクとして使うディスクの特定」 を
ディスクの特定
参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディス
クの確認

p.144 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照し
てください。

コーディネータディスクグループ
の設定

p.152 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照して
ください。

I/O フェンシングの設定ファイルの p.153 の 「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」 を参照して
作成
ください。
I/O フェンシングを使うための SF p.154 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
Oracle RAC 設定の修正
参照してください。
コーディネーションポイントを監視 p.178 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するための CoordPoint エージェ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
ントの設定
すべてのノードでの SF Oracle
RAC の起動

p.155 の 「すべてのノードでの SF Oracle RAC の起動」 を参照
してください。

I/O フェンシング設定の確認

p.157 の 「I/O フェンシング設定の確認」 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設定
1 つのノードで、vxfencoorddg という名前のディスクグループを作成します。このグルー
プには、3 つのディスクまたは LUN を配置する必要があります。コーディネータディスク
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グループのコーディネータ属性も設定する必要があります。VxVM は、この属性を使っ
て、コーディネータディスクが他のディスクグループに再度割り当てられるのを防止しま
す。
コーディネータディスクグループを通常のディスクグループとして作成する場合は、コー
ディネータ属性を Volume Manager でオンにできます。
ディスクグループの作成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。
次の手順の例では、各ディスクのデバイス名を sdx、sdy、sdz とします。
vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

いずれかのノードで、次のようにデバイス名を指定して、ディスクグループを作成しま
す。
# vxdg init vxfencoorddg sdx sdy sdz

2

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の値を「on」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

3

コーディネータディスクグループを次のようにデポートします。
# vxdg deport vxfencoorddg

4

ノードが再起動されるときに自動的にインポートされないように、-t オプションを使っ
てディスクグループをインポートします。
# vxdg -t import vxfencoorddg

5

ディスクグループをデポートします。ディスクグループをデポートすることによって、
コーディネータディスクが他の目的に使われないようにします。
# vxdg deport vxfencoorddg

I/O フェンシングの設定ファイルの作成
コーディネータディスクグループを設定したら、次のタスクを実行して I/O フェンシングを
設定する必要があります。
■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfendg を作成する。

■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新する。
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I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# echo "vxfencoorddg" > /etc/vxfendg

「vxfencoorddg」テキストの引用符の間にはスペースを入れないでください。
このコマンドによって、ファイル /etc/vxfendg が作成されます。このファイルには、
コーディネータディスクグループの名前が記述されています。

2

すべてのクラスタノードで、SCSI-3 機構に応じて、次のいずれかのコマンドを実行し
ます。
■

DMP 設定の場合
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode

■

RAW デバイス設定の場合
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_raw /etc/vxfenmode

3

更新された /etc/vxfenmode 設定を調べるためには、いずれかのノードで次のコマ
ンドを入力します。次に例を示します。
# more /etc/vxfenmode

4

クラスタ内の各ノードで次のファイルを編集し、環境変数 VXFEN_START と
VXFEN_STOP の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/vxfen

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正
コーディネーションポイントの追加と I/O フェンシングの設定が終了したら、VCS 設定ファ
イル /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に UseFence = SCSI3 クラスタ属性を追加し
ます。
I/O フェンシングを有効にするために VCS 設定を修正するには

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all
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3

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中の場合は停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

4

main.cf ファイルのバックアップコピーを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

5

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集します。
クラスタ属性のリストを変更するには、UseFence 属性を追加し、その値に SCSI3 を
割り当てます。
cluster rac_cluster101(
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

フェンシング設定がディスクベースかサーバーベースかにかかわらず、クラスタレベ
ル属性 UseFence の値は SCSI3 に設定されます。

6

ファイルを保存して閉じます。

7

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

8

rcp または他のユーティリティを使って、VCS 設定ファイルを galaxy などのノードか
ら残りのクラスタノードにコピーします。
たとえば、残りの各ノードで、次のように入力します。
# rcp galaxy:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config

すべてのノードでの SF Oracle RAC の起動
クラスタ設定の I/O フェンシングを有効にするには、各ノードで SF Oracle RAC を起動
する必要があります。
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I/O フェンシング、VCS、CVM、および CFS の起動
クラスタ内のすべてのノードで I/O フェンシング、VCS、CVM、および CFS を起動する必
要があります。
ノードで VCS、CVM、CFS を起動するには

1

I/O フェンシングドライバを起動します。各ノードで次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/vxfen start

この vxfen 起動スクリプトは、vxfenconfig コマンドも呼び出します。このコマンド
は、/etc/vxfentab に記述されたコーディネータディスクを起動して使用できるように
vxfen ドライバを設定します。

2

各システムに付属の設定ファイルを使って、VCS、CVM、CFS を起動します。
# hastart

GAB ポートメンバーシップの確認
I/O フェンシングを設定し、VCS、CVM、および CFS を各ノードで起動した後に、GAB
ポートメンバーシップを確認します。
p.187 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。
GAB ポートメンバーシップを確認するには
◆

gabconfig -a コマンドを実行します。

次に例を示します。

galaxy# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen ada401 membership 01
Port b gen ada40d membership 01
Port d gen ada409 membership 01
Port f gen ada41c membership 01
Port h gen ada40f membership 01
Port o gen ada406 membership 01
Port u gen ada41a membership 01
Port v gen ada416 membership 01
Port w gen ada418 membership 01
Port y gen ada424 membership 01
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CVM グループがオンラインになっていることの確認
CVM グループがオンライン状態になっていることを確認します。
CVM グループを確認するには

1

いずれかのノードで次のコマンドを実行して、CVM グループがオンラインになって
いることを確認します。
# hagrp -state cvm

2

いずれかのノードで次のコマンドを実行して、CVM が適切に起動していることを確
認します。
# vxclustadm nidmap

I/O フェンシング設定の確認
SCSI-3 ディスクポリシーが /etc/vxfenmode ファイルの設定を反映していることを、
vxfenadm 出力から確認します。
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I/O フェンシング設定を確認するには

1

いずれかのノードで次のように入力します。
# vxfenadm -d

フェンシングモードが SCSI3 で、SCSI3 ディスクポリシーが dmp の場合、出力は次
のようになります。
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing
Fencing
Fencing
Cluster

Protocol Version: 201
Mode: SCSI3
SCSI3 Disk Policy: dmp
Members:

* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

2

指定したディスクがディスクベース I/O フェンシングで使われていることを検証しま
す。
# vxfenconfig -l

Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設
定によるデータ整合性の実現
SF Oracle RAC を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があり
ます。設定要件を再確認します。
p.137 の 「Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定」 を参照してくださ
い。
p.56 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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データ整合性を実現するために SF Oracle RAC を設定するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、タスクと製品
を次のように選択します。
タスク

I/O フェンシングの設定

製品

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

［次へ（Next）］をクリックします。

3

インストーラが表示するクラスタ情報を確認し、クラスタの I/O フェンシングを設定す
るかどうかを決定します。

4

［クラスタの選択（Select Cluster）］ページで、インストーラがクラスタの検証を正常に
完了した後、［次へ（Next）］をクリックします。
インストーラは初期システム検証を実行します。システム通信が検査されます。また、
リリース互換性、インストールされている製品バージョン、プラットフォームバージョン
を調べ、製品のプレチェックを実行します。

5

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、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のどちらを設定するかを選択します。
ディスクベースのフェンシングを設定することを選択した場合、手順 6 に進みます。
サーバーベースのフェンシングを設定することを選択した場合、手順 9 に進みます。

6

［フェンシングの設定（Configure Fencing）］ページでは、設定するように選択した
フェンシングの種類に応じて、詳細を確認するメッセージが表示されます。コーディ
ネーションポイントの詳細を指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

7

［フェンシングの設定（Configure Fencing）］ページで、次の情報を指定します。
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ディスクグループの選択
(Select a Disk Group)

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk
group）］オプションを選択するか、リストからディスクグループの
1 つを選択します。
リストからディスクグループの 1 つを選択した場合は、そのディ
スクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。
手順 15 に進みます。
■ ［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk
group）］オプションを選択した場合は、SCSI-3 PR 対応ディ
スクであることを確認してから、確認ダイアログボックスで［は
い（Yes）］をクリックします。
［次へ（Next）］をクリックします。手順 8 に進みます。
■

8

［新しいDGの作成（Create New DG）］ページで、次の情報を指定します。
新しいディスクグループ名 作成する新しいコーディネータディスクグループの名前を入力し
(New Disk Group
ます。
Name)
ディスクの選択(Select
Disks)

コーディネータディスクグループを作成するための 3 つ以上の
ディスクを選択します。
3 つを超えるディスクを選択する場合は、奇数のディスクを選択
してください。

フェンシングディスクポリ
シー

ディスクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。

手順 15 に進みます。

9

［フェンシングの設定（Configure Fencing）］ページでは、設定するように選択した
フェンシングの種類に応じて、詳細を確認するメッセージが表示されます。コーディ
ネーションポイントの詳細を指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

10 CP サーバーごとに、次の詳細を指定します。
■

仮想 IP アドレス、または仮想 IP アドレスのホスト名を入力します。インストーラで
は、すべてのアプリケーションクラスタノードのように、これらの値が同一であると
想定します。

■

CP サーバーが応答準備するポートを入力します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

11 サーバーベースのフェンシング設定でコーディネーションポイントとしてディスクを使
用する場合は、次の手順を実行します。
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■

ディスクが SCSI-3 PR 準拠であることをまだ確認していない場合は、今すぐ確認
し、ダイアログボックスで［OK］をクリックします。

■

デフォルトのコーディネータディスクグループ名を使用しない場合は、作成する
コーディネータディスクグループの名前を入力します。

■

コーディネータディスクグループを作成するディスクを選択します。

■

ディスクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。

12 表示される［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで、入力したコーディネーショ
ンポイント情報が正しいかどうかを確認し、［はい（Yes）］をクリックします。

13 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動さ
れ、I/O フェンシング設定が完了します。

14 SF Oracle RAC（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定し、［次へ（Next）］
をクリックします。

15 ［次へ（Next）］をクリックして、I/O フェンシングを設定するプロセスを完了します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

16 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

installsfrac プログラムを使ったサーバーベース I/O フェ
ンシングの設定
installsfrac プログラム を使って SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースの I/O フェ
ンシングを設定できます。
サーバーベースのフェンシングでは、次のようなコーディネーションポイントを設定に追加
できます。
■

CP サーバーと SCSI-3 対応コーディネータディスクの組み合わせ

■

CP サーバーのみ
シマンテック社では、1 つの高可用性 CP サーバーを単一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。

p.56 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
p.60 の 「推奨される CP サーバーの設定」 を参照してください。
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ここでは、次の手順の例を取り上げます。
CP サーバーとコーディネータ
ディスクの組み合わせ

p.162 の 「SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースのフェンシ
ングを設定するには（1 つの CP サーバーと 2 つのコーディネー
タディスク）」 を参照してください。

1 つの CP サーバー

p.166 の 「SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースのフェンシ
ングを設定するには（1 つの CP サーバー）」 を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定するには（1 つの CP
サーバーと 2 つのコーディネータディスク）

1

2

サーバーベースの設定モデルに応じて、次のことを確認します。
■

CP サーバーが設定されていて、SF Oracle RAC クラスタからアクセスできる。SF
Oracle RAC クラスタは、アプリケーションクラスタまたはクライアントクラスタとも呼
ばれます。
p.99 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

■

コーディネーションディスクが SCSI3-PR 対応であることが確認されている。
p.144 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

-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。

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 6.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

4

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。1 を入力
して、サーバーベース 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,b,q] 1

5

ストレージが SCSI3-PR をサポートすることを確認し、次のプロンプトで「y」を入力し
ます。
Does your storage environment support SCSI3 PR? [y,n,q] (y)

6

プロンプトで、コーディネーションポイントに関する次の詳細を指定します。

第 9 章 データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定
installsfrac プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

■
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サーバーとディスク両方を含むコーディネーションポイントの合計数を入力しま
す。この数は 3 以上にしてください。
Enter the total number of co-ordination points including both
Coordination Point servers and disks: [b] (3)

■

コーディネーションポイント間のコーディネータディスクの合計数を入力します。
Enter the total number of disks among these:
[b] (0) 2

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数を
入力します。
Enter the total number of Virtual IP addresses or fully
qualified host name for the
Coordination Point Server #1: [b,q,?] (1) 2

■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を入力します。イ
ンストーラでは、すべてのアプリケーションクラスタノードのように、これらの値が
同一であると想定します。
Enter the Virtual IP address or fully qualified host name
#1 for the Coordination Point Server #1:
[b] 10.209.80.197

各 CP サーバーに設定する仮想 IP アドレスの数に関する情報が表示されます。
■

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port in the range [49152, 65535] which the
Coordination Point Server 10.209.80.197
would be listening on or simply accept the default port suggested:
[b] (14250)

8

プロンプトで、次のコーディネータディスク関連詳細を指定します。
■

コーディネータディスクの I/O フェンシングディスクポリシーを入力します。
Enter disk policy for the disk(s) (raw/dmp):
[b,q,?] raw
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■

インストーラが表示する利用可能なディスクの一覧からコーディネータディスクを
選択します。選択するディスクがすべての SF Oracle RAC（アプリケーションクラ
スタ）ノードから利用可能であることを確認してください。
インストーラからディスクの選択を要求される回数は、手順 6 で指定した情報に
よって異なります。たとえば、2 つのコーディネータディスクを設定するように選択
した場合は、インストーラから 1 つ目のディスクと 2 つ目のディスクを選択するよ
うに要求されます。
Select disk number 1 for co-ordination point
1) sdx
2) sdy
3) sdz
Please enter a valid disk which is available from all the
cluster nodes for co-ordination point [1-3,q] 1

■

手順 1 でディスクが SCSI-3 PR 対応かどうかをまだ確認していない場合は、す
ぐに確認します。
別のウィンドウでディスクを検証してからこの設定手順に戻ることを推奨するメッ
セージが表示されます。
続行する場合は Enter キーを押して、プロンプトでディスクの選択を確認します。

■

コーディネータディスクのディスクグループ名を入力するか、またはデフォルトを
受け入れます。
Enter the disk group name for coordinating disk(s):
[b] (vxfencoorddg)

9

フェンシング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。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.109.80.197 ([10.109.80.197]:14250)
SCSI-3 disks:
1. sdx
2. sdy
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: raw

ディスクとディスクグループが初期化され、SF Oracle RAC（アプリケーションクラス
タ）ノードのディスクグループがデポートされます。
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10 セキュリティのために CP サーバーが設定されている場合は、CP サーバーと SF
Oracle RAC（アプリケーションクラスタ）間のセキュア通信が設定されます。
CP サーバーの認証ブローカーとアプリケーションクラスタノード間の信頼が確立され
たら、Enter キーを押して続行します。

11 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: rac_cluster101
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}

12 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が確
立されるので、出力を確認してください。それから、各アプリケーションクラスタノード
で適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.210.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.210.80.197 .......... Done
Registering client node galaxy with Coordination Point Server 10.210.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 .... Done
Adding cluster rac_cluster101 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 .. Done
Registering client node nebula with Coordination Point Server 10.210.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 ....
Done
Adding cluster rac_cluster101 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 ..Done
Updating /etc/vxfenmode file on galaxy .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on nebula ......... ........................ Done

p.656 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

13 各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動さ
れ、I/O フェンシング設定が完了したら、出力を確認してください。
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14 SF Oracle RAC（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)
Adding Coordination Point Agent via galaxy .... Done

15 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。
SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定するには（1 つの CP
サーバー）

1

CP サーバーが設定されていて、SF Oracle RAC クラスタからアクセス可能であるこ
とを確認します。SF Oracle RAC クラスタは、アプリケーションクラスタまたはクライア
ントクラスタとも呼ばれます。
p.99 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

2

-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。

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 6.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

4

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。1 を入力
して、サーバーベース 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,b,q] 1

5

ストレージが SCSI3-PR をサポートすることを確認し、次のプロンプトで「y」を入力し
ます。
Does your storage environment support SCSI3 PR? [y,n,q] (y)
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6

コーディネーションポイントの合計数として 1 を入力します。
Enter the total number of co-ordination points including both
Coordination Point servers and disks: [b] (3) 1

設定を進める前に、インストーラの警告を注意して読んでください。

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数を
入力します。
Enter the total number of Virtual IP addresses or fully
qualified host name for the
Coordination Point Server #1: [b,q,?] (1) 2

■

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入力します。インストー
ラでは、すべてのアプリケーションクラスタノードのように、これらの値が同一であ
ると想定します。
Enter the Virtual IP address or fully qualified host name
#1 for the Coordination Point Server #1:
[b] 10.209.80.197

各 CP サーバーに設定する仮想 IP アドレスの数に関する情報が表示されます。
■

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port in the range [49152, 65535] which the
Coordination Point Server 10.209.80.197
would be listening on or simply accept the default
port suggested: [b] (14250)

8

フェンシング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。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 1
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.109.80.197 ([10.109.80.197]:14250)

9

セキュリティのために CP サーバーが設定されている場合は、CP サーバーと SF
Oracle RAC（アプリケーションクラスタ）間のセキュア通信が設定されます。
CP サーバーの認証ブローカーとアプリケーションクラスタノード間の信頼が確立され
たら、Enter キーを押して続行します。
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10 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: rac_cluster101
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}

11 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が確
立されるので、出力を確認してください。それから、各アプリケーションクラスタノード
で適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
このような単一 CP サーバーフェンシング設定では、/etc/vxfenmode ファイルにエ
ントリ single_cp=1 も設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.210.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.210.80.197 .......... Done
Registering client node galaxy with Coordination Point Server 10.210.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 ....
Done
Adding cluster rac_cluster101 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 .. Done
Registering client node nebula with Coordination Point Server 10.210.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 ....
Done
Adding cluster rac_cluster101 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 .. Done
Updating /etc/vxfenmode file on galaxy .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on nebula ......... ........................ Done

p.656 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

12 各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動さ
れ、I/O フェンシング設定が完了したら、出力を確認してください。
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13 SF Oracle RAC（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on the
client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)
Adding Coordination Point Agent via galaxy ... Done

14 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定には、次のタスクが含まれます。
表 9-2
タスク

サーバーベースの I/O フェンシングを手動設定するタスク
参照

CP サーバーを SF Oracle RAC ク p.169 の 「CP サーバーを SF Oracle RAC クラスタで使用する
ラスタで使用するための準備
ための手動による準備」 を参照してください。
サーバーベースの I/O フェンシン p.172 の 「SF Oracle RAC クラスタ上での手動によるサーバー
グを設定するための I/O フェンシ ベースのフェンシングの設定」 を参照してください。
ングの設定ファイルの修正
I/O フェンシングを使うための SF p.154 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
Oracle RAC 設定の修正
参照してください。
コーディネーションポイントを監視 p.178 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するためのコーディネーションポ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
イントエージェントの設定
サーバーベースの I/O フェンシン p.180 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証」
グの設定の確認
を参照してください。

CP サーバーを SF Oracle RAC クラスタで使用するための手動による準
備
CP サーバーを SF Oracle RAC クラスタまたはクラスタで使用するよう手動で準備するに
は、この手順を使います。
表 9-3 には、この手順で使われるサンプル値を示します。
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表 9-3

手順のサンプル値

CP サーバーの設定コンポーネント

サンプル名

CP サーバー

mycps1

ノード #1 - SF Oracle RAC クラスタ

galaxy

ノード #2 - SF Oracle RAC クラスタ

nebula

クラスタ名

rac_cluster101

クラスタの UUID

{f0735332-1dd1-11b2}

SF Oracle RAC クラスタ で使用する CP サーバーを手動で準備するには

1

SF Oracle RAC クラスタのクラスタ名と UUID を決定します。
たとえば、SF Oracle RAC クラスタ のノードの 1 つ（galaxy）で次のコマンドを実行し
ます。
# grep cluster /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
cluster rac_cluster101
# cat /etc/vx/.uuids/clusuuid
{f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a}

2

cpsadm のコマンドを使って、SF Oracle RAC クラスタ とノードが CP サーバーにある

かどうかを調べます。
次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_nodes
ClusName UUID
rac_cluster101
rac_cluster101

Hostname(Node ID) Registered
{f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} galaxy(0)
0
{f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} nebula(1)
0

出力にクラスタとノードが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加し
ます。
cpsadm コマンドについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

管理者ガイド』を参照してください。
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各 CP サーバーに SF Oracle RAC クラスタとノードを追加します。
たとえば、CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し
クラスタを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_clus¥
-c rac_cluster101

-u {f0735332-1dd1-11b2}

Cluster rac_cluster101 added successfully

CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、最初の
ノードを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c rac_cluster101 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h galaxy -n0
Node 0 (galaxy) successfully added

CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、2 つ目
のノードを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c rac_cluster101 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h nebula -n1
Node 1 (nebula) successfully added

4

セキュリティを有効にする場合、CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid のユー
ザーが CP サーバーで作成されるかどうかを確認します。
出力にユーザーが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_users
Username/Domain Type

Cluster Name / UUID

Role

CPSADM@VCS_SERVICES@f0735332-1dd1-11b2/vx
rac_cluster101/{f0735332-1dd1-11b2} Operator

セキュリティを無効にする場合、CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid（たとえ
ば、cpsclient@galaxy）の代わりにサーバーにユーザー名「cpsclient@hostname」
を追加します。
CP サーバーはセキュアモードまたは非セキュアモードでのみ動作できます。同時に
両方の接続は受け入れられません。
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5

CP サーバーにユーザーを追加します。
CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_user -e¥
CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid¥
-f cps_operator -g vx
User CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid
successfully added

6

SF Oracle RAC クラスタ を管理するために CP サーバーのユーザーを認可します。
SF Oracle RAC クラスタの各ノードに対応する CP サーバーのユーザーに対してこ
のタスクを実行する必要があります。
たとえば、2 つのノード galaxy と nebula から成る SF Oracle RAC クラスタ
rac_cluster101 の CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマン
ドを実行します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a¥
add_clus_to_user -c rac_cluster101¥
-u {f0735332-1dd1-11b2}¥
-e CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid¥
-f cps_operator -g vx
Cluster successfully added to user
CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid privileges.

SF Oracle RAC クラスタ上での手動によるサーバーベースのフェンシング
の設定
CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うようにクライアントまたはSF Oracle
RAC クラスタを設定するには、/etc/vxfenmode ファイルを編集する必要があります。
このファイルを編集して、設定に関する次の情報を指定する必要があります。
■

フェンシングモード

■

フェンシング機構

■

フェンシングのディスクポリシー（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

セキュリティ設定の適切な値

■

CP サーバー（1 つまたは複数）

■

コーディネータディスクグループ（I/O フェンシング設定に該当する場合）
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メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクがコーディネーションポイントとして
使われる場合は常に、ディスクグループ（vxfencoorddg）を作成する必要があります。こ
のディスクグループを /etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。
p.152 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照してください。
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 /etc/vxfentab ファイルも生成
されます。このファイルには、セキュリティの設定とコーディネーションポイント
（/etc/vxfenmode ファイルに指定されているディスクグループ内のすべての CP サー
バーとディスク）が含まれています。
SF Oracle RAC クラスタ上でサーバーベースのフェンシングを手動で設定するには

1

テキストエディタを使って、クラスタの各ノードで次のファイルを編集します。
/etc/sysconfig/vxfen

VXFEN_START および VXFEN_STOP 環境変数の値を 1 に変更する必要があり
ます。

2

テキストエディタを使って、設定の仕様を満たすように /etc/vxfenmode ファイルの
値を編集します。
サーバー型のフェンシング設定がその唯一のコーディネーションポイントとして単一
の高可用性 CP サーバーを使う場合は、必ず /etc/vxfenmode ファイルに
single_cp=1 エントリを追加してください。
次のファイルの出力例に、/etc/vxfenmode ファイルの内容が示されています。
p.173 の 「サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファイルのサ
ンプル」 を参照してください。

3

/etc/vxfenmode ファイルを編集した後、vxfen init スクリプトを実行してフェンシン

グを開始します。
次に例を示します。
# /etc/init.d/vxfen start

4

セキュアモードの CP サーバーでは、セキュリティがクラスタで有効化され、CPSADM
のクレデンシャルが /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSADM ディレクトリにあること
を確認してください。

サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファイ
ルのサンプル
次は、サーバーベースのフェンシング用 vxfenmode サンプルファイルです。
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#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
# vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
# fencing that should be used.
#
# available options:
# cps
- use a coordination point server with optional script
#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O Fencing
# communicates with the coordination disks. This field is
# required only if customized coordinator disks are being used.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
# raw - connect to disks using the native interface
#
scsi3_disk_policy=dmp
# security when enabled uses secure communication to the cp server
# using VxAT (Veritas Authentication Service)
# available options:
# 0 - don't use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
# 1 - use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
security=1
#
# Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
# one in its own line. They can be all-CP servers, all-SCSI-3
# compliant coordinator disks, or a combination of CP servers and

第 9 章 データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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SCSI-3 compliant coordinator disks. Please ensure that the CP
server coordination points are numbered sequentially and in the
same order on all the cluster nodes.
Coordination Point Server(CPS) is specified as:
cps<number>=[<vip/vhn>]:<port>
If a CPS supports multiple virtual IPs or virtual hostnames over
different subnets, all of the IPs/names can be specified in a
comma separated list as follows:
cps<number>=[<vip_1/vhn_1>]:<port_1>,[<vip_2/vhn_2>]:<port_2>,...,
[<vip_n/vhn_n>]:<port_n>
Where,
<number>
is the serial number of the CPS as a coordination point; must
start with 1.
<vip>
is the virtual IP address of the CPS, must be specified in
square brackets ("[]").
<vhn>
is the virtual hostname of the CPS, must be specified in square
brackets ("[]").
<port>
is the port number bound to a particular <vip/vhn> of the CPS.
It is optional to specify a <port>. However, if specified, it
must follow a colon (":") after <vip/vhn>. If not specified, the
colon (":") must not exist after <vip/vhn>.
For all the <vip/vhn>s which do not have a specified <port>, a
default port can be specified as follows:
port=<default_port>
Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for
which a <port> is not specified. In other words, specifying <port>
with a <vip/vhn> overrides the <default_port> for that <vip/vhn>.
If the <default_port> is not specified, and there are <vip/vhn>s for
which <port> is not specified, then port number 14250 will be used
for such <vip/vhn>s.
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Example of specifying CP Servers to be used as coordination points:
port=57777
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,[mycps1.company.com]
cps2=[192.168.0.25]
cps3=[mycps2.company.com]:59999
In the above example,
- port 58888 will be used for vip [192.168.0.24]
- port 59999 will be used for vhn [mycps2.company.com], and
- default port 57777 will be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[mycps1.company.com]
[192.168.0.25]
- if default port 57777 were not specified, port 14250 would be used
for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[mycps1.company.com]
[192.168.0.25]
SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
vxfendg=<coordinator disk group name>
Example:
vxfendg=vxfencoorddg
Examples of different configurations:
1. All CP server coordination points
cps1=
cps2=
cps3=
2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
coordinator disks
cps1=
vxfendg=
Note: The disk group specified in this case should have two disks
3. All SCSI-3 coordinator disks
vxfendg=
Note: The disk group specified in case should have three disks

表 9-4 には、編集する必要のある vxfenmode パラメータが定義されています。
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表 9-4

vxfenmode ファイルのパラメータ

vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
vxfen_mode

フェンシングの動作モード。このパラメータは、「customized」に設
定する必要があります。

vxfen_mechanism

フェンシング機構。このパラメータは、フェンシングに使われる機構
を定義します。3 つのコーディネーションポイントのいずれかが CP
サーバーである場合は、このパラメータを「cps」に設定する必要が
あります。

scsi3_disk_policy

DMP デバイス、「dmp」、基本となる RAW キャラクタデバイス「raw」
のいずれを使うかを vxfen モジュールに設定します。

メモ: 設定されたディスクポリシーはすべてのノードに適用されま
す。
security

security パラメータ 1 は、セキュアモードが CP サーバー通信のた
めに使用されることを示します。
security パラメータ 0 は、CP サーバーとの通信が非セキュアモー
ドで作成されることを示します。
security のデフォルト値は 1 です。

177

178

第 9 章 データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
cps1、cps2、vxfendg

コーディネーションポイントのパラメータ。
CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは FQHN（アクセス可能などち
らか）を入力します。
cps<number>=[virtual_ip_address/virtual_host_name]:port
ここで port はオプションです。ポートのデフォルト値は 14250 で
す。
異なるサブネットに複数の仮想 IP アドレスまたはホスト名を設定し
た場合は、カンマで区切られた値で指定できます。次に例を示しま
す。
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,
[mycps1.company.com]

メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクが使われる場
合は常に、ディスクグループ（vxfencoorddg）を作成し、それを
/etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。さらに、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、/etc/vxfentab
ファイルが生成されます。このファイルは、セキュリティの設定とコー
ディネーションポイント（/etc/vxfenmode ファイルに指定されてい
るディスクグループ内のすべての CP サーバーとディスク）を指定し
ます。
port

CP サーバーがリスニングするデフォルトのポート
それぞれの仮想 IP アドレスまたはホスト名にポート番号を指定しな
かった場合は、CP サーバーがそれぞれの仮想 IP アドレスまたは
ホスト名に使用するデフォルトのポート番号は 14250 です。このデ
フォルトのポート値はポートパラメータを使用して変更できます。

single_cp

single_cp パラメータの値 1 は、サーバー型のフェンシングが単一
の高可用性 CP サーバーをその唯一のコーディネーションポイント
として使うことを示します。
single_cp パラメータの値 0 は、サーバー型のフェンシングが少な
くとも 3 つのコーディネーションポイントを使うことを示します。

コーディネーションポイントを監視するための CoordPoint エージェントの
設定
次の手順は、コーディネーションポイントを監視するために CoordPoint エージェントを手
動で設定する方法を記述します。
CoordPoint エージェントは CP サーバーと SCSI-3 ディスクを監視できます。

第 9 章 データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

エージェントについて詳しくは、『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。
コーディネーションポイントを監視するために CoordPoint エージェントを設定するには

1

SF Oracle RAC クラスタが適切にインストールおよび設定されており、フェンシング
が有効になっていることを確認します。

2

次のコマンドを使って、パラレルサービスグループ vxfen を作成し、coordpoint リ
ソースを vxfen サービスグループに追加します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

haconf -makerw
hagrp -add vxfen
hagrp -modify vxfen SystemList galaxy 0 nebula 1
hagrp -modify vxfen AutoFailOver 0
hagrp -modify vxfen Parallel 1
hagrp -modify vxfen SourceFile "./main.cf"
hares -add coordpoint CoordPoint vxfen
hares -modify coordpoint FaultTolerance 1
hares -modify coordpoint Enabled 1
haconf -dump -makero
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3

hares コマンドを使って、SF Oracle RAC クラスタ上のエージェントの状態を確認し

ます。次に例を示します。
# hares -state coordpoint

コマンドと出力の例を次に示します。
# hares -state coordpoint
# Resource
coordpoint
coordpoint

4

Attribute
State
State

System
galaxy
nebula

Value
ONLINE
ONLINE

エージェントログを表示するために、エンジンログにアクセスします。エージェントロ
グはエンジンログに書き込まれます。
エージェントログには、CoordPoint エージェントの詳しい監視情報（CoordPoint
エージェントがすべてのコーディネーションポイントにアクセスできているかどうか、ど
のコーディネーションポイントで、CoordPoint エージェントがキーが見つからないこ
とを報告しているのかを確認するための情報など）が含まれています。
エンジンログのそのような情報をすべて表示するには、次のコマンドを使って、その
ノードの dbg レベルを変更します。
# haconf -makerw
# hatype -modify Coordpoint LogDbg 10
# haconf -dump -makero

これで、次の場所でエージェントログを表示できます。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証
以下に説明する手順に従って、サーバーベースの I/O フェンシングの設定を検証しま
す。
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サーバーベースの I/O フェンシングの設定を検証するには

1

vxfenadm コマンドを実行して、I/O フェンシングの設定が成功したことを検証しま

す。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -d

メモ: サーバーベースの I/O フェンシングの設定の問題を解決するには、『Veritas
Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

2

vxfenconfig コマンドを実行して、I/O フェンシングが指定のコーディネーションポ

イントを使っていることを検証します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

出力に single_cp=1 が表示されている場合、アプリケーションクラスタで CP サー
バーがサーバーベースフェンシングの単一コーディネーションポイントとして使われ
ていることを示しています。
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10
インストール後の作業と設
定作業の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ノードでのインストール後チェックの実行

■

VCS 設定ファイルを使った SF Oracle RAC インストールの確認

■

LLT、GAB、クラスタの動作の検証

■

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化について

■

SFDB ツールの認証の設定

■

Veritas Volume Replicator の設定

■

SORT Data Collector 実行による設定情報の収集

ノードでのインストール後チェックの実行
インストーラの postcheck コマンドは、インストールに関連する問題の判断に役立ちま
す。また、トラブルシューティングに関する情報を提供します。
p.612 の 「postcheck オプションの使用について」 を参照してください。
ノードで postcheck コマンドを実行するには

1

-postcheck オプションを指定してインストーラを実行します。
# ./installer -postcheck system_name

2

インストール関連の情報を確認します。
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VCS 設定ファイルを使った SF Oracle RAC インストール
の確認
設定ファイル main.cf は各ノードの /etc/VRTSvcs/conf/config/ に作成されます。SF
Oracle RAC をインストールした後、Oracle をインストールする前に、main.cf 設定ファイ
ルを確認します。
main.cf ファイル内の次の情報を確認します。
■

main.cf 内のクラスタ定義には、設定中に指定されたクラスタ情報が含まれます。この
クラスタ情報には、クラスタ名、クラスタアドレス、クラスタのユーザー名と管理者名が
含まれます。

■

UseFence = SCSI3 属性は、自動で設定されないため、インストール後に手動で追加
する必要があります。

■

セキュアモードのクラスタを設定しない場合は、「SecureClus = 1」クラスタ属性が設
定されます。

設定ファイルについて詳しくは、
p.653 の 「VCS 設定ファイルについて」 を参照してください。

LLT、GAB、クラスタの動作の検証
VCS コマンドを使用して、LLT、GAB、クラスタの動作を検証します。
LLT、GAB、クラスタの動作を検証するには

1

クラスタ内の任意のノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS コマンドを実行するために PATH 環境変数が設定されていることを確かめま
す。

3

LLT の動作を検証します。
p.185 の 「LLT の検証方法」 を参照してください。

4

GAB の動作を検証します。
p.187 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

5

クラスタの動作を検証します。
p.188 の 「クラスタの確認」 を参照してください。
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LLT の検証方法
lltstat コマンドを使って LLT のリンクが動作していることを確認します。LLT が正しく

設定されれば、このコマンドはクラスタのすべてのノードを表示します。このコマンドは、こ
のコマンドを入力したノードの LLT のリンクに関する情報も返します。
詳しくは lltstat（1M）のマニュアルページを参照してください。
LLT を確認するには

1

ノード galaxy のスーパーユーザーとしてログインします。

2

LLT の状態を表示するには、ノード galaxy 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

galaxy の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
*0 galaxy
OPEN
1 nebula
OPEN

Links
2
2

各ノードに 2 つのリンクがあり、各ノードは OPEN 状態にあります。アスタリスク（*）は
コマンドを実行したノードを表します。
LLT が動作していない場合、コマンドから LLT リンク情報は返りません。1 つのネッ
トワークのみが接続している場合、コマンドからは次の LLT 統計情報が返ります。
LLT node information:
Node
* 0 galaxy
1 nebula
2 saturn

State
OPEN
OPEN
OPEN

Links
2
2
1

3

ノード nebula のスーパーユーザーとしてログインします。

4

LLT の状態を表示するには、nebula 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

nebula の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
0 galaxy
OPEN
*1 nebula
OPEN

Links
2
2
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5

LLT についての追加情報を表示するには、各ノードで lltstat -nvv コマンドを実
行します。
たとえば、2 ノードのクラスタのノード galaxy で次のコマンドを実行します。
lltstat -nvv active

galaxy の出力は次のようになります :
Node
*0 galaxy

1 nebula

State
OPEN

Link

Status

Address

eth1 UP
eth2 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:38

eth1 UP
eth2 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

OPEN

クラスタ内の 2 つのアクティブノード galaxy と nebula の状態が報告されます。
正しく設定された各ノードでは、情報は次を示します。
■

OPEN 状態

■

各リンクの UP 状態

■

各リンクのアドレス

ただし、この例の出力では、このノード nebula に対して異なる詳細が示されていま
す。プライベートネットワークの接続が切断されているか、または /etc/llttab のファ
イルの情報が不正です。

6

LLT に開いているポートに関する情報を取得するには、任意のノードで lltstat
-p と入力します。
たとえば、2 ノード クラスタのノード galaxy で lltstat -p を入力します。
lltstat -p

出力は次のようになります。
LLT port information:
Port Usage
Cookie
0
gab
0x0
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1
7
gab
0x7
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1
31
gab
0x1F
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opens:
connects:

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
0 1

GAB の検証方法
gabconfig -a コマンドを使用して GAB 操作を確認します。このコマンドでは GAB ポー

トのメンバーシップ情報が返ります。出力には、インストールして設定したモジュールとの
メンバーシップがあるノードが表示されます。SF Oracle RAC スタックの特定のコンポー
ネントがピアと通信できるかどうかを判断するための方法として、GAB のポートメンバー
シップを使用することができます。
表 10-1 はソフトウェアが別の機能用に設定している別のポートを表示します。
表 10-1

GAB ポートの説明

Port

機能

a

GAB

b

I/O フェンシング

d

Oracle Disk Manager（ODM）

f

クラスタファイルシステム（CFS）

h

Veritas Cluster Server（VCS: High Availability Daemon）

o

VCSMM ドライバ

u

Cluster Volume Manager（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）
gabconfig 出力のポート u は、CVM プロトコルバージョン 100 以上で可
視になります。

v

Cluster Volume Manager（CVM）

w

vxconfigd（CVM のモジュール）

y

Cluster Volume Manager（CVM）の I/O 転送

GAB について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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GAB を検証するには
◆

GAB の操作を確認するには、各ノードで次のコマンドを入力します。
# /sbin/gabconfig -a

たとえば、コマンドは次の出力を返します。
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen ada401 membership 01
Port b gen ada40d membership 01
Port d gen ada409 membership 01
Port f gen ada41c membership 01
Port h gen ada40f membership 01
Port o gen ada406 membership 01
Port u gen ada41a membership 01
Port v gen ada416 membership 01
Port w gen ada418 membership 01
Port y gen ada42a membership 01

クラスタの確認
hastatus コマンドを使用してクラスタの状態を確認します。このコマンドはシステム状態

とグループの状態を返します。
hastatus（1M）のマニュアルページを参照してください。

システム状態とその移行については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
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クラスタを確認するには

1

クラスタの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# hastatus -summary

出力は次のようになります。
-- SYSTEM STATE
-- System
A
A

2

State

galaxy
nebula

RUNNING
RUNNING

-- GROUP STATE
-- Group

System

B
B

galaxy
nebula

cvm
cvm

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
ONLINE

コマンド出力で次の情報を確認します。
■

システム状態
システム状態の値が RUNNING の場合、クラスタは正常に起動しています。

■

CVM グループの状態
出力例では、グループの状態には CVM グループが出力されていて、このグルー
プは galaxy と nebula の両方のノードで ONLINE になっています。

クラスタノードの確認
hasys -display コマンドを使用して、クラスタシステムの情報を確認します。出力され

た各ノードの情報は同じようになります。
hasys（1M）のマニュアルページを参照してください。

VCS のシステム属性については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。
クラスタノードを確認するには
◆

いずれかのノードで hasys -display コマンドを入力します。
# hasys -display

次の例は、コマンドをノード galaxy で実行した場合の出力です。リストされる情報
は、nebula（例示なし）の場合もクラスタ内の他のどのノードの場合も同様です。
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#System

属性

値

galaxy

AgentsStopped

0

galaxy

AvailableCapacity

100

galaxy

CPUThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

galaxy

CPUUsage

0

galaxy

CPUUsageMonitoring

Enabled 0 ActionThreshold 0
ActionTimeLimit 0 Action NONE
NotifyThreshold 0 NotifyTimeLimit 0

galaxy

Capacity

100

galaxy

ConfigBlockCount

galaxy

ConfigCheckSum

galaxy

ConfigDiskState

CURRENT

galaxy

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

galaxy

ConfigInfoCnt

0

galaxy

ConfigModDate

2011 年 9 月 22 日 07:14:23（木曜
日、CDT）

galaxy

ConnectorState

Down

galaxy

CurrentLimits

galaxy

DiskHbStatus

galaxy

DynamicLoad

0

galaxy

EngineRestarted

0

galaxy

EngineVersion

6.0.00.0

galaxy

FencingWeight

0

galaxy

Frozen

0

galaxy

GUIIPAddr

galaxy

HostUtilization

CPU 7 Swap 0

galaxy

LLTNodeId

0
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galaxy

LicenseType

PERMANENT_SITE

galaxy

Limits

galaxy

LinkHbStatus

eth1 UP eth2 UP

galaxy

LoadTimeCounter

0

galaxy

LoadTimeThreshold

600

galaxy

LoadWarningLevel

80

galaxy

NoAutoDisable

0

galaxy

NodeId

0

galaxy

OnGrpCnt

1

galaxy

PhysicalServer

galaxy

ShutdownTimeout

600

galaxy

SourceFile

./main.cf

galaxy

SwapThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

galaxy

SysName

galaxy

galaxy

SysState

RUNNING

galaxy

SystemLocation

galaxy

SystemOwner

galaxy

SystemRecipients

galaxy

TFrozen

0

galaxy

TRSE

0

galaxy

UpDownState

Up

galaxy

UserInt

0

galaxy

UserStr

galaxy

VCSFeatures

NONE

galaxy

VCSMode

VCS_RAC
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セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効
化について
Symantec Product Authentication Service（AT）は、認証ブローカーのプラグインに
よる LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）のユーザー認証をサポートしま
す。AT は、Oracle Directory Server、Netscape、OpenLDAP、Windows Active
Directory など、すべての一般的な LDAP 配布をサポートします。
セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS ユーザーが LDAP ドメインに属する場合、
LDAP 認証プラグインを有効にする必要があります。
p.193 の 「セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化」 を参照してくださ
い。
インストール時に VCS ユーザーを追加していない場合でも、後でユーザーを追加できま
す。
VCS ユーザーを追加する手順については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
図 10-1 は、クラスタがセキュアモードで動作する場合の LDAP サーバーとの SF Oracle
RAC クラスタ通信を示しています。
図 10-1

LDAP サーバーとのクライアント通信
VCS クライアント

1. ユーザーが HA コマンドを実行
すると、AT が認証ブローカーを使
ってユーザー認証を開始します。

4. AT がユーザーにクレデンシャ
ルを発行して、コマンドの処理
を続行します。
VCS ノード
（認証ブローカー）

2. VCS ノードの認証ブローカーが
LDAP ディレクトリを使って LDAP
バインド操作を実行します。

3. LDAP バインドが正常に行われ
ると、AT が LDAP ディレクトリ
からグループ情報を取得します。
LDAP サーバー
（OpenLDAP または
Windows Active
Directory など）
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LDAP コマンド（ldapadd、ldapmodify、ldapsearch など）の LDAP スキーマと構文は
LDAP の実装方法によって異なります。
Symantec Product Authentication Service の LDAP ドメインを追加する前に、LDAP
環境に関する次の情報を書き留めます。
■

使用する LDAP スキーマの種類（デフォルトは RFC 2307）
■

UserObjectClass（デフォルトは posixAccount）

■

UserObject 属性（デフォルトは uid）

■

ユーザーグループ属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループオブジェクトクラス（デフォルトは posixGroup）

■

GroupObject 属性（デフォルトは cn）

■

ユーザー GID 属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループメンバーシップ属性（デフォルトは memberUid）

■

LDAP ディレクトリの URL

■

ユーザーコンテナの識別名（たとえば UserBaseDN=ou=people,dc=comp,dc=com）

■

グループコンテナの識別名（たとえば GroupBaseDN=ou=group,dc=comp,dc=com）

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化
次の手順では LDAP 認証のプラグインモジュールを有効にする方法を示します。ここで
は OpenLDAP と Windows Active Directory LDAP の配布例を示します。
LDAP 認証を有効にする前に、次の手順を完了します。
■

クラスタがセキュアモードで動作していることを確認します。
# haclus -value SecureClus

出力の戻り値は 1 である必要があります。
■

AT のバージョンが 6.1.6.0 以降であることを確認します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showversion
vssat version: 6.1.6.0

vssat.1m と atldapconf.1m のマニュアルページを参照してください。
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セキュアモードで動作するクラスタの OpenLDAP 認証を有効化するには

1

vssat コマンドを使って AT 設定に LDAP ドメインを追加します。

次の例では LDAP ドメイン MYENTERPRISE を追加します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat addldapdomain ¥
--domainname "MYENTERPRISE.symantecdomain.com"¥
--server_url "ldap://my_openldap_host.symantecexample.com"¥
--user_base_dn "ou=people,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--user_attribute "cn" --user_object_class "account"¥
--user_gid_attribute "gidNumber"¥
--group_base_dn "ou=group,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--group_attribute "cn" --group_object_class "posixGroup"¥
--group_gid_attribute "member"¥
--admin_user "cn=manager,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--admin_user_password "password" --auth_type "FLAT"

2

正常に SF Oracle RAC ノードで LDAP ユーザーを認証できることを確認します。
コマンドを実行するには、有効な LDAP ユーザー ID とパスワードが必要です。次の
例では、LDAP ユーザー vcsadmin1 の MYENTERPRISE ドメインの認証を確認し
ます。
galaxy# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat authenticate
--domain ldap:MYENTERPRISE.symantecdomain.com
--prplname vcsadmin1 --broker galaxy:14149
Enter password for vcsadmin1: ##########
authenticate
------------------------------------------Authenticated User vcsadmin1
----------------------
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3

main.cf ファイルに LDAP ユーザーを追加します。
# haconf makerw
# hauser -add "CN=vcsadmin1/CN=people/¥
DC=symantecdomain/DC=myenterprise/¥
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com" -priv Administrator
# haconf -dump -makero

グループレベルの認証を有効にする場合は、次のコマンドを実行する必要がありま
す。
# hauser -addpriv ¥
ldap_group@ldap_domain AdministratorGroup

4

main.cf ファイルに次の行があることを確認します。
# cat /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
...
...
cluster rac_cluster101 (
SecureClus = 1
Administrators = {
"CN=vcsadmin1/CN=people/DC=symantecdomain/DC=myenterprise/
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com" }
AdministratorGroups = {
"CN=symantecusergroups/DC=symantecdomain/DC=myenterprise/
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com " }
)
...
...

5

VCS_DOMAIN と VCS_DOMAINTYPE 環境変数を次のように設定します。
■

VCS_DOMAIN=myenterprise.symantecdomain.com

■

VCS_DOMAINTYPE=ldap

たとえば、Bourne シェル（sh）または Korn シェル（ksh）の場合は、次のコマンドを
実行します。
# export VCS_DOMAIN=myenterprise.symantecdomain.com
# export VCS_DOMAINTYPE=ldap
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6

VCS にログオンできることを確認します。次に例を示します。
# halogin vcsadmin1 password
# hasys -state
VCS NOTICE
#System
galaxy
nebula

V-16-1-52563 VCS Login:vcsadmin1
Attribute
Value
Attribute RUNNING
Attribute RUNNING

同様に、VCS Cluster Manager（Java コンソール）を使うと、 SF Oracle RAC ノード
にログオンするときに同じ LDAP ユーザー信用証明を使うこともできます。

7

クラスタの他のノードで LDAP 認証を有効にするには、クラスタの各ノードで手順を
実行します。
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セキュアモードで動作するクラスタの Windows Active Directory 認証を有効化するに
は

1

-d オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-d オプション
を使うと LDAP プロパティファイル（優先順位設定された属性リスト）が検出され、取
得されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf -d ¥
-s domain_controller_name_or_ipaddress ¥
-u domain_user -g domain_group

次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-d -s 192.168.20.32 -u Administrator -g "Domain Admins"
Search User provided is invalid or Authentication is required to
proceed further.
Please provide authentication information for LDAP server.
Username/Common Name: symantecdomain¥administrator
Password:
Attribute file created.

2

-c オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-c オプションを
使うと LDAP ドメインを追加するための CLI ファイルが作成されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-c -d windows_domain_name

次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-c -d symantecdomain.com
Attribute list file not provided, using default AttributeList.txt.
CLI file name not provided, using default CLI.txt.
CLI for addldapdomain generated.

3

-x オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-x オプション
を使うと CLI ファイルが読み込まれ、AT にドメインを追加するコマンドが実行されま
す。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf -x
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4

Windows Active Directory サーバーの統合が完了したことを確認するには、LDAP
ドメインを一覧表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat listldapdomains
Domain Name :
Server URL :
SSL Enabled :
User Base DN :
User Object Class :
User Attribute :
User GID Attribute :
Group Base DN :
Group Object Class :
Group Attribute :
Group GID Attribute :
Auth Type :
Admin User :
Admin User Password :
Search Scope :

5

symantecdomain.com
ldap://192.168.20.32:389
No
CN=people,DC=symantecdomain,DC=com
account
cn
gidNumber
CN=group,DC=symantecdomain,DC=com
group
cn
cn
FLAT

SUB

VCS_DOMAIN と VCS_DOMAINTYPE 環境変数を次のように設定します。
■

VCS_DOMAIN=symantecdomain.com

■

VCS_DOMAINTYPE=ldap

たとえば、Bourne シェル（sh）または Korn シェル（ksh）の場合は、次のコマンドを
実行します。
# export VCS_DOMAIN=symantecdomain.com
# export VCS_DOMAINTYPE=ldap
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6

VCS にログオンできることを確認します。次に例を示します。
# halogin vcsadmin1 password
# hasys -state
VCS NOTICE
#System
galaxy
nebula

V-16-1-52563 VCS Login:vcsadmin1
Attribute
Value
Attribute RUNNING
Attribute RUNNING

同様に、VCS Cluster Manager（Java コンソール）を使うと、 SF Oracle RAC ノード
にログオンするときに同じ LDAP ユーザー信用証明を使うこともできます。

7

クラスタの他のノードで LDAP 認証を有効にするには、クラスタの各ノードで手順を
実行します。

SFDB ツールの認証の設定
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証を設定するには、次のタスク
を実行します。
認証を必要とするための vxdbd デーモンの設 p.199 の 「SFDB ツール認証のための vxdbd の
設定」 を参照してください。
定
SFDB ツールに対して認証を使用しているクラス p.504 の 「SFDB ツール用の認証を使用してクラ
タへのノードの追加
スタにノードを追加する」 を参照してください。

SFDB ツール認証のための vxdbd の設定
vxdbd を設定するには、root ユーザーとして次の手順を実行します

1

認証サービスを設定する sfae_auth_op コマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o setup
Setting up AT
Starting SFAE AT broker
Creating SFAE private domain
Backing up AT configuration
Creating principal for vxdbd

2

vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl stop
Stopping Veritas vxdbd
vxdbd stop succeeded
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3

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。

4

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl start
Starting Veritas vxdbd
/opt/VRTSdbed/bin/vxdbd start SUCCESS

vxdbd デーモンは認証を必要とするように設定されました。

Veritas Volume Replicator の設定
この手順は、インストール中に VVR を設定しなかったときにのみ実行します。
デフォルトでは、VVR を有効にするように選択するかどうかにかかわらず、インストーラに
よって必要な VVR 設定ファイルがインストールされます。SF Oracle RAC に VVR を手
動で設定するには、単に vxstart_vvr コマンドを使って VVR を起動します。このコマ
ンドは VVR デーモンを起動し、ポートを設定します。デフォルト設定はいつでも変更でき
ます。
デフォルト設定を変更する手順については、『Veritas Volume Replicator 管理者ガイ
ド』を参照してください。
VVR を設定する方法

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

VVR を起動します。
# vxstart_vvr start
VxVM VVR INFO V-5-2-3935 Using following ports:
heartbeat: 4145
vradmind: 8199
vxrsyncd: 8989
data: Anonymous-Ports
To change, see vrport(1M) command
VxVM VVR V-5-2-5942 Starting Communication daemon: [OK]

SORT Data Collector 実行による設定情報の収集
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
オプションを使用して Data Collector を実行して、システムに関する情報を収集します。
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SORT Web サイトを参照して、ご使用のオペレーティングシステムに適した UNIX Data
Collector をダウンロードします。
https://sort.symantec.com
詳しくは、
https://sort.symantec.com/public/help/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm
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■

第12章 SF Oracle RAC 6.0 への完全アップグレードの実行

■

第13章 SF Oracle RAC 6.0 への段階的アップグレードの実行

■

第14章 SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレードの実行

■

第15章 Storage Foundation High Availability 製品から SF Oracle RAC 6.0 への
アップグレード

■

第16章 単一インスタンスの Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle
RAC への移行

■
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11
SF Oracle RAC 6.0 のアップ
グレードについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

アップグレードの種類について

■

サポートされているアップグレードパス

アップグレードの種類について
SF Oracle RAC では、クラスタを最新バージョンにアップグレードするさまざまな方法をサ
ポートしています。環境や計画されたアップグレードパスに最も適した方法を選択してく
ださい。
表 11-1 に、サポートされているアップグレードの種類を示します。
表 11-1

アップグレードの種類

アップグレードの アップグレードの方法 手順
種類
完全アップグレード Veritas のスクリプトベー 次の手順を実行します。
スのインストールプログラ
■ アップグレードの準備
ム
p.210 の 「SF Oracle RAC 6.0 への完全アップ
■ 対話モード
グレードを実行する準備」 を参照してください。
■ 応答ファイルを使っ ■ SF Oracle RAC 6.0 へのアップグレード
た非対話モード
「SF Oracle RAC 6.0 への完全アップグレード
の実行」の章を参照してください。
Veritas の Web ベース
のインストールプログラム ■ アップグレード後のタスクの実行
「アップグレード後のタスクの実行」の章を参照
してください。
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アップグレードの アップグレードの方法 手順
種類
ローリングアップグ
レード

Veritas のスクリプトベー 「SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレー
スのインストールプログラ ドの実行」の章で説明されている手順を実行しま
ム
す。
Veritas の Web ベース
のインストールプログラム

サポートされているアップグレードパス
SF Oracle RAC ソフトウェアは、アップグレード後に SF Oracle RAC クラスタ内のすべて
のノードで同じバージョン（この場合は 6.0）になっている必要があります。
アップグレードする前に次の情報を確認します。
■

このリリースではサポートされていない Oracle RAC バージョンを実行している場合、
SF Oracle RAC をアップグレードする前にまず Oracle RAC をサポート対象のバー
ジョンにアップグレードします。手順については、使用しているバージョンの製品マニュ
アルを参照してください。

表 11-2 に、RHEL または OEL 上でサポートされるアップグレードパスの一覧を示します。
表 11-2

RHEL と OEL でサポートされるアップグレードパス

アップグレー 現在の OS
ド元の製品 バージョン
バージョン
SF Oracle
RAC 5.1
Patch 3

アップグレード先 アップグレード先 サポートされている
の SF Oracle
の OS バージョン アップグレードの種
RAC バージョン
類

RHEL 5 Update SF Oracle RAC 6.0 RHEL 5 Update 5 完全アップグレードま
3 または OEL 5
または OEL 5
たはローリングアップ
Update 3
Update 5 以降
グレード
RHEL 5 Update
4 または OEL 5
Update 4

SF Oracle
RHEL 5 Update SF Oracle RAC 6.0 RHEL 5 Update 5 完全アップグレードま
RAC 5.1 PR1 3 または OEL 5
または OEL 5
たはローリングアップ
Update 3
Update 5 以降
グレード
RHEL 5 Update
4 または OEL 5
Update 4
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アップグレー 現在の OS
ド元の製品 バージョン
バージョン

アップグレード先 アップグレード先 サポートされている
の SF Oracle
の OS バージョン アップグレードの種
RAC バージョン
類

SF Oracle
RHEL 5 Update SF Oracle RAC 6.0 RHEL 5 Update 5 完全アップグレードま
RAC 5.1 SP1 3 または OEL 5
または OEL 5
たはローリングアップ
Update 3
Update 5 以降
グレード
RHEL 5 Update
4 または OEL 5
Update 4

表 11-3 は、SLES のアップグレードでサポートされるアップグレードパスの一覧を示して
います。
表 11-3

SLES でのサポートされるアップグレードパス

アップグレー 現在の OS
ド元の製品 バージョン
バージョン

アップグレード先の アップグレード先 サポートされてい
SF Oracle RAC
の OS バージョン るアップグレード
バージョン
の種類

SF Oracle
RAC 5.1
Patch 3

SLES 10 SP2

SF Oracle RAC 6.0

SLES 10 SP4

完全アップグレード
または段階的アップ
グレード

SF Oracle
RAC 5.1 PR1

SLES 10 SP2

SF Oracle RAC 6.0

SLES 10 SP4

完全アップグレード
または段階的アップ
グレード

SF Oracle
RAC 5.1 SP1

SLES 10 SP2

SLES 10 SP3

SLES 10 SP3
SLES 11

SLES 11 SP1
SF Oracle RAC 6.0

SLES 10 SP4
SLES 11 SP1

完全アップグレード
または段階的アップ
グレード

207

208

第 11 章 SF Oracle RAC 6.0 のアップグレードについて
サポートされているアップグレードパス

12
SF Oracle RAC 6.0 への完全
アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

完全アップグレードについて

■

SF Oracle RAC 6.0 への完全アップグレードを実行する準備

■

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード前のタスク

■

SF Oracle RAC 6.0 へのアップグレード

完全アップグレードについて
完全アップグレードでは、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードする必要が
あります。アップグレードを実行している間、クラスタは利用できません。
メモ: バージョン 6.0 にアップグレードした後、以前のバージョンにロールバックすることは
できません。
アップグレードの実行には、次のいずれかの Veritas スクリプトベースのインストールプロ
グラムを使用できます。
■

共通製品インストーラ（installer または webinstaller）
共通製品インストーラには、複数の Veritas の製品のインストールと設定のためのメ
ニューオプションが用意されています。

■

SF Oracle RAC インストールプログラム（installsfrac）
SF Oracle RAC インストールプログラムには、SF Oracle RAC のインストールと設定
のためにメニューオプションが用意されています。スクリプトベースまたは Web ベー
スのインストーラを使用できます。
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メモ: Web サイトから SF Oracle RAC をダウンロードして入手した場合は、共通製品
インストーラ（installer）ではなく、製品インストーラ（installsfrac）を使用する必
要があります。
また、応答ファイルを使って完全アップグレードを実行することもできます。応答ファイル
テンプレートを使って応答ファイルを作成することも、スクリプトベースのインストーラによっ
て生成された応答ファイルをカスタマイズすることもできます。
応答ファイルについて詳しくは、
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。

SF Oracle RAC 6.0 への完全アップグレードを実行する
準備
クラスタの完全アップグレードを実行する場合は、この項で説明する準備手順を実行しま
す。アップグレードする前に、システムがこのリリースのハードウェアとソフトウェアの必要
条件を満たしていることを確認してください。
SF Oracle RAC のアップグレードを準備するには

1

クラスタ内のいずれかのノードにスーパーユーザーとしてログインします。

2

システムで次の設定ファイルのバックアップを作成します。main.cf、types.cf、
CVMTypes.cf、CFSTypes.cf、OracleTypes.cf、OracleASMTypes.cf、
PrivNIC.cf、
MultiPrivNIC.cf、/etc/llttab、/etc/llthosts、/etc/gabtab、/etc/vxfentab、/etc/vxfendg、/etc/vxfenmode

次に例を示します。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/PrivNIC.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/PrivNIC.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/MultiPrivNIC.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/MultiPrivNIC.cf.save
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3

ローカルか CFS かを問わず、VxFS または VxVM ディスクグループを使っているア
プリケーションをすべて停止します。
アプリケーションが VCS 制御下にある場合:
# hagrp -offline grp_name -any

アプリケーションが VCS 制御下にない場合:
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。

4

Oracle RAC のすべてのリソースを停止します。
■

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。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

■

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。
$ srvctl stop database -d db_name

5

■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合は、AutoStart 値を
0 に設定し、VCS の起動時にデータベースサービスグループが自動的に開始
されないようにします。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 0
# haconf -dump -makero

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを手動に変更します。
$ srvctl modify database -d db-name -y manual
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6

VCS の制御下にない VxFS ファイルシステムをマウント解除します。
# mount |grep vxfs
# fuser -m /mount_point
# umount /mount_point

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。
# fuser -cu /mount_point

7

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

メモ: 次の警告が表示されます。
アップグレード前に VCS は動作していません。すべての設定が有効であることを確
認してから、アップグレードを行ってください。
設定ファイルが有効である場合は、このエラーは無視してかまいません。
設定が有効であるか確認する方法の 1 つは、次のように main.cf ファイルを確認す
ることです。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

ただし、この方法はすべての設定が有効であるかを検証できません。アップグレード
前に SF Oracle RAC が正常に実行されている場合、設定は有効です。

8

SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを使い続ける予定の場合は、
SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードする前に SFDB リポジトリデータベースの移行
を準備する必要があります。
p.213 の 「SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード前のタスク」
を参照してください。

9

オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、すべてのポートを停止しま
す。
バージョン 5.1 以降を実行している場合は、インストーラを使ってポートを停止してく
ださい。
# ./installsfrac -stop
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SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグ
レード前のタスク
5.0x 以前のバージョンの Storage Foundation for Oracle RAC で作成した Database
Storage Checkpoint または SmartTier for Oracle のポリシーを使い続けるには、SFDB
リポジトリデータベースを 6.0 に移行する必要があります。
5.1 または 5.1SP1 から 6.0 にアップグレードする場合は、SFDB ツールのアップグレード
手順は必要ありません。移行処理は自動です。
メモ: Sfua_Base リポジトリリソースグループは main.cf ファイルから削除されます。SF
Oracle RAC 6.0 では別のサービスグループとして必要ありません。
SF Oracle RAC をアップグレードする前に次の手順を実行します。
リポジトリデータベースを移行する準備を行うには
◆

アップグレードする前にすべての既存スナップショットの再同期を行います。Oracle
ユーザーで次を実行します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S $ORACLE_SID ¥
-f SNAPPLAN -o resync

警告: アップグレード後は Database Flashsnap クローンデータベースを引き継ぐこ
とはできません。6.0 へのアップグレードの後、新しい Database Flashsnap クロー
ンデータベースを作成する必要があります。

SF Oracle RAC 6.0 へのアップグレード
ここでは、次のアップグレードシナリオの手順について説明します。
SF Oracle RAC とオペ
SF Oracle RAC に加えて、オペレーティングシステムのメジャーアップ
レーティングシステムのメ グレード（SLES 10 から SLES 11 など）を実行する計画がある場合は、
ジャーアップグレード
次の手順を実行します。
p.216 の 「SF Oracle RAC とオペレーティングシステムをアップグレード
するには（OS のメジャーアップグレード）」 を参照してください。
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SF Oracle RAC とオペ
SF Oracle RAC に加えて、オペレーティングシステムのマイナーアップ
レーティングシステムのマ グレード（SLES 10 SP2 から SLES 10 SP4 など）を実行する計画がある
イナーアップグレード
場合は、次の手順を実行します。
p.214 の 「SF Oracle RAC とオペレーティングシステムをアップグレード
するには（OS のマイナーアップグレード）」 を参照してください。

SF Oracle RAC とオペレーティングシステムをアップグレードするには（OS のマイナーアッ
プグレード）

1

オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
ファイルの名前を変更して、ノードの起動時に LLT が自動的に
起動しないようにします。

■ /etc/llttab

# mv /etc/llttab /etc/llttab.save
■

クラスタ内のすべてのノードの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。
メモ: 再ブートが必要な場合、shutdown -r now コマンドを使用してノードを再
ブートします。

■

システムが再起動したら、/etc/llttab ファイルの名前を元の名前に戻します。
# mv /etc/llttab.save /etc/llttab

2

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使用して SF Oracle RAC 6.0 に
アップグレードします。
p.216 の 「Veritas のスクリプトベースのインストールプログラムを使った SF Oracle
RAC のアップグレード」 を参照してください。
p.218 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使った Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC のアップグレード」 を参照してください。
サイレントアップグレードを実行することもできます。
p.220 の 「応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアップグレード」 を参照してくだ
さい。

3

VCS で管理されていない VxFS と CFS のファイルシステムを手動でマウントします。

4

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle を再リンクします。
p.271 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照して
ください。

第 12 章 SF Oracle RAC 6.0 への完全アップグレードの実行
SF Oracle RAC 6.0 へのアップグレード

5

Oracle データベースサービスグループをオンラインにします。
■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合
# hagrp -online Oracle_group -any

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合
# srvctl start database -d db_name

6

VCS で管理されていないアプリケーションをすべて起動します。アプリケーションを
起動するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

7

■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合は、AutoStart 値を
1 に設定し、VCS の起動時にデータベースサービスグループを自動的にオンラ
インにできるようにします。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oradb_grpname AutoStart 1
# haconf -dump -makero

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを自動に変更します。
$ srvctl modify database -d db_name -y AUTOMATIC

8

その他のアップグレード後の手順を完了します。
手順については、このマニュアルの「アップグレード後のタスクの実行」の章を参照
してください。

9

VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムを 6.0 にアップグレードする
場合は、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン 6.0 にアップグレードしたこ
とを確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアッ
プグレードしてください。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
VCS または SFHA のインストールガイドを参照してください。

10 どのノードが CVM マスターであるかを調べます。次を入力します。
# vxdctl -c mode

11 CVM マスターノードで、CVM プロトコルをアップグレードします。次を入力します。
# vxdctl upgrade
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SF Oracle RAC とオペレーティングシステムをアップグレードするには（OS のメジャーアッ
プグレード）

1

SF Oracle RAC をアンインストールします。
手順については、「SF Oracle RAC のアンインストール」の章を参照してください。

2

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。

3

SF Oracle RAC 6.0 をインストールします。
手順については、「SF Oracle RAC のインストールと設定」を参照してください。

4

インストール後タスクと設定タスクを行います。
手順について詳しくは「インストール後タスクと設定タスクの実行」を参照してくださ
い。

Veritas のスクリプトベースのインストールプログラムを使った SF Oracle
RAC のアップグレード
installer または installsfrac Veritas のスクリプトベースのインストールプログラム

を使用して、SF Oracle RAC をアップグレードします。
インストーラによる SF Oracle RAC のアップグレードでは、次のタスクが実行されます。
■

アップグレード前にシステムの互換性を確認します。

■

アップグレード前に SF Oracle RAC プロセスを停止します。

■

SF Oracle RAC をアンインストールします。

■

ノード上に SF Oracle RAC 6.0 RPMs をインストールします。

■

すべてのノード上で SF Oracle RAC 6.0 を起動します。

■

ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示します。
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installsfrac プログラムを使って SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードするには

1

次のいずれかの方法を使ってインストールプログラムを起動します。
SF Oracle RAC イン インストールプログラムのあるインストールメディアの製品ディレクトリに
ストーラ
移動します。
プログラムは storage_foundation_for_oracle_rac ディレ
クトリにあります。
プログラムを実行します。
# ./installsfrac galaxy nebula
共通製品インストーラ インストールプログラムのあるインストールメディアの製品ディレクトリに
移動します。
プログラムを実行します。
# ./installer galaxy nebula
最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、［製品のアップグレード
（Upgrade a Product）］」を表す［G］を選択します。
［完全アップグレード（Full Upgrade）］オプションを選択します。
［Veritas Storage Foundation for Oracle RAC］オプションを選択し
ます。

著作権情報が表示されてから、実行中のログが作成されるディレクトリが表示されま
す。

2

3 を入力して、すべての SF Oracle RAC RPMs をインストールします。
インストーラによってシステムの互換性が確認されます。
システム検証段階では、ブートディスクがカプセル化されているかどうかとアップグ
レードのパスが確認されます。アップグレードがサポートされていない場合、ブート
ディスクをカプセル化を解除する必要があります。
表示されたメッセージを確認し、アップグレードを続行する前に必要条件を満たして
いることを確認します。
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3

Enter キーを押してアップグレードを続行します。
選択したインストールオプションに応じて、インストールされるRPMsのリストがインス
トーラに表示されます。
インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
システムでは、アップグレードを続行する前に、システムのブートディスクグループの
バックアップを作成することができます。ブートディスクグループを分割してバックアッ
プを作成する場合は、「y」を入力します。

4

メッセージが表示されたら、バックアップブートディスクグループの名前を入力しま
す。Enter キーを押し、デフォルト値を受け入れます。
分割操作の開始を確認するメッセージが表示されます。

5

y と入力して、分割操作を続行します。
分割操作には時間がかかることがあります。
メモ: システムのブートが設定されるブートデバイスを検証します。SF Oracle RAC
の必要なバージョンで、システムがブートデバイスから起動するように設定されてい
ることを確認します。

6

y と入力して、SF Oracle RAC のプロセスを停止します。
Do you want to stop SF Oracle RAC processes now? [y,n,q,?] (y)

プロセスが停止され、SF Oracle RAC がアンインストールされます。アンインストール
後に、インストーラによって SF Oracle RAC 6.0 がインストールされ、すべてのノード
上で SF Oracle RAC 6.0 が起動します。

7

残りのタスクを完了して、アップグレードを終了します。
p.213 の 「SF Oracle RAC 6.0 へのアップグレード」 を参照してください。

Veritas の Web ベースインストーラを使った Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC のアップグレード
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC のアップグ
レードについて説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストール
されている製品を検出し、アップグレードします。
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SF Oracle RAC をアップグレードするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成してください。

2

高可用性（HA）製品をアップグレードする場合は、すべてのサービスグループをオ
フラインにします。すべてのサービスグループを一覧表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -list

一覧表示されたそれぞれのサービスグループをオフラインにします。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -offline service_group -all

3

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

4

アップグレードを行うシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

5

インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
各システムでは、ブートディスクグループのバックアップを作成することができます。
バックアップを作成するには、［すべてのシステムのミラーを分割します（Split mirrors
on all the systems）］ボックスにチェックマークを付けます。すべてのシステムのバッ
クアップディスクグループに対して同じ名前を使うための該当ボックスにチェックマー
クを付けます（デフォルト名を使うか、または新しい名前を選択できます）。バックアッ
プを作成するシステムを確認します。準備ができたら、［次へ（Next）］ボタンをクリッ
クします。

6

［次へ（Next）］をクリックして、アップグレードを完了します。
アップグレードが完了すると、ログと概略ファイルの場所が表示されます。必要に応
じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

7

アップグレード後に製品が設定されていない場合は、この製品を構成するかどうか
を尋ねるメッセージが Web ベースインストーラによって表示されます。製品がすで
に設定されている場合は、メッセージは表示されません。

8

CP サーバーシステムの VCS または SFHA 5.1 をバージョン SF Oracle RAC 6.0 に
アップグレードする場合は、すべてのアプリケーションクラスタがバージョン SF Oracle
RAC 6.0 にアップグレードされていることを確認してください。それから、CP サーバー
システムで VCS または SFHA をアップグレードしてください。VCS または SFHA を
アップグレードする手順については、VCS または SFHA のインストールガイドを参照
してください。
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9

この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。再ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループをアップグレードしたブートディスクグループに再結合します。アップグ
レードに失敗した場合は、ブートディスクグループをバックアップディスクグループに
戻してください。
p.273 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.273 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

10 残りのタスクを完了して、アップグレードを終了します。
p.213 の 「SF Oracle RAC 6.0 へのアップグレード」 を参照してください。

応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアップグレード
応答ファイルを使って、SF Oracle RAC バージョン 5.1 PR1 からアップグレードできます。
応答ファイルを使って SF Oracle RAC 6.0 をアップグレードするには、次の手順を実行し
ます。
応答ファイルを使って SF Oracle RAC をアップグレードするには

1

必要に応じて、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。

2

利用可能ないずれかのオプションを使って応答ファイルを作成します。
メモ: 応答ファイルのホスト名を、アップグレードするシステムの名前に置き換えてく
ださい。
応答ファイルを作成するために利用できる各種オプションについては、
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
応答ファイルの変数の定義については、
p.221 の 「SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参照
してください。
サンプル応答ファイルについては、
p.222 の 「SF Oracle RAC をアップグレードするためのサンプル応答ファイル」 を参
照してください。

3

SF Oracle RAC インストールプログラムのあるインストールメディアの製品ディレクトリ
に移動します。
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4

インストールを開始します。
# ./installsfrac -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

5

アップグレード後の手順を完了します。
このマニュアルの「アップグレード後のタスクの実行」の章を参照してください。

SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの変数
表 12-1 は、SF Oracle RAC をアップグレードするために定義できる応答ファイルの変数
を示しています。
表 12-1

SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{upgrade}

スカラー

SF Oracle RAC RPMsをアップグレー
ドします。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品がアップグレードされるシステムの
リスト。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

アップグレードする製品を定義します。
（オプション）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

単一ノードクラスタを設定したときに
LLT と GAB を起動するかどうかを示し
ます。値は 0（起動しない）または 1（起
動する）のいずれかです。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

製品RPMsを保管する場所（通常 NFS
マウント）を定義します。そこから、すべ
てのリモートシステムが製品RPMsをイ
ンストールできます。対象のすべての
システムからアクセスできる場所である
必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

インストール中に必要な一時ファイル
やRPMsを保管する作業ディレクトリの
作成場所を定義します。デフォルトの
場所は /var/tmp です。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

SF Oracle RAC をアップグレードするためのサンプル応答ファイル
次のサンプル応答ファイルは、ノード galaxy と nebula の SF Oracle RAC をバージョン
6.0 にアップグレードします。
our

%CFG;

$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula)];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
1;

13
SF Oracle RAC 6.0 への段階
的アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

段階的アップグレードについて

■

バージョン 5.1 Patch 3 以降のリリースからの SF Oracle RAC の段階的アップグレー
ドの実行

段階的アップグレードについて
段階的アップグレード方法では、一度にクラスタ内の半分のノードをアップグレードしま
す。
サポートされるアップグレードパス
p.206 の 「サポートされているアップグレードパス」 を参照してください。
メモ: 段階的アップグレードは、Oracle RAC バイナリがローカルファイルシステム上にあ
る場合にのみ実行できます。

注意: クラスタの一部を段階的にアップグレードする場合、互換性のなくなった製品コン
ポーネント間で依存性の問題が起きる可能性があります。このような問題が発生しないよ
うに、段階的アップグレード手順に注意深く従ってください。

メモ: このアップグレードでは、いくらかのダウンタイムがあります。アップグレードを実施す
る前に手順を確認し、ダウンタイムを慎重に計画してください。この手順例では、Oracle
RAC のバイナリがクラスタ内の各ノードのローカルファイルシステムにインストールされて
いることを想定しています。
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この手順の例では、クラスタの半分がノード galaxy と nebula で、残りの半分が jupiter
と mercury で構成されている 4 ノードの SF Oracle RAC クラスタを想定しています。

バージョン 5.1 Patch 3 以降のリリースからの SF Oracle
RAC の段階的アップグレードの実行
表 13-1 に、段階的アップグレードの処理を示します。各欄には、他方のサブクラスタで
操作が実行されたときに、対応するサブクラスタで実行される手順とそのサブクラスタの
状態が記載されています。
表 13-1

段階的アップグレードの概略

クラスタの前半

クラスタの後半

アップグレード前の SF Oracle RAC クラスタ

クラスタの前半

galaxy

クラスタの後半

nebula

jupiter

mercury

手順 1: 次のアップグレード前の手順を実行しま クラスタの後半は起動し、動作中です。
す。
■

フェールオーバーアプリケーションを切り替
えます。

■

すべての並列アプリケーションを停止します。

jupiter

mercury

p.225 の 「手順 1: クラスタの前半でアップグレー
ド前のタスクを実行する」 を参照してください。
手順 2: SF Oracle RAC をアップグレードします。
p.227 の 「手順 2: クラスタの前半をアップグレー
ドする」 を参照してください。
クラスタの前半は動作していません。

手順 3: 次のアップグレード前の手順を実行しま
す。
すべての並列アプリケーションとフェールオー
バーアプリケーションを停止します。
■ SF Oracle RAC を停止します。
■

galaxy

nebula

p.228 の 「手順 3: クラスタの後半でアップグレー
ド前のタスクを実行する」 を参照してください。
ここからダウンタイムが始まります。
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クラスタの前半

クラスタの後半

手順 4: 次のアップグレード後の手順を実行しま クラスタの後半は動作していません。
す。
■

SF Oracle RAC を起動します。

■

すべてのアプリケーションを起動します。

jupiter

mercury

p.230 の 「手順 4: クラスタの前半でアップグレー
ド後のタスクを実行する」 を参照してください。
ここでダウンタイムが終了します。
クラスタの前半は起動し、動作中です。

手順 5: SF Oracle RAC をアップグレードします。
p.231 の 「手順 5: クラスタの後半をアップグレー
ドする」 を参照してください。

galaxy

nebula

手順 6: 次のアップグレード後の手順を実行しま
す。
■

SF Oracle RAC を起動します。

■

すべてのアプリケーションを起動します。

p.232 の 「手順 6: クラスタの後半でアップグレー
ド後のタスクを実行する」 を参照してください。
段階的アップグレードが完了し、前半と後半のクラスタが動作しています。

galaxy

nebula

jupiter

mercury

手順 1: クラスタの前半でアップグレード前のタスクを実行する
クラスタの前半で、次のアップグレード前の手順を実行します。
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クラスタの前半でアップグレード前のタスクを実行するには

1

次の設定ファイルのバックアップを作成します。main.cf、types.cf、CVMTypes.cf、
CFSTypes.cf、OracleTypes.cf、OracleASMTypes.cf、PrivNIC.cf、
MultiPrivNIC.cf、/etc/llttab、/etc/llthosts、/etc/gabtab、/etc/vxfentab、/etc/vxfendg、/etc/vxfenmode

次に例を示します。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/PrivNIC.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/PrivNIC.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/MultiPrivNIC.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/MultiPrivNIC.cf.save

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

VCS の下で設定されたアプリケーションを停止します。Oracle データベースを停止
します。
■

Oracle RAC インスタンスが VCS によって管理されている場合
# hagrp -offline oracle_group -sys galaxy
# hagrp -offline oracle_group -sys nebula

■

Oracle RAC インスタンスが VCS で管理されていない場合は、クラスタの前半で
いずれかのノードに Oracle ユーザーとしてログインし、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
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4

■

Oracle データベースが VCS で管理されている場合は、AutoStart 値を 0 に設
定して、VCS の起動時にデータベースサービスグループが自動的に起動しない
ようにします。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 0
# haconf -dump -makero

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを手動に変更します。
$ srvctl modify database -d db_name -y manual

5

VCS で管理されていない VxFS および CFS ファイルシステムをマウント解除します。
■

マウント済みの共有ファイルシステ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。VxFS または CFS マウントポイントを使うプロセスがないことを確
認するには
# mount | grep vxfs
# fuser -cu /mount_point

■

非システムの VxFS または CFS ファイルシステムをマウント解除します。
# umount /mount_point

6

VCS で管理されていない任意のオープンボリュームを停止します。

7

パラレルサービスグループを停止して、フェールオーバーサービスグループを切り
替えます。
# hastop -local -evacuate

8

オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、すべてのポートを停止しま
す。

手順 2: クラスタの前半をアップグレードする
クラスタの前半をアップグレードするには、次の手順を実行します。
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クラスタの前半をアップグレードするには

1

オペレーティングシステムをアップグレードする予定の場合は、/etc/llttab ファイ
ルの名前を変更して、ノードの起動時に LLT が自動的に起動しないようにします。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

2

必要に応じて、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。

3

オペレーティングシステムをアップグレードしたら、ノードを再起動します。
# shutdown -r now

4

/etc/llttab ファイルの名前をもとの名前に戻します。
# mv /etc/llttab.save /etc/llttab

5

インストーラを起動したノードから 2 番目のサブクラスタ内のノードに対して、パスワー
ドを要求されずにセキュアシェルまたはリモートシェルを実行できることを確認しま
す。

6

SF Oracle RAC をアップグレードします。インストールメディアのある製品ディレクトリ
に移動します。インストーラを呼び出すときは、［完全アップグレード（Full Upgrade）］
オプションを選択します。完全アップグレード（Full Upgrade）］オプションを選択し
ても、インストーラが自動的に段階的アップグレードを検出します。
SLES 11（x86_64）の場合
# cd /dvd_mount/sles11_x86_64/¥
storage_foundation_cluster_file_system_for_oracle_rac

SLES 10（x86_64）の場合
# cd /dvd_mount/sles10_x86_64/¥
storage_foundation_cluster_file_system_for_oracle_rac
# ./installsfrac -upgrade galaxy nebula

メモ: クラスタの前半のアップグレードを完了した後に gabconfig -a コマンドを実
行した場合、GAB ポートは出力に表示されません。

手順 3: クラスタの後半でアップグレード前のタスクを実行する
クラスタの後半で、次のアップグレード前の手順を実行します。
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クラスタの後半でアップグレード前のタスクを実行するには

1

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。
メモ: ここからダウンタイムが始まります。

2

VCS 下で設定されているすべてのアプリケーションを停止します。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
# hagrp -offline oracle_group -sys jupiter
# hagrp -offline oracle_group -sys mercury

■

Oracle RAC インスタンスが VCS で管理されていない場合は、クラスタの後半で
いずれかのノードに Oracle ユーザーとしてログインし、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

3

VCS で管理されていない VxFS または CFS ファイルシステムをマウント解除します。
■

マウント済みの共有ファイルシステ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。VxFS または CFS マウントポイントを使うプロセスがないことを確
認するには
# mount | grep vxfs
# fuser -cu /mount_point

■

非システムの VxFS ファイルシステムをマウント解除します。
# umount /mount_point

4

VCS で管理されていない任意のオープンボリュームを停止します。

229

230

第 13 章 SF Oracle RAC 6.0 への段階的アップグレードの実行
バージョン 5.1 Patch 3 以降のリリースからの SF Oracle RAC の段階的アップグレードの実行

5

VCS を停止します。
# hastop -local

6

オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、すべてのポートを停止しま
す。

手順 4: クラスタの前半でアップグレード後のタスクを実行する
クラスタの前半で、次のアップグレード後の手順を実行します。
クラスタの前半でアップグレード後のタスクを実行するには

1

前半のいずれかのクラスタノードで、GAB によって強制的にクラスタを形成します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start
# gabconfig -x

2

クラスタの前半で、SF Oracle RAC を起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -start galaxy nebula

GAB ポート a、b、d、o、h が gabconfig -a コマンドの出力に表示されることを確
認します。

3

クラスタの前半で、VCS によって管理されていない VxFS または CFS ファイルシス
テムを手動でマウントします。

4

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle を再リンクします。
p.271 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照して
ください。
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5

Oracle データベースサービスグループをオンラインにします。
Oracle データベースが VCS によって管理されている場合
# hagrp -online oracle_group -sys node_name

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合
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

メモ: ここでダウンタイムが終了します。

6

クラスタの前半で、VCS によって管理されていないすべてのアプリケーションを起動
します。アプリケーションを起動するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使
います。

手順 5: クラスタの後半をアップグレードする
クラスタの後半をアップグレードするには、次の手順を実行します。
クラスタの後半をアップグレードするには

1

オペレーティングシステムをアップグレードする予定の場合は、/etc/llttab ファイ
ルの名前を変更して、ノードの起動時に LLT が自動的に起動しないようにします。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

2

必要に応じて、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。

3

オペレーティングシステムをアップグレードしたら、ノードを再起動します。
# shutdown -r now

4

/etc/llttab ファイルの名前をもとの名前に戻します。
# mv /etc/llttab.save /etc/llttab
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5

インストーラを起動したノードから 2 番目のサブクラスタ内のノードに対して、パスワー
ドを要求されずにセキュアシェルまたはリモートシェルを実行できることを確認しま
す。

6

クラスタの後半で、SF Oracle RAC をアップグレードします。インストールメディアの
ある製品ディレクトリに移動します。インストーラを呼び出すときは、［完全アップグレー
ド（Full Upgrade）］ オプションを選択します。完全アップグレード（Full Upgrade）］
オプションを選択しても、インストーラが自動的に段階的アップグレードを検出しま
す。
SLES 11（x86_64）の場合
# cd /dvd_mount/sles11_x86_64/¥
storage_foundation_cluster_file_system_for_oracle_rac

SLES 10（x86_64）の場合
# cd /dvd_mount/sles10_x86_64/¥
storage_foundation_cluster_file_system_for_oracle_rac
# ./installsfrac -upgrade jupiter mercury

手順 6: クラスタの後半でアップグレード後のタスクを実行する
クラスタの後半で、次のアップグレード後の手順を実行します。
クラスタの後半でアップグレード後のタスクを実行するには

1

VCS で管理されていない VxFS と CFS のファイルシステムを手動でマウントします。

2

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle を再リンクします。
p.271 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照して
ください。

3

クラスタの後半で、SF Oracle RAC を起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -start jupiter mercury

4

VxVM ディスクグループのバージョンをアップグレードします。
p.275 の 「CVM プロトコルのバージョンと VxVM ディスクグループのバージョンのアッ
プグレード」 を参照してください。

5

ディスクレイアウトのバージョンをアップグレードします。
p.274 の 「ディスクレイアウトバージョンのアップグレード」 を参照してください。

第 13 章 SF Oracle RAC 6.0 への段階的アップグレードの実行
バージョン 5.1 Patch 3 以降のリリースからの SF Oracle RAC の段階的アップグレードの実行

6

Oracle データベースサービスグループをオンラインにします。
Oracle データベースが VCS によって管理されている場合
# hagrp -online oracle_group -sys jupiter
# hagrp -online oracle_group -sys mercury

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合
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

7

■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合は、AutoStart 値を
1 に設定し、VCS の起動時にデータベースサービスグループを自動的にオンラ
インにできるようにします。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 1
# haconf -dump -makero

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを自動に変更します。
$ srvctl modify database -d db-name -y AUTOMATIC

8

VCS で管理されていないアプリケーションをすべて起動します。アプリケーションを
起動するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

9

必要に応じて製品のライセンスレベルを設定または変更します。
p.274 の 「製品ライセンスレベルの設定または変更」 を参照してください。

10 SFDB リポジトリデータベースを移行します。
p.275 の 「SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード後のタスク」
を参照してください。
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11 クラスタを検証します。
p.278 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。

12 VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムを 6.0 にアップグレードする
場合は、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン 6.0 にアップグレードしたこ
とを確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアッ
プグレードしてください。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
VCS または SFHA のインストールガイドを参照してください。

14
SF Oracle RAC 6.0 へのロー
リングアップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ローリングアップグレードについて

■

SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレードを実行する準備

■

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行

ローリングアップグレードについて
ローリングアップグレードにより、高可用性クラスタのダウンタイムが、サービスグループ
フェールオーバーの実行に要する時間にまで最小化されます。ローリングアップグレード
には、インストーラがカーネルRPMsをアップグレードする段階 1 と、VCS および VCS エー
ジェントRPMsをアップグレードする段階 2 の 2 つの主要な段階があります。
メモ: ローリングアップグレードは、完全に設定されたクラスタで実行する必要があります。
次に、ローリングアップグレードのフローの概要を示します。
1.

インストーラにより、クラスタのプレチェックが実行されます。

2.

必要に応じて、アップグレードの段階 1 を実行するために、サービスグループを移動し
てノードを解放します。最初の段階では、アプリケーションのダウンタイムが発生します。
これは、インストーラが段階 1 を実行するためにサービスグループを移動してノードを
解放するためです。発生するダウンタイムは、サービスグループのフェールオーバーを
行う標準的な時間だけです。
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3.

インストーラにより、クラスタのすべてのノードでアップグレードの段階 2 が実行されま
す。アップグレードの段階 2 には、Veritas Cluster Server（VCS）エンジン HAD のダ
ウンタイムは含まれますが、アプリケーションのダウンタイムは含まれません。

図 14-1 に、2 つのノードクラスタにある 3つのサービスグループのローリングアップグレー
ドを実行しているインストーラの例を示します。
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図 14-1

ローリングアップグレードを実行しているインストーラの例

SG1

SG2

SG3

SG3

ノード A
ノード B
ローリングアップグレー
ド前のクラスタの実行
SG1

SG3
ノード A

SG2

SG3
ノード B

SG1 SG2

SG3

ノード A

SG1 SG2
ノードは
アップグ
レード

ノード B

段階 1 がノード B で開始、 ノード A で実行中の
SG2 フェールオーバー、 サービスグループ、ノー
ド B はアップグレード
SG3 がノード B で停止
SG1 SG2

SG3

SG3

ノード A
ノード B
段階 1 がノード A で開始、
SG1 と SG2 フェール
オーバー、SG3 がノード A
で停止
SG1 SG2

SG3

ノードは
アップグ
レード

ノード A
ノード B
段階 2、すべての残りのパッ
ケージすべてのノードでアップグ
レード並行処理、HAD が停止
して開始

SG3

ノード A

ノード B

段階 1 がノード
Bで完了

SG1 SG2

SG3

ノード A
ノード B
ノード B
で実行中のサービスグ
ループ、ノード A
はアップグレード

SG3

SG3

SG1 SG2

SG3
ノード A

SG3
ノード B

段階 1 がノード
Aで完了

要点:
SG1: フェールオーバーサービスグループ
SG2: フェールオーバーサービスグループ
SG3: パラレルサービスグループ
段階 1:
カーネルパッケージのアップグレード
段階 2: VCS と VCS
のアップグレードエージェントパッケージ

次の仕様上の制限がローリングアップグレードに適用されます。
■

ローリングアップグレードは段階的アップグレードと互換性がありません。

■

ローリングアップグレードと段階的アップグレードを組み合わせて実行しないでくださ
い。
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SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレードを実行
する準備
クラスタのローリングアップグレードを実行する場合は、この項で説明する準備手順を実
行します。アップグレードする前に、システムがこのリリースのハードウェアとソフトウェアの
必要条件を満たしていることを確認してください。
メモ: 1 つ目のサブクラスタでこの手順を実行します。
SF Oracle RAC のアップグレードを準備するには

1

クラスタ内のいずれかのノードにスーパーユーザーとしてログインします。

2

システムで次の設定ファイルのバックアップを作成します。main.cf、types.cf、
CVMTypes.cf、CFSTypes.cf、OracleTypes.cf、OracleASMTypes.cf、
PrivNIC.cf、
MultiPrivNIC.cf、/etc/llttab、/etc/llthosts、/etc/gabtab、/etc/vxfentab、/etc/vxfendg、/etc/vxfenmode

次に例を示します。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/PrivNIC.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/PrivNIC.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/MultiPrivNIC.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/MultiPrivNIC.cf.save

3

各ノードで VxFS または VxVM ディスクグループを使用するアプリケーション（ロー
カルか CFS に関係なく）を停止します。
アプリケーションが VCS 制御下にある場合:
# hagrp -offline grp_name -sys node_name

アプリケーションが VCS 制御下にない場合:
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。

4

各ノードで Oracle RAC リソースを停止します。
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■

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 grp_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

5

■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合は、AutoStart 値を
0 に設定し、VCS の起動時にデータベースサービスグループが自動的に開始
されないようにします。この手順の実行に失敗すると、アップグレード後にデータ
ベースがオンライン化しようとします。システム上に古いライブラリが存在するため
にこの試みは失敗します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 0
# haconf -dump -makero

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを手動に変更します。
$ srvctl modify database -d db_name -y manual

6

すべてのフェールオーバーサービスグループをクラスタ内の他のノードに切り替え
ます。
# hagrp -switch grp_name -to sys_name

7

VCS サービスグループをすべてオフラインにします。
# hagrp -offline grp_name -sys sys_name
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8

VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。
# mount |grep vxfs
# fuser -m /mount_point
# umount /mount_point

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。
# fuser -cu /mount_point

9

SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを使い続ける予定の場合は、
SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードする前に SFDB リポジトリデータベースの移行
を準備する必要があります。
p.213 の 「SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード前のタスク」
を参照してください。

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行
アプリケーションダウンタイムを最小限に抑えながら、Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC を最新のリリースにアップグレードするには、ローリングアップグレードを使
用します。

ローリングアップグレードの実行スクリプトベースのインストーラを使った
ローリングアップグレードを開始する前に、Veritas Cluster Server（VCS）を実行してい
ることを確認してください。
ローリングアップグレードを実行するには

1

オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
■

オペレーティングシステムをアップグレードするノード上の /opt/VRTS/install
ディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

■

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

■

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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■

ノードを再ブートします。
# shutdown -r now

2

最初のサブクラスタで予備手順を完了します。
p.238 の 「SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレードを実行する準備」 を参
照してください。

3

スーパーユーザーとしてログインし、SF Oracle RAC SF Oracle RAC 6.0 インストー
ルメディアをマウントします。

4

ルートから、インストーラを開始します。
# ./installer

5

メニューで、［G）製品のアップグレード（G) Upgrade a product;）］を選択して、［2）
ローリングアップグレード（2) Rolling Upgrade;)］を選択します。

6

システム通信、リリース互換性、バージョン情報が確認され、クラスタの名前、ID、ノー
ドの一覧が表示されます。y を入力して続行します。

7

実行中のサービスグループのインベントリが作成され、ローリングアップグレードの段
階 1 にアップグレードするノード（複数可）が決定されます。y を入力して続行しま
す。ノードの指定を選択する場合、n と、ノードの名前を入力します。

8

クラスタのノードでさらに事前確認が実行されます。警告が表示されることがありま
す。y と入力して続行するか、インストーラを終了して事前確認の警告に対応します。

9

EULA を確認し、条件を受け入れたら、y と入力します。

10 リリース 5.1 SP1 以降からのアップグレードで、ブートディスクがカプセル化されミラー
化されている場合は、バックアップブートディスクを作成できます。
バックアップブートディスクを作成するように選択する場合は、y と入力します。ブー
トディスクグループのバックアップ名を指定するか、デフォルトの名前を受け入れま
す。次に、インストーラでブートディスクグループのバックアップが作成されます。
p.273 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.273 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。
選択したノード（複数可）でアップグレードされる RPMs の一覧が表示されます。
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11 該当するプロセスを停止するように、メッセージが表示されます。y を入力して続行
します。
フェールオーバーサービスグループは、今回はアップグレードを行わないノードに
フェールオーバーされます。サービスグループのフェールオーバーに要する時間
を、ダウンタイムといいます。アップグレードするノードにあるパラレルサービスグルー
プが停止されます。

12 関連プロセスが停止され、旧カーネルRPMsがアンインストールされて、新しいRPMs
がインストールされます。アップグレード用の設定が行われ、プロセスが再開されま
す。
一部のプロセスを開始できなかった場合は、ノードを再ブートし、クラスタ状態の手
動による確認が必要な場合があります。
メモ: サービスグループが自動的に開始しないように AutoStart 属性が 0 に設定さ
れているため、Oracle サービスグループはオフラインになっています。サービスグ
ループはプロセスの後の方で開始されます。

13 プログラムメニューからオプション［Oracle データベースバイナリの再リンク（Relink
Oracle Database Binary）］を選択することで、SF Oracle RAC ライブラリを Oracle
に再リンクします。
p.271 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照して
ください。

14 ブートディスクがカプセル化されている場合、インストーラはノードの再ブートを強く
推奨します。インストーラがメッセージを表示したら、ノードを再ブートします。
メモ: ノードを再ブートする前に、ブートデバイスが、製品のアップグレードされたバー
ジョンを含んでいるディスクに設定されていることを確認してください。
# eeprom

15 VCS によって管理されていない VxFS および CFS ファイルシステムを手動でマウン
トします。

16 Oracle データベースサービスグループをオンラインにします。
■

VCS によって Oracle データベースが管理されている場合、次のコマンドを使い
ます。
# hagrp -online oracle_group -sys node_name

■

VCS によって Oracle データベースが管理されていない場合、次のコマンドを使
います。
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# srvctl start database -d db_name

17 VCS によって管理されていないすべてのアプリケーションを起動します。アプリケー
ションを起動するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

18 まだアップグレードしていないノードの予備手順を完了します。
p.238 の 「SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレードを実行する準備」 を参
照してください。

19 残りのノードで、アップグレード段階 1 が開始されます。ローリングアップグレードを
続行する場合は、y と入力します。
インストーラがノードを再ブートしたら、インストーラを再起動します。
インストーラは、手順 7 から手順 17 を繰り返します。
多数のノードが存在するクラスタでは、このプロセスが数回繰り返されることがありま
す。サービスグループが停止状態になり、オンライン化されてアップグレードが行わ
れます。
これでアップグレードの段階 1 が完了します。

20

■

VCS によって Oracle データベースが管理されている場合は、AutoStart 値を
1 に設定し、VCS の起動時にデータベースサービスグループをオンラインにで
きるようにします。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 1
# haconf -dump -makero

■

VCS によって Oracle データベースが管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを自動に変更します。
$ srvctl modify database -d db-name -y AUTOMATIC

21 SFDB リポジトリデータベースを移行します。
p.275 の 「SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード後のタスク」
を参照してください。

22 アップグレードの段階 2 はここから開始します。この段階には、VCS エンジン（HAD）
用の休止時間が必要です（アプリケーションの停止はありません）。y を入力して続
行します。

23 アップグレードする残りのRPMsが確認されます。Enter キーを押して続行します。
24 Veritas Cluster Server（VCS）プロセスが停止されます。y を入力して続行します。
事前確認が実行され、旧RPMsがアンインストールされて、新しいRPMsがインストー
ルされます。インストール後のタスクと、アップグレード用の設定が行われます。
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25 今後のインストールの改善に役立つようにシマンテック社に協力するかどうかについ
て、y または n を入力します。

26 インターネットにネットワーク接続されている場合、更新の有無が確認されます。
更新が検出された場合は、すぐに適用できます。

27 CP（コーディネーションポイント）サーバー上の VCS または SFHA（Storage
Foundation High Availability）をバージョン 6.0 にアップグレードするには、すべ
てのアプリケーションクラスタを 6.0 にアップグレードします。その後、CP サーバーシ
ステムで VCS または SFHA をアップグレードしてください。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
適切なインストールガイドを参照してください。

Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC のローリングアップグ
レードの実行
ここでは、Veritas の Web ベースインストーラを使ってローリングアップグレードを実行す
る手順について説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストー
ルされている製品を検出し、アップグレードします。別の製品にアップグレードする場合
は、追加手順が必要になることがあります。
p.235 の 「ローリングアップグレードについて」 を参照してください。
ローリングアップグレード段階 1 を開始するには

1

OS のアップグレード（任意）を実行するため、VCS の外部にある場合は、アプリケー
ションまたはマウントポイントを手動で停止します。
# hastop -local
# installsfrac -stop first half of nodes

OS のアップグレードを実行します。詳しくは、OS のマニュアルを参照してください。
再ブートが必要です。

2

最初のサブクラスタで予備手順を完了します。
p.238 の 「SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレードを実行する準備」 を参
照してください。

3

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

4

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。
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5

［タスク］プルダウンメニューで、［G）製品のアップグレード（G) Upgrade a product;）］
を選択して、［2）ローリングアップグレード（2) Rolling Upgrade;)］を選択します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックして続行します。

6

システムを見直し、インストーラがローリングアップグレードの開始を選択したことを確
認します。これらのシステムはアップグレード中のダウンタイムを最小化するために
選択されます。
［はい（Yes）］をクリックして続行します。
システムの検証が行われます。エラーが表示された場合は、エラーに対処してから
インストーラに戻ります。

7

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認します。続行するには、［はい、
同意します（Yes I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

8

リリース 5.1 SP1 以降からのアップグレードで、ブートディスクがカプセル化されミラー
化されている場合は、バックアップブートディスクを作成できます。
バックアップブートディスクを作成するように選択する場合は、y と入力します。ブー
トディスクグループのバックアップ名を指定するか、デフォルトの名前を受け入れま
す。次に、インストーラでブートディスクグループのバックアップが作成されます。
バックアップブートディスクの作成を選択する場合、バックアップディスクグループの
名前を提供するか、またはデフォルト名を受け入れます。
さらに、次のオプションを選択します。
■

ミラーをすべてのシステムに分割する

■

すべてのミラー化システムで同じディスクグループ名を使用する

ブートディスクのバックアップを作成するシステムを選択します。
［次へ（Next）］をクリックします。次に、インストーラでブートディスクグループのバッ
クアップが作成されます。
p.273 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.273 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。
選択したノード（複数可）でアップグレードされる RPMs の一覧が表示されます。

9

すべてのプロセスが停止されます。［次へ（Next）］をクリックして続行します。

10 古いソフトウェアが削除されてから、選択したシステム上のソフトウェアがアップグレー
ドされます。出力の確認を求める画面で、出力を確認してから［次へ（Next）］ボタン
をクリックします。すべての関連プロセスが開始され、すべてのサービスグループが
オンラインになります。
インストーラがノードを再ブートしたら、インストーラを再起動します。
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11 プログラムメニューからオプション［Oracle データベースバイナリの再リンク（Relink
Oracle Database Binary）］を選択することで、SF Oracle RAC ライブラリを Oracle
に再リンクします。
p.271 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照して
ください。

12 ブートディスクがカプセル化されている場合、インストーラはノードの再ブートを強く
推奨します。インストーラがメッセージを表示したら、ノードを再ブートします。
メモ: ノードを再ブートする前に、ブートデバイスが、製品のアップグレードされたバー
ジョンを含んでいるディスクに設定されていることを確認してください。
# eeprom

13 まだアップグレードしていないノードの予備手順を完了します。
p.238 の 「SF Oracle RAC 6.0 へのローリングアップグレードを実行する準備」 を参
照してください。

14 メッセージが表示された場合は、まだアップグレードしていないノードで手順 5 から
手順 10 を実行します。

15 プログラムメニューからオプション［Oracle データベースバイナリの再リンク（Relink
Oracle Database Binary）］を選択することで、SF Oracle RAC ライブラリをまだアッ
プグレードしていないノード上の Oracle に再リンクします。
p.271 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照して
ください。

16 メッセージが表示されたら、段階 2 を開始します。［はい（Yes）］をクリックしてローリ
ングアップグレードを継続します。
段階 2 を実行するためには、Web ベースのインストーラを再起動することが必要な
場合もあります。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。
非カーネルコンポーネントをアップグレードするには - 段階 2

1

［タスク（Task）］プルダウンメニューで、［ローリングアップグレード（Rolling Upgrade）］
が選択されていることを確認します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックして続行します。

2

インストーラはクラスタの情報とローリングアップグレードの状態を検出します。
システムが検証され、プロセスが停止します。エラーが表示された場合は、エラーに
対処してからインストーラに戻ります。
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3

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認します。続行するには、［はい、
同意します（Yes I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

システムの検証が行われます。エラーが表示された場合は、エラーに対処してから
インストーラに戻ります。［次へ（Next）］をクリックして続行します。

5

すべてのプロセスが停止されます。［次へ（Next）］をクリックして続行します。

6

古いソフトウェアが削除されてから、選択したシステム上のソフトウェアがアップグレー
ドされます。出力の確認を求める画面で、出力を確認してから［次へ（Next）］ボタン
をクリックします。すべての関連プロセスが開始され、すべてのサービスグループが
オンラインになります。

7

インターネットにネットワーク接続されている場合、更新の有無が確認されます。
更新が検出された場合は、すぐに適用できます。

アップグレードは完了です。
p.278 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。
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15
Storage Foundation High
Availability 製品から SF
Oracle RAC 6.0 へのアップ
グレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation High Availability 製品から SF Oracle RAC 6.0 へのアップグ
レード

■

Storage Foundation Cluster File System for Oracle RAC から SF Oracle RAC 6.0
へのアップグレード

■

Storage Foundation High Availability 製品から SF Oracle RAC 6.0 へのアップグ
レード

Storage Foundation High Availability 製品から SF
Oracle RAC 6.0 へのアップグレード
シマンテックの次の High Availability 製品の以前のバージョンから SF Oracle RAC 6.0
にアップグレードできます。
■

Storage Foundation High Availability

■

Storage Foundation Cluster File System

■

Storage Foundation Cluster File System for Oracle RAC
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メモ: Storage Foundation Cluster File System 5.0 など、以前のバージョンの製品から
SF Oracle RAC 6.0 に直接アップグレードすることはできません。まずインストールされて
いる製品をバージョン 6.0 にアップグレードしてから、SF Oracle RAC 6.0 をインストール
する必要があります。
SFCFS RAC バージョンを実行している場合は、そのバージョンをアンインストールしてか
ら、SF Oracle RAC 6.0 をインストールする必要があります。

Storage Foundation Cluster File System for Oracle
RAC から SF Oracle RAC 6.0 へのアップグレード
製品のこのリリースでは、SFCFS RAC バージョンから SF Oracle RAC 6.0 への直接アッ
プグレードをサポートしません。SFCFS RAC バージョンをアンインストールして、SF Oracle
RAC 6.0 をインストールする必要があります。
SFCFS RAC バージョンを SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードするには、次の手順を実
行します。
SFCFS RAC バージョンを SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードするには

1

SFCFS RAC の現在のバージョンをアンインストールします。
手順については、製品のインストールガイドを参照してください。

2

SF Oracle RAC 6.0 をインストールして設定します。
このマニュアルの「セクション 2: SF Oracle RAC のインストールと設定」を参照してく
ださい。

3

Oracle RAC をインストールします。
このマニュアルの「セクション 4: Oracle RAC のインストールとアップグレード」を参照
してください。

Storage Foundation High Availability 製品から SF
Oracle RAC 6.0 へのアップグレード
Storage Foundation High Availability 製品を SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードす
るには、次の手順を実行します。
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Storage Foundation High Availability 製品から SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードす
るには

1

以前のバージョンの製品を実行している場合は、その製品をバージョン 6.0 にアッ
プグレードします。
手順については、製品のインストールガイドを参照してください。

2

SF Oracle RAC 6.0 をインストールします。
p.81 の 「SF Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。

3

SF Oracle RAC の設定を求めるメッセージが表示されたら、y を入力します。
Would you like to configure SF Oracle RAC on galaxy? [y,n,q] (n) y

プログラムメニューが表示されます。

4

オプションの［SF Oracle RAC サブコンポーネントを設定します（Configure SF Oracle
RAC sub-components）］を選択します。
VCS が環境で設定されている場合は、インストールプログラムによって VCS 設定が
検出されます。
メモ: インストールプログラムから次のメッセージが表示されたときに、VCS を再設定
しないでください。
Do you want to re-configure VCS?[y,n,q] (n)

インストールプログラムによって VCS 設定ファイルと /etc/vcsmmtab ファイルが作
成され、すべてのプロセスが起動します。

5

すべての GAB ポートが起動し、動作していることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen ada401 membership 01
Port b gen ada40d membership 01
Port d gen ada409 membership 01
Port f gen ada41c membership 01
Port h gen ada40f membership 01
Port o gen ada406 membership 01
Port u gen ada41a membership 01
Port v gen ada416 membership 01
Port w gen ada418 membership 01
Port y gen ada42a membership 01
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6

すべてのノードで ODM を再起動します。これにより、ODM がクラスタモードで起動
します。
# /etc/init.d/vxodm stop
# /etc/init.d/vxodm start

7

フェンシングが設定されていない場合は、フェンシングを設定します。
手順については、このマニュアルの「データ整合性のための SF Oracle RAC クラス
タの設定」の章を参照してください。

8

9

■

環境に単一インスタンス構成の Oracle と Oracle RAC のいずれも実行していな
い場合は、Oracle RAC をインストールしてください。
手順については、このマニュアルの「Oracle RAC のインストールと設定」の章を
参照してください。

■

環境に単一インスタンス Oracle データベースがある場合は、データベースを
Oracle RAC に移行します。
手順については、このマニュアルの「単一インスタンスの Storage Foundation
for Oracle HA から SF Oracle RAC への移行」の章を参照してください。

■

環境に Oracle RAC データベースがある場合は、必要に応じて、データベース
を Oracle RAC の以降のバージョンにアップグレードします。
手順については、このマニュアルの「Oracle RAC のアップグレード」の章を参照
してください。

SFCFS RAC から SF Oracle RAC にアップグレードする場合は、手動で、LLT
PEERINACT 値を 16 秒に設定します。
# lltconfig -T peerinact:1600

Verify that the value is set to to 16 seconds:
# lltconfig -T query
/etc/llttab ファイルから次の行を削除します。
set-timer peerinact:15000

16
単一インスタンスの Storage
Foundation for Oracle HA
から SF Oracle RAC への移
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

移行の概要

■

移行の必要条件

■

移行する前に

■

SF Oracle RAC 6.0 への移行

■

設定ファイルの例

移行の概要
この章では、Veritas Storage Foundation for Oracle High Availability から Veritas
Storage Foundation for Oracle RAC（SF Oracle RAC）への移行手順について説明し
ます。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: この章の手順は、管理者によって管理された
データベースへの移行のみをサポートします。
図 16-1 に、Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle RAC への移行を示し
ます。
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Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle RAC への移行

図 16-1

移行前と移行後の設定例
表 16-1 に、Storage Foundation for Oracle HA データベース環境での既存の設定の
例を示します。
Storage Foundation for Oracle HA データベース環境での設定

表 16-1
ホスト
名

インスタン データ
ス名
ベース名

Oracle ホーム

galaxy

vrts

vrts

/u01/app/oracle/product/release/dbhome_1 VxFS を使う共
有ストレージ
release は Oracle RAC のバージョンに応
じて 10.2.0、11.1.0、11.2.0 のいずれかに
なります。

nebula

vrts

vrts

/u01/app/oracle/product/release/dbhome_1 VxFS を使う共
有ストレージ
release は Oracle RAC のバージョンに応
じて 10.2.0、11.1.0、11.2.0 のいずれかに
なります。

表 16-2 に、SF Oracle RAC データベース環境での設定例を示します。

データベース
ファイルスト
レージ
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表 16-2

SF Oracle RAC 環境での設定

ホスト インスタ
名
ンス名

データベー
ス名

Oracle ホーム

データ
OCR と投
ベース
票ディス
ファイル ク
ストレー
ジ

galaxy vrts1

vrts

/u01/app/oracle/product/release/dbhome_1 CFS を使 CFS 上に
う共有スト 存在
release は Oracle RAC のバージョ
レージ
ンに応じて 10.2.0、11.1.0、11.2.0
のいずれかになります。

nebula vrts2

vrts

/u01/app/oracle/product/release/dbhome_1 CFS を使 CFS 上に
う共有スト 存在
release は Oracle RAC のバージョ
レージ
ンに応じて 10.2.0、11.1.0、11.2.0
のいずれかになります。

移行の必要条件
SF Oracle RAC に移行する前に、次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

Storage Foundation for Oracle HA バージョン 6.0 がインストールされています。

■

システムに Oracle 10g リリース 2 または Oracle 11g リリース 2 がインストールされて
います。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 1 の場合、データベースのみがサポートされています。

移行する前に
SF Oracle RAC に移行する前に、次のタスクを完了します。
■

■

次の設定を使って単一インスタンス構成の Storage Foundation for Oracle データ
ベースを設定します。
■

すべてのノードにインストールする Storage Foundation for Oracle HA

■

各ノードにインストールする Oracle バイナリ

■

Veritas File System（VxFS）を使って共有ストレージ上に作成する Oracle デー
タベース

移行の前に既存のデータベースのバックアップを作成してください。
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SF Oracle RAC 6.0 への移行
Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle RAC に移行するには、次の手順を
実行します。
1.

Storage Foundation for Oracle HA を SF Oracle RAC に移行します。
p.256 の 「Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle RAC への移行」 を
参照してください。

2.

単一インスタンス構成の Oracle データベースを Oracle RAC データベースに移行
します。
p.257 の 「単一インスタンス構成の Oracle データベースから Oracle RAC データベー
スへの移行」 を参照してください。

3.

インストール後タスクを完了します。
p.261 の 「移行後タスクの完了」 を参照してください。

Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle RAC への移行
Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle RAC に移行するには、次の手順を
実行します。
Storage Foundation for Oracle HA から SF Oracle RAC に移行するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

既存の Storage Foundation for Oracle データベースの HA リソース設定のバック
アップを作成します。
# cp -rp /etc/VRTSvcs/conf/config config.old

3

データベースサービスグループをオフラインにします。
# hagrp -offline group_name -any

4

VCS で管理されない VxFS マウントポイントのマウントを解除します。
# umount mount_point
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5

他のすべての VCS サービスグループを停止します。
サービスグループの現在の状態を表示するには:
# hagrp -state

各グループを停止するには:
# hagrp -offline servicegroup -sys node_name

6

VCS サービスグループをフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze servicegroup -persistent
# haconf -dump -makero

7

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all -force

8

SF Oracle RAC をインストールし、設定します。
SF Oracle RAC のインストールと設定については、「セクション 2: SF Oracle RAC の
インストールと設定」を参照してください。

9

VCS サービスグループをフリーズ解除します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze servicegroup -persistent
# haconf -dump -makero

単一インスタンス構成の Oracle データベースから Oracle RAC データ
ベースへの移行
単一インスタンス構成の Oracle データベースを Oracle RAC データベースに移行する
ためには、次の手順を完了します。
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単一インスタンス構成の Oracle データベースを Oracle RAC データベースに移行するに
は

1

Oracle Clusterware をインストールします。
Oracle Clusterware のインストールについては、「セクション 4: Oracle RAC のイン
ストールとアップグレード」を参照してください。

2

共有モードで単一インスタンス構成の Storage Foundation for Oracle データベー
ス HA ストレージディスクグループをインポートします。
# vxdg -s import oradatadg

oradatadg は、Storage Foundation for Oracle データベース HA 環境にあるディ
スクグループです。
Oracle RAC 環境では、すべてのインスタンスが単一のデータベースに同時にアク
セスします。 前のセグメントにまとめました従って、すべてのデータファイル、制御ファ
イル、SPFILE、REDO ログファイル、アーカイブログファイルは、共有ストレージに存
在する必要があります。 前のセグメントにまとめました 前のセグメントにまとめました
前のセグメントにまとめました

3

ファイルシステムをすべてのノードにクラスタモードでマウントします。
# mount -t vxfs -o cluster ¥
/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol /oradata

oradata は、Storage Foundation for Oracle データベース HA 環境にあるファイ
ルシステムです。

4

Oracle バイナリを Veritas ライブラリと再リンクします。
p.271 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照して
ください。

5

SQLPLUS を使ってクラスタ内のノードのいずれかから、Oracle ユーザーとしてデー
タベースを起動します。
$ export ORACLE_SID=vrts
$ export ORACLE_HOME=/u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
$ /u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/bin/sqlplus “/as sysdba”

このコマンドについての説明は、次のとおりです。 vrts は、Storage Foundation for
Oracle データベース HA 環境にあるデータベースです。
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6

REDO ログを追加します。 各インスタンスには独自の REDO スレッドが必要です。
次の例は、クラスタのノードとして galaxy と nebula がある 2 ノード設定の場合です。
既存の REDO スレッドは galaxy によって使われます。
新しい REDO スレッドを追加するには、nebula に Oracle ユーザーとしてログオンし
て、次のコマンドを実行します。
SQL> alter database add logfile thread 2
group 4 ('/oradata/vrts/redo04.log') size 50M REUSE;
Database altered
SQL> alter database add logfile thread 2
group 5 ('/oradata/vrts/redo05.log') size 50M REUSE;
Database altered.
SQL> alter database add logfile thread 2
group 6 ('/oradata/vrts/redo06.log') size 50M REUSE;
Database altered

7

REDO ログスレッドを有効にします。有効にすると、パブリックスレッドまたはプライ
ベートスレッドとして指定することもできます。
SQL> ALTER DATABASE ENABLE PUBLIC THREAD 2;
OR
SQL> ALTER DATABASE ENABLE PRIVATE THREAD 2;

8

追加の各インスタンスに UNDO 表領域を追加します。 前のセグメントにまとめました
SQL> create undo tablespace UNDOTBS2 datafile¥
'/oradata/vrts/undotbs02.dbf' size 500M autoextend on;

9

Oracle RAC に必要なクラスタビューを作成します。
SQL> @?/rdbms/admin/catclust

10 SPFILE を使う場合は、そこから PFILE を作成します。
SQL> create pfile='/tmp/initORA.ora' from spfile
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11 Oracle 初期化パラメータファイル /tmp/initORA.ora を編集して、クラスタパラメー
タを指定します。
*.cluster_database_instances=2
*.cluster_database=TRUE
vrts1.instance_name=vrts1
vrts2.instance_name=vrts2
vrts1.instance_number=1
vrts2.instance_number=2
vrts1.thread=1
vrts2.thread=2
vrts1.undo_tablespace='UNDOTBS1'
vrts2.undo_tablespace='UNDOTBS2'
vrts1.local_listener= ‘LISTENER_GALAXY’
vrts2.local_listener= ‘LISTENER_NEBULA’
vrts1.remote_listener= ‘LISTENERS_VRTS'
vrts2.remote_listener= ‘LISTENERS_VRTS’

12 Oracle 初期化パラメータファイルを開始します。
SQL> connect / as sysdba
SQL> shutdown immediate
SQL> startup pfile='/tmp/initORA.ora'

13 Oracle 初期化パラメータファイルを使ってデータベースが正常に起動したら、共有
の場所に spfile を作成します。
SQL> create spfile='sharedlocation/spfiledbrac.ora'¥
from pfile='/tmp/initORA.ora'

14 各ノードで $ORACLE_HOME/dbs に共有 spfile ディレクトリへのリンクを作成しま
す。
galaxy の場合:
cd $ORACLE_HOME/dbs
ln -s sharedlocation/spfiledbrac.ora spfiledbrac1.ora

nebula の場合:
cd $ORACLE_HOME/dbs
ln -s sharedlocation/spfiledbrac.ora spfiledbrac2.ora
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15 クラスタレジストリにデータベースとインスタンスを追加します。
# srvctl add database -d vrts -o $ORACLE_HOME
# srvctl add instance -d vrts -i vrts1 -n galaxy
# srvctl add instance -d vrts -i vrts2 -n nebula

16 データベースを停止してから起動します。
# srvctl stop database -d vrts
# srvctl start database -d vrts

移行後タスクの完了
次の手順を実行して移行処理を完了します。この手順の例では、ノード galaxy と nebula
がある 2 ノードの SF Oracle RAC クラスタを想定しています。
移行後タスクを完了するには

1

Oracle RAC 11g リリース 2 の場合は、Oracle のマニュアルを参照して tnsnames.ora
ファイルを更新してください。

2

オプション: サービスをデータベースに追加し、それらをインスタンスに割り当てます。
サービスは、手動で作成することも、Database Configuration Assistant（DBCA）
ユーティリティを使って作成することもできます。
Real Application Clusters（RAC）では、サービスを 1 つ以上のインスタンスで実行
して、実際のトランザクションパフォーマンスに基づく真の作業負荷分散を行うことが
できます。様々な時間帯に、クラスタ内の様々なサービスに割り当てられたインスタ
ンスを制御できます。
サービスを手動で作成するには
# srvctl add service -d vrts -s ORA_TAF -r vrts1, vrts2

3

VCS 設定ファイルに CSSD、PrivNIC または MultiPrivNIC、Oracle リソースエー
ジェントを設定します。 configuration file.
詳しくは、「セクション 4: Oracle RAC のインストールとアップグレード」を参照してく
ださい。

4

配備のニーズに応じて、次のオプションのタスクを実行できます。
■

Oracle RAC データベースに接続するため（必要な場合）、および負荷分散やス
ケーラビリティのような Oracle RAC 機能を利用するために、アプリケーション
（データベースクライアント）設定を更新します。

■

追加のリソース（移行処理の前に VCS 設定に含まれていたもの）用に VCS 設定
ファイルを更新します。
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単一インスタンス Oracle から Oracle RAC への SFDB（Storage
Foundation for Databases）の移行
Storage Foundation HA から Storage Foundation for Oracle RAC に移行した後に、
単一インスタンス Oracle 環境で作成された SFDB（Storage Foundation for Databases）
オブジェクトが Oracle RAC 環境で利用できなくなります。
SFDB リポジトリを再作成するには

1

次のコマンドを実行します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S $ORACLE_SID -H $ORACLE_HOME

2

Storage Foundation HA 環境にあった SFDB オブジェクトが再作成されます。これ
らは SFRAC でサポートされます。

SFDB オブジェクトの設定方法については、『Storage Foundation: Storage and
Availability Management for Oracle Databases』を参照してください。

設定ファイルの例
この項では、以下のファイルの設定例を示します。
VCS 設定ファイル

p.263 の 「Storage Foundation for Oracle HA
用の VCS 設定ファイル」 を参照してください。
p.266 の 「SF Oracle RAC の VCS 設定ファイル」
を参照してください。

Oracle 初期化パラメータファイル

p.264 の 「Storage Foundation for Oracle HA
用の Oracle 初期化パラメータファイル」 を参照
してください。
p.269 の 「SF Oracle RAC の Oracle 初期化パラ
メータファイル」 を参照してください。

tnsnames.ora

p.264 の 「Storage Foundation for Oracle HA
用の tnsnames.ora」 を参照してください。
p.270 の 「SF Oracle RAC の tnsnames.ora ファ
イル」 を参照してください。

listener.ora

p.265 の 「Storage Foundation for Oracle HA
用の listener.ora」 を参照してください。
p.270 の 「SF Oracle RAC の listener.ora ファイ
ル」 を参照してください。
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Storage Foundation for Oracle HA 用の VCS 設定ファイル
Storage Foundation for Oracle HA 用のサンプルの VCS 設定ファイルは次のとおりで
す。
include "types.cf"
include "OracleTypes.cf"
cluster sfha_clus (
UserNames = { admin = bQRjQLqNRmRRpZRlQO }
Administrators = { admin }
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group sfora (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
DiskGroup oradatadg (
Critical = 0
DiskGroup = oradatadg
)
Mount oradatamnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/datavol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Oracle oradb (
Critical = 0
Sid = vrts
Owner = oracle
Home = "/oracle/dbhome"
)
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oradatamnt requires oradatadg
oradb requires oradatamnt

Storage Foundation for Oracle HA 用の Oracle 初期化パラメータファイ
ル
Storage Foundation for Oracle HA 用のサンプルの Oracle 初期化パラメータファイル
は、次のとおりです。
vrts.__db_cache_size=1375731712
vrts.__java_pool_size=16777216
vrts.__large_pool_size=16777216
vrts.__oracle_base='/u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1'¥
#ORACLE_BASE set from environment
vrts.__pga_aggregate_target=1224736768
vrts.__sga_target=1811939328
vrts.__shared_io_pool_size=0
vrts.__shared_pool_size=385875968
vrts.__streams_pool_size=0
*.audit_file_dest='/u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1¥
/admin/vrts/adump'
*.audit_trail='none'
*.compatible='11.2.0.0.0'
*.control_files='/oradata/vrts/control01.ctl',
'/oradata/vrts/control02.ctl',
'/oradata/vrts/control03.ctl'
*.db_block_size=8192
*.db_domain=''
*.db_name='vrts'
*.diagnostic_dest='/u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=dbracXDB)'
*.log_archive_dest_1='LOCATION=/oradata/archive'
*.log_archive_format='%t_%s_%r.dbf'
*.memory_target=3036676096
*.open_cursors=300
*.processes=150
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'

Storage Foundation for Oracle HA 用の tnsnames.ora
Storage Foundation for Oracle HA 用のサンプルの tnsnames.ora は次のとおりです。
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Host : galaxy
VRTS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = galaxy)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = vrts)
)
)
Host : Nebula
VRTS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = nebula)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = vrts)
)
)

Storage Foundation for Oracle HA 用の listener.ora
Storage Foundation for Oracle HA 用のサンプルの listener.ora は次のとおりです。
Host : galaxy

LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = galaxy)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
)
Host : Nebula
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
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(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = nebula)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
)

SF Oracle RAC の VCS 設定ファイル
SF Oracle RAC のサンプル VCS 設定ファイルは次のとおりです。
include
include
include
include
include
include
include
include
include
include

"OracleASMTypes.cf"
"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CRSResource.cf"
"CVMTypes.cf"
"Db2udbTypes.cf"
"MultiPrivNIC.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"SybaseTypes.cf"

cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = enoGniNkoJooMwoInl }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group ora_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy , nebula }
)
Oracle ora_res (
Critical = 0
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Sid @galaxy = "vrts1"
Sid @nebula = "vrts2"
Owner = oracle
Home = "/u02/app/product/orabase/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora_res requires oradata_mnt
oradata_mnt requires oradata_voldg

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy , nebula }
)
Application cssd (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
OnlineWaitLimit = 5
Critical = 0
)
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CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device = { eth1 = 0, eth2 = 1 }
Address @galaxy = "192.168.1.128"
Address @nebula = "192.168.1.131"
NetMask = "255.255.255.0"
)
cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_voldg requires cvm_clus
ocrvote_mnt requires vxfsckd
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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SF Oracle RAC の Oracle 初期化パラメータファイル
SF Oracle RAC のサンプル Oracle 初期化パラメータファイルは次のとおりです。
vrts2.__db_cache_size=331350016
vrts1.__db_cache_size=331350016
vrts2.__java_pool_size=4194304
vrts1.__java_pool_size=4194304
vrts2.__large_pool_size=4194304
vrts1.__large_pool_size=4194304
vrts2.__pga_aggregate_target=385875968
vrts1.__pga_aggregate_target=385875968
vrts2.__sga_target=578813952
vrts1.__sga_target=578813952
vrts2.__shared_io_pool_size=0
vrts1.__shared_io_pool_size=0
vrts2.__shared_pool_size=226492416
vrts1.__shared_pool_size=226492416
vrts2.__streams_pool_size=0
vrts1.__streams_pool_size=0
*.audit_file_dest='/u02/app/product/orabase/admin/vrts/adump'
*.audit_trail='db'
*.cluster_database=true
*.compatible='11.2.0.0.0'
*.control_files='/oradata/vrts/control01.ctl','/oradata/vrts/
control02.ctl'
*.db_block_size=8192
*.db_domain=''
*.db_name='vrts'
*.diagnostic_dest='/u02/app/product/orabase'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=vrtsXDB)'
vrts1.instance_number=1
vrts2.instance_number=2
*.memory_target=963641344
*.open_cursors=300
*.processes=150
*.remote_listener='cert-s
can-vip01:1521'
*.remote_login_passwordfile='exclusive'
vrts2.thread=2
vrts1.thread=1
vrts1.undo_tablespace='UNDOTBS1'
vrts2.undo_tablespace='UNDOTBS2'
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SF Oracle RAC の tnsnames.ora ファイル
SF Oracle RAC のサンプル tnsnames.ora ファイルは次のとおりです。
VRTS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = scan-vip01)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = vrts)
)
)

SF Oracle RAC の listener.ora ファイル
SF Oracle RAC のサンプル listener.ora ファイルは次のとおりです。
LIST1=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=¥
(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LIST1))))
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LIST1=ON

17
アップグレード後のタスクの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再リンク

■

バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結合

■

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻す

■

製品ライセンスレベルの設定または変更

■

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード

■

CVM プロトコルのバージョンと VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレー
ド

■

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード後のタスク

■

クラスタの検証方法

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリの再
リンク
SF Oracle RAC のアップグレード後、Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリ
を再リンクする必要があります。
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インストーラを使って Oracle RAC 11g を再リンクするには

1

installsfrac インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure galaxy nebula

2

5 を入力して、オプション［Oracle のインストール後タスク（Post Oracle Installation
Tasks）］を選択します。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Configure SF Oracle RAC sub-components
SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
Prepare to Install Oracle
Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
Post Oracle Installation Tasks
Exit SF Oracle RAC Configuration

Choose option: [1-6,q] (1) 5

3

［Oracle データベースバイナリの再リンク（Relink Oracle Database Binary）］オプ
ションを選択します。
1)
2)
3)
b)

Configure CSSD agent
Relink Oracle Database Binary
Exit SF Oracle RAC Configuration
Back to previous menu

Choose option: [1-3,b,q] (1) 2

4

次の情報を指定します。
Enter Oracle UNIX user name: [b] (oracle)
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)
Enter absolute path of Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Home directory: [b]
Enter absolute path of Oracle Database Home directory: [b]

インストーラによって Oracle のバージョンが検出されます。

5

y を入力して、再リンクを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)
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バックアップブートディスクグループの現在のディスクグ
ループへの再結合
アップグレード中、ミラー化されたブートディスクを分割した場合は、この手順を実行して
バックアップブートディスクグループを再結合します。アップグレードが成功して再ブート
したら、ブートディスクグループを保持する必要はありません。
p.240 の 「インストーラを使ったローリングアップグレードの実行」 を参照してください。
バックアップブートディスクグループを再結合するには
◆

backup_bootdg ディスクグループをブートディスクグループに再結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join backup_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。backup_bootdg はアップグレード中に

作成したバックアップブートディスクグループの名前です。

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディ
スクグループに戻す
この手順は、アップグレードが失敗し、そのアップグレード中にミラー化されたブートディ
スクを分割してバックアップした場合に実行します。アップグレードしたときに作成したバッ
クアップに戻すことができます。
p.240 の 「インストーラを使ったローリングアップグレードの実行」 を参照してください。
アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻すには

1

ブートディスクグループを確認するには、vxprint コマンドの出力で rootvol ボリュー
ムを探します。
# vxprint

2

vxdg コマンドを使って、現在ブートを実行しているブートディスクグループを特定し

ます。
# vxdg bootdg

3

バックアップブートディスクグループからオペレーティングシステムをブートします。

4

バックアップディスクグループに元のブートディスクグループを結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join original_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。original_bootdg は不要になったブート

ディスクグループです。
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製品ライセンスレベルの設定または変更
以前のリリースの Veritas ソフトウェアからのこのリリースにアップグレードする場合、製品
インストーラによって、インストール済みのライセンスキーが変更されることはありません。
既存のライセンスキーでは、このリリースの新しい機能がアクティブ化されないことがあり
ます。
アップグレード後に、次のいずれかの手順を実行してください。
■

有効なライセンスキーを入手し、vxlicinst コマンドを実行してシステムに追加する。

■ vxkeyless

コマンドを使って、ライセンスキーをキーレスライセンスモデルに更新す

る。
詳細と手順については、「SF Oracle RAC のライセンス確認」を参照してください。

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョン 7、8、と 9 でファイルシステムのみの作成
とがマウントできます。ディスクレイアウトバージョン 6 は以降のディスクレイアウトバージョ
ンにアップグレードするためのみに、ローカルマウントのみができます。
ディスクレイアウトバージョン 6 は非推奨であり、ディスクレイアウトバージョン 6 のある既
存ファイルシステムはクラスタマウントできません。ディスクレイアウトバージョン 6 のあるク
ラスタファイルシステムをアップグレードするには、ファイルシステムをローカルマウントし
てファイルシステムをアップグレードし、次に以降バージョンに vxupgrade ユーティリティ
を使ってファイルシステムをアップグレードします。
vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクレイアウトバージョン 4 のサポートが除外されました。vxfsconvert コマンドを使っ
てディスクレイアウトバージョン 4 からディスクレイアウトバージョン 7 またはそれ以降の存
在ファイルシステムにアップグレードする必要があります。
vxfsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: シマンテック社はこのリリースをアップグレードする前に、最もサポートが高いのディ
スクレイアウトバージョンに既存ファイルシステムをアップグレードすることを推奨します。
次のコマンドを使うことによって、ファイルシステムにあるディスクレイアウトバージョンを確
認できます。
# fstyp -v /dev/vx/dsk/dg1/vol1 | grep -i version

ディスクレイアウトバージョンについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガ
イド』を参照してください。
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CVM プロトコルのバージョンと VxVM ディスクグループ
のバージョンのアップグレード
Cluster Volume Manager プロトコルのデフォルトのバージョンは 110 です。
CVM プロトコルのバージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/vxdctl protocolversion

プロトコルバージョンが 110 でない場合は、次のコマンドを実行してバージョンをアップグ
レードします。
# /opt/VRTS/bin/vxdctl upgrade

Veritas Volume Manager の各ディスクグループには、バージョン番号が関連付けられ
ています。VxVM の各リリースでは、特定のディスクグループのバージョンがサポートされ
ており、該当するバージョンのディスクグループ上のタスクをインポートして実行すること
ができます。一部の新しい機能とタスクは現在のディスクグループバージョンのディスクグ
ループのみで動作します。タスクを実行する前に、既存のディスクグループのバージョン
を 170 にアップグレードする必要があります。
既存ディスクグループのバージョンを確認します。
# vxdg list dg_name|grep -i version

ディスクグループバージョンが 170 でない場合は、マスターノード上で次のコマンドを実
行してバージョンをアップグレードします。
# vxdg -T 170 upgrade dg_name

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグ
レード後のタスク
アップグレード前に SFDB を使って作成された Database Storage Checkpoint は vxsfadm
CLI を使って表示可能であり、必要であればこれらの Database Storage Checkpoint を
マウントし、それらにロールバックできます。ただし、移行された Database Storage
Checkpoint の使用によるクローンの作成はサポートされません。
以前に作成された FlashSnap スナッププランを使ってスナップショットを取り続ける場合
は vxsfadm コマンドの -o validate オプションを使用してそれらを検証する必要があり
ます。
5.0x または以前のバージョンの Storage Foundation for Oracle で作成した Database
Storage Checkpoint または SmartTier for Oracle のポリシーを引き続き使用するに
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は、SF Oracle RAC を 6.0 にアップグレードした後で、次のいずれかの手順を実行する
必要があります。
■

5.0x からアップグレードした後と SFDB リポジトリを移行する前に起動スクリプトの名
前を変更してください
p.278 の 「5.0.x からのアップグレード後/SFDB の移行前」 を参照してください。

■

5.0x SFDB リポジトリデータベースから 6.0 に移行してください
p.276 の 「5.0 リポジトリデータベースから 6.0 への移行」 を参照してください。

5.0 リポジトリデータベースから 6.0 への移行
1 つのノードでのみ次の手順を実行します。
5.0 リポジトリデータベースから 6.0 に移行するには、次の手順を実行します。

1

起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を S*vxdbms3 に変更します。
p.278 の 「5.0.x からのアップグレード後/SFDB の移行前」 を参照してください。

2

root ユーザーとして、古い Sybase ASA リポジトリをダンプします。SFHA または SF
Oracle RAC を使っている場合、この作業は 1 つのノードで行えば十分です。
# /opt/VRTSdbed/migrate/sfua_rept_migrate

3

sfua_rept_migrate を実行した同じノードで、Oracle ユーザーとして次のコマンド

を実行します。Oracle インスタンスごとに、古いリポジトリデータを SQLite リポジトリ
に移行します。

4

デフォルトで、リポジトリは Oracle SYSTEM 表領域を含むファイルシステム上に作
成されます。代替リポジトリパスが必要な場合は、最初に次の条件を検証します。
■

リポジトリパスは Oracle ユーザーが書き込み可能なディレクトリである必要があ
ります。

■

すべてのノードからリポジトリにアクセスできる必要があります。リポジトリは CFS
ファイルシステムに配置するか、または VCS の制御下にあるリソースグループに
配置できるので、Oracle データベースとともにフェールオーバーできます。

■

update コマンドは、リポジトリパスがアクセス可能かどうかを検証できません。パ
スを正しく設定していないと、update コマンドは失敗します。

代替のリポジトリパスを作成してください。

5

オフホスト処理に Database Flashsnap を使っている場合、および移行する必要の
あるリポジトリがセカンダリホスト上にある場合は、セカンダリホストでこれまでの手順
を実行します。
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6

プライマリホストで、スナッププランを編集して「SNAPSHOT_DG=SNAP_*」パラメー
タを削除し、「SNAPSHOT_DG_PREFIX=SNAP_*」を追加します。パラメータは、ど
のプレフィックス値でも指定でき、「SNAP_*」にする必要はありません。
次に例を示します。
$ /usr/oracle> more SNAPPLAN1
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=system1
SECONDARY_HOST=system1.example.com
PRIMARY_DG=system1_data
SNAPSHOT_DG=SNAP_system1_data
ORACLE_SID=HN1
ARCHIVELOG_DEST=/oracle/orahome/dbs/arch
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=dbed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1
$ /usr/oracle> more SNAPPLAN1
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=system1
SECONDARY_HOST=system1.example.com
PRIMARY_DG=judge_data
SNAPSHOT_DG_PREFIX=SNAP_system1_data
ORACLE_SID=HN1
ARCHIVELOG_DEST=/oracle/orahome/dbs/arch
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=dbed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1

7

プライマリホストで、次のコマンドを使ってスナップショットを再検証します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a oracle -c SNAPPLAN -o validate

これで、Database Storage Checkpoint と Database Tiered Storage パラメータの
リポジトリの移行が完了します。
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SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを使い始めるには
『Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle Databases』
を参照してください。

5.0.x からのアップグレード後/SFDB の移行前
SF Oracle RAC バージョン 5.0 から SF Oracle RAC 6.0 にアップグレードするとき
S*vxdbms3 起動スクリプトの名前が NO_S*vxdbms3 に変更されます。
sfua_rept_migrate では S*vxdbms3 起動スクリプトが必要です。このため、
sfua_rept_migrate が実行されると、S*vxdbms3 起動スクリプトが見つからず、上記の
エラーメッセージが表示されます。
/sbin/rc3.d/S*vxdbms3 not found
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-3558 File: is missing.
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-9160 Failed to mount repository.

S*vxdbms3 起動スクリプトのエラーを防ぐには
◆

起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を S*vxdbms3 に変更します。

クラスタの検証方法
SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラまたは Web ベースのインストーラを実
行して、クラスタの機能状態を検証します。
インストーラにより、各ノードについて次のことが確認されます。
■

SF Oracle RAC がインストールされたことを検証します。

■

Oracle プロセスデーモン（oprocd）が動作していないことを検証します。

■

Veritas ライブラリ（ODM と VCSMM）が Oracle RAC ライブラリにリンクされているこ
とを検証します。

■

LLT/VCSMM チューニングパラメータのパラメータが正しく設定されるかどうかを検証
します。

■

CSSD リソースが CVM サービスグループに設定されていることを検証します。

■

指定された Oracle ユーザーが /etc/llttab と /etc/llthosts のファイルに対する読み
込み権限を持っているかどうかを検証します。

■

LLT と Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が同一のノード情報を持っている
ことを検証します。

■

Oracle RAC データベースのバージョンが、クラスタのすべてのノードで同じであるこ
とを検証します。バージョンやパッチセットの情報がノード間で異なると、検証は失敗
します。
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検証中に発生する可能性のある問題点の解決方法については、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』の「トラブルシューティングSF Oracle RAC」
の章にある「インストールと設定の検証時の障害に対するトラブルシューティング」の項を
参照してください。
LLT が UDP 経由で設定された場合、インストーラは次の検査をスキップします。
■

LLT リンクの全二重設定

■

LLT リンクのジャンボフレーム設定（MTU）

■

LLT リンクのクロス接続

■

LLT リンクの速度と自動ネゴシエーションの設定

スクリプトベースのインストーラを使用してクラスタを検証するには

1

SF Oracle RAC インストーラを起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure galaxy nebula

2

［SF Oracle RAC インストールおよび設定チェック（SF Oracle RAC Installation and
Configuration Checks）］オプションを選択します。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Configure SF Oracle RAC sub-components
SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
Prepare to Install Oracle
Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
Post Oracle Installation Tasks
Exit SF Oracle RAC Configuration

Choose option: [1-6,q] (1) 2

3

y を入力して Oracle RAC がノードにインストールされたことを確認します。
メモ: インストーラは、Oracle インベントリから Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のホームディレクトリの位置の検出を試みます。インストーラが位置
情報を検出すると、情報が表示されます。
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4

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。
メモ: インストーラは、Oracle インベントリから Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のホームディレクトリの位置の検出を試みます。インストーラが位置
情報を検出すると、情報が表示されます。
インストーラはパス情報の検証を行い、パスが正しくない場合は再度入力画面を表
示します。

5

Oracle RAC データベースのホームディレクトリの絶対パスを入力します。
メモ: インストーラは、Oracle のインベントリから Oracle RAC データベースのホーム
ディレクトリの位置の検出を試みます。インストーラが位置情報を検出すると、情報が
表示されます。
インストーラによってパス情報が検証されます。

6

Oracle ユーザー名を入力します。
インストーラはインストールと設定の検証を開始します。

Web ベースのインストーラを使用してクラスタを検証するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスク（Task）］ドロップダウンリストから［製品の設定（Configure a Product）］を選
択します。

3

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

4

［システム名（System Names）］テキストボックスにシステム名を入力し、［次へ（Next）］
をクリックします。
システム検証が実行されます。検証が完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［タスクを選択します（Select a Task）］ドロップダウンリストから［SF Oracle RAC イン
ストールおよび設定チェック（SF Oracle RAC Installation and Configuration
Checks）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
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6

Oracle RAC がノードにインストールされていることを確認し、Oracle ソフトウェアイン
ストール情報を入力するには、［はい（Yes）］をクリックします。

7

次の Oracle RAC インストール情報を入力します。
Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のホームディレク
トリの絶対パスを入力してください
（Enter absolute path of Oracle
Clusterware/Grid
Infrastructure Home
directory）

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディ
レクトリの絶対パスを入力します。

メモ: インストーラは、Oracle インベントリから Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure のホームディレクト
リの位置の検出を試みます。インストーラが位置情報を
検出すると、情報が表示されます。
インストーラはパス情報の検証を行い、パスが正しくない
場合は再度入力画面を表示します。

Oracle データベースのホームディ
レクトリの絶対パスを入力してくださ
い（Enter absolute path of
Oracle Database Home
directory）

Oracle RAC データベースのホームディレクトリの絶対パ
スを入力します。

メモ: インストーラは、Oracle のインベントリから Oracle
RAC データベースのホームディレクトリの位置の検出を
試みます。インストーラが位置情報を検出すると、情報
が表示されます。
インストーラによってパス情報が検証されます。

Oracle ユーザー名を入力してくだ Oracle ユーザー名を入力します。
さい（Enter the Oracle user
name）

［次へ（Next）］をクリックします。
インストーラはインストールと設定の検証を開始します。
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4
Oracle RAC のインストールと
アップグレード

■

第18章 Oracle RAC をインストールする前に

■

第19章 Oracle RAC のインストール

■

第20章 Oracle RAC のインストール後タスクの実行

■

第21章 Oracle RAC のアップグレード
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18
Oracle RAC をインストール
する前に
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC の重要なインストール前の情報

■

Oracle RAC のインストールの準備について

■

SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストール
の準備

Oracle RAC の重要なインストール前の情報
Oracle RAC をインストールする前に、次の必要条件を満たしていることを確認してくださ
い。
■

ご使用の Oracle のバージョンに関する追加の必要条件については Oracle のマニュ
アルを確認してください。

■

インストールセットアップを実行するときに、値を記入した Oracle ワークシートを手も
とに置いておいてください。
p.636 の 「Oracle RAC ワークシート」 を参照してください。
メモ: 手動で実行する手順では、変数を使用します。これは italicized というテキスト
で示されます。これらの変数を実際の値で置き換えてください。

Oracle RAC のインストールの準備について
プレインストールタスクを実行するには、次のいずれかの方法を使用します。
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SF Oracle RAC インストー SF Oracle RAC インストーラには、メニューの指示に従ってプレインス
ラ
トールタスクを実行できるコマンド行インターフェースが用意されていま
す。

メモ: プレインストールの手順の一部は SF Oracle RAC インストーラに
よってサポートされていないため、マニュアルの説明に従って手動で行
う必要があります。
手動

マニュアルの説明に従ってプレインストールタスクを手動で実行する必
要があります。

応答ファイル

SF Oracle RAC 応答ファイルを使って Oracle RAC インストール用に
システムを事前設定できます。SF Oracle RAC 応答ファイルと Oracle
RAC 応答ファイルを組み合わせて使うことで、Oracle RAC のインストー
ルを自動化して標準化する処理が簡素化されます。

メモ: 応答ファイルでは、SF Oracle RAC インストーラがサポートする事
前設定タスクのみを自動化できます。
手順については、このマニュアルの「応答ファイルを使った Oracle RAC
のインストール」の章を参照してください。

この章の例では、ノード galaxy と nebula から構成される 2 ノードクラスタを想定していま
す。
Oracle RAC をインストールする前に、Oracle のインストールマニュアルと該当する Oracle
サポート Web サイトを確認してください。このマニュアルに記載されているプレインストー
ルタスクの一部は、Oracle インストールマニュアルの手順に従って実行する必要がありま
す。これらのタスクの手順は、このマニュアルには記載されていません。
メモ: この章では、どのような場合も必要となる変数とサンプル値を使用して手順を説明し
ます。ここに示す変数とサンプル値は、インストール必要条件に適合した値に置き換えて
ください。
準備タスクを開始する前に、サンプルワークシートを正しいインストール値で更新し、処理
を実行する間、それを手元において置くことができます。

SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による
Oracle RAC のインストールの準備
ここでは、手動による手順と、SF Oracle RAC インストーラベースの手順の両方について
説明します。

第 18 章 Oracle RAC をインストールする前に
SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストールの準備

インストールの準備を行うにはOracle RAC

1

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。
p.288 の 「Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定」 を参照してください。

2

カーネルパラメータを設定します。
p.288 の 「カーネルパラメータの設定」 を参照してください。

3

Oracle が必要とするRPMsとパッチがインストールされていることを確認します。
p.289 の 「Oracle が必要とするRPMsとパッチがインストールされていることの確認」
を参照してください。

4

ユーザー nobody が存在することを確認します。
p.289 の 「ユーザー nobody が存在することを確認します。」 を参照してください。

5

SF Oracle RAC インストーラを起動します。
p.289 の 「SF Oracle RAC インストーラの起動」 を参照してください。

6

Oracle ユーザーとグループを作成します。
p.291 の 「Oracle RAC のユーザーとグループの作成」 を参照してください。

7

OCR と投票ディスク用のストレージを作成します。
p.295 の 「OCR と投票ディスク用のストレージの作成」 を参照してください。

8

Oracle RAC 用のプライベートネットワークを設定します。
p.312 の 「Oracle RAC のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してください。

9

Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: すべてのプライベートネットワークインターフェー
ス上でマルチキャストが機能することを確認します。
p.332 の 「すべてのプライベートネットワークインターフェース上でマルチキャストが機
能することの確認」 を参照してください。

10 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレ
クトリを手動で作成します。
p.332 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホー
ムディレクトリの手動での作成」 を参照してください。

11 すべてのノードで、ユーザー相当の権限を設定します。
p.340 の 「ユーザー相当の権限の設定」 を参照してください。

12 インストールの前にクラスタ設定を確認して、正常なインストールを妨げる可能性の
ある問題がないことを確認します。
p.340 の 「Oracle RAC のインストールに関するシステムの検証」 を参照してください。
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Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定
クラスタのノードごとに別々のパブリック仮想 IP アドレスを指定します。Oracle では、各
ノードの Oracle リスナーのプロセスにパブリック仮想 IP アドレスを 1 つ必要とします。パ
ブリック仮想 IP アドレスは、クライアントアプリケーションが Oracle データベースに接続
するために使います。 仮想 IP アドレスは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
によって管理されます。
IP アドレスとそれに対応するホスト名は、DNS（ドメインネームサービス）に登録する必要
があります。または、次の例に示すように、仮想 IP アドレスと仮想パブリック名のエントリを
/etc/hosts ファイルに配置することもできます。
10.182.79.239 galaxy-vip
10.182.79.240 nebula-vip

クラスタの各ノード上の /etc/hosts ファイルに、これらのエントリが含まれている必要が
あります。
Oracle では、仮想 IP アドレスのパブリックノード名を hostname-vip の形式にすることを
推奨しています。たとえば、galaxy-vip とします。
メモ: ノードのパブリックノード名（つまり、仮想 IP アドレスのエイリアス）は、ホストの現在
の完全修飾ドメイン名（FQDN）と異なる必要があります。
Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: さらに、ラウンドロビンアルゴリズムまたは少なくとも 1
つの IP アドレスを使って 3 つの IP アドレスを解決するエンタープライズ DNS に、単一ク
ライアントアクセス名（SCAN）が登録されている必要があります。 IP アドレスはクラスタ内
のパブリックネットワークと同じサブネット上にある必要があります。 SCAN は、クライアン
トがクラスタで実行中の Oracle データベースにアクセスするための単一の名前を提供し
ます。
メモ: SCAN IP 解決に使われる仮想 IP アドレスは、同じサブネット上にある必要がありま
す。 Oracle RAC は異なるサブネットの設定をサポートしません。

カーネルパラメータの設定
Oracle RAC 配備の必要条件を満たすため、カーネルパラメータ値を設定します。 Oracle
Universal Installer（OUI）は、インストール時にこの設定を検証して、最小必要条件を
満たしていることを確認します。 カーネルパラメータが正しく設定されていないと、Oracle
RAC のインストールは失敗します。 この設定を調整して、システムパフォーマンスを最適
化することもできます。
手順とガイドラインについては、Oracle Metalink のマニュアル 169706.1 を参照してく
ださい。
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Oracle が必要とするRPMsとパッチがインストールされていることの確認
Oracle では、Oracle RAC をインストールする前に、特定のRPMsとパッチをインストール
しておく必要があります。
RPMs、パッチ、関連する手順の一覧については、Oracle のマニュアルを参照してくださ
い。

ユーザー nobody が存在することを確認します。
クラスタの各システムにユーザー「nobody」が存在することを確認するには
# id nobody
uid=65001(nobody) gid=65001(nobody) groups=65001(nobody)

ユーザーが存在しない場合は、ユーザーを作成します。
# groupadd -g 65001 nobody
# useradd -g 65001 -u 65001 nobody

メモ: ユーザー ID とグループ ID がクラスタ内のすべてのノードで同じであるようにしてく
ださい。

SF Oracle RAC インストーラの起動
SF Oracle RAC インストーラを起動するには、次のいずれかの方法を使用できます。
■

Veritas のスクリプトベースのインストールプログラム
p.290 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを起動するには」 を参照し
てください。

■

Veritas の Web ベースのインストールプログラム
p.290 の 「SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを起動するには」 を参照して
ください。
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SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを起動するには

1

いずれか 1 つのノードで root ユーザーとしてログインし、SF Oracle RAC のスクリプ
トベースのインストーラを起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure galaxy nebula

シマンテック社の著作権情報とインストールログの場所が表示されます。

2

インストーラの指示を確認し、Enter キーを押して続行します。設定プログラムメニュー
から、［Oracle のインストールの準備（Prepare to Install Oracle）］を選択します。

3

実行するプレインストールタスクを選択します。
■

1 を入力してオプション［Oracle のユーザーとグループの作成（Create Oracle
User and Group）］を選択します。
p.291 の 「Oracle RAC のユーザーとグループの作成」 を参照してください。

■

2 を入力してオプション［OCR および投票ディスク用ストレージの作成（Create
Storage for OCR and voting disk）］を選択します。
p.295 の 「OCR と投票ディスク用のストレージの作成」 を参照してください。

■

3 を入力してオプション［Oracle ネットワーク設定（Oracle Network
Configuration）］を選択します。
p.312 の 「Oracle RAC のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してください。

SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを起動するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスク（Task）］ドロップダウンリストから［製品の設定（Configure a Product）］を選
択します。

3

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC］を選択します。

4

［システム名（System Names）］テキストボックスにシステム名を入力し、［検証
（Validate）］をクリックします。
システム検証が実行されます。検証が完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［タスクを選択します（Select a Task）］ドロップダウンリストから［Oracle のインストー
ルの準備（Prepare to install Oracle）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックしま
す。

6

実行するプレインストールタスクを選択します。
■

Oracle ユーザーとグループを作成するには、オプション ［Oracle のユーザーと
グループの作成（Create Oracle User and Group）］を選択します。
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p.291 の 「Oracle RAC のユーザーとグループの作成」 を参照してください。
■

OCR と投票ディスク用のストレージを作成するには、オプション［OCR および投
票ディスク用ストレージの作成（Create Storage for OCR and voting disk）］を
選択します。
p.295 の 「OCR と投票ディスク用のストレージの作成」 を参照してください。

■

Oracle RAC のプライベート IP アドレスを設定するには、オプション［Oracle ネッ
トワーク設定（Oracle Network Configuration）］を選択します。
p.312 の 「Oracle RAC のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してください。

Oracle RAC のユーザーとグループの作成
Oracle RAC バージョンに応じて、必要なユーザーとグループを作成します。
Oracle RAC 11g リリース 2 の場合は、次のグループとユーザーを作成します。
■

Oracle インベントリグループ

■

dba グループ

■

Oracle グリッドユーザー

■

Oracle ユーザー

Oracle に必要な追加のユーザーとグループを作成します。Oracle ユーザーとグループ
を作成する前に、Oracle のマニュアルを参照してください。
Oracle インベントリをプライマリグループとして、また dba をセカンダリグループとして割り
当てる必要があります。Oracle では、データベース管理（SYSDBA）権限を持つオペレー
ティングシステムアカウントを識別するため、および制限された一連のデータベース管理
（SYSOPER）権限を持つアカウントを識別するために、セカンダリグループが必要です。
すべてのシステム上でグループを作成し、これらのグループに Oracle ユーザーを割り当
てます。
Oracle ユーザーとグループを作成するには、次のいずれかの方法を使います。
SF Oracle RAC スクリプトベー p.292 の 「SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使った
スのインストーラを使う
Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。
SF Oracle RAC Web ベース p.293 の 「SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った
のインストーラを使う
Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。
手動

p.295 の 「Oracle ユーザーとグループの手動による作成」 を参照
してください。
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SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使った Oracle
ユーザーとグループの作成
この手順では、SF Oracle RAC インストーラを使って Oracle ユーザーとグループを作成
する方法について説明します。
クラスタ内のすべてのノードで Oracle ユーザーとグループを作成するには

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューから、1 を入力してオプション［Oracle のユー
ザーとグループの作成（Create Oracle User and Group）］を選択します。

2

Oracle ユーザーとグループを作成するための情報（ユーザー名、グループ名、ユー
ザー ID、グループ ID、Oracle ユーザーのホームディレクトリの絶対パス）を入力し
ます。
ユーザー ID とグループ ID は、クラスタ内のどのノードでも使われていないものにし
てください。インストーラにより使われていない値が示され、必要に応じてそれを使う
ことも変更することもできます。設定プログラムは、すべてのノードで同じ値を割り当
てます。
メモ: GCO を設定する場合は、プライマリクラスタとセカンダリクラスタ両方のすべて
のノードのユーザー ID とグループ ID が同じである必要があります。セカンダリサイ
トでユーザー ID とグループ ID の値を設定するときは、それらの値をプライマリサイ
トで使われる値と同一にしてください。
Enter Oracle UNIX user name: [b] oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] oinstall
Enter Oracle user's ID (numerical): [b] (1165)
Enter Oracle group's ID (numerical): [b] (1165)
Enter absolute path of Oracle user's Home directory: [b] /home/oracle
Is this information correct? [y,n,q] (y)

指定された情報を表示し確認します。

3

Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: 上の手順を繰り返して、グリッドユーザーを作成
します。
Enter Oracle UNIX user name: [b] oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)
Enter Oracle user's ID (numerical): [b] (1168)
Enter Oracle group's ID (numerical):

[b] (1000)

Enter absolute path of Oracle user's Home directory: [b] /home/grid
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4

セカンダリグループの情報を入力します。
Do you want to create a secondary group
for Oracle user? [y,n,q,b,?] (n) y
Enter Oracle UNIX group name:

[b] (dba, oper etc.)

Enter Oracle group's ID (numerical): [b] (1996)
Creating secondary group dba for
Oracle user oracle on galaxy ..... Done
Creating secondary group dba for
Oracle user oracle on nebula ..... Done
Do you want to create another secondary group
for Oracle user? [y,n,q,b,?] (n)

5

各ノードで Oracle ユーザーのパスワードを作成します。
# passwd oracle

6

Oracle RAC バイナリをインストールするには、パスワードを要求しない SSH を設定
します。
手順については、このマニュアルの付録「システム間通信の設定」を参照してくださ
い。

SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った Oracle ユー
ザーとグループの作成
この手順では、SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使って Oracle ユーザー
とグループを作成する方法について説明します。
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クラスタ内のすべてのノードで Oracle ユーザーとグループを作成するには

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューから、オプション［Oracle のユーザーとグルー
プの作成（Create Oracle User and Group）］を選択します。

2

Oracle ユーザーとグループを作成するための情報（ユーザー名、グループ名、ユー
ザー ID、グループ ID、Oracle ユーザーのホームディレクトリの絶対パス）を入力し
ます。
ユーザー ID とグループ ID は、クラスタ内のどのノードでも使われていないものにし
てください。インストーラにより使われていない値が示され、必要に応じてそれを使う
ことも変更することもできます。設定プログラムは、すべてのノードで同じ値を割り当
てます。
メモ: GCO を設定する場合は、プライマリクラスタとセカンダリクラスタ両方のすべて
のノードのユーザー ID とグループ ID が同じである必要があります。セカンダリサイ
トでユーザー ID とグループ ID の値を設定するときは、それらの値をプライマリサイ
トで使われる値と同一にしてください。
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

Oracle UNIX user name:
Oracle UNIX group name:
Oracle user's ID (numerical) (1165):
Oracle group's ID (numerical) (1165):
absolute path of Oracle user's Home directory:

3

確認メッセージで［はい（Yes）］をクリックします。

4

セカンダリグループの情報を入力するには、［はい（Yes）］をクリックします。
Enter Oracle UNIX secondary group name:
Enter Oracle group's ID (numerical) (1996):

5

［OK］をクリックして、確定します。

6

別のセカンダリグループを作成する場合は、［はい（Yes）］をクリックします。それ以
外の場合は、［いいえ（No）］をクリックします。

7

Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: 上の手順を繰り返して、グリッドユーザーを作成
します。
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

Oracle UNIX user name:
Oracle UNIX group name (oinstall):
Oracle user's ID (numerical) (1168):
Oracle group's ID (numerical) (1000):
absolute path of Oracle user's Home directory:
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Oracle ユーザーとグループの手動による作成
Oracle RAC バージョンに応じて、必要な Oracle グループとユーザーを作成します。必
ず、各システムでユーザーに同じグループ ID、ユーザー ID、ホームディレクトリを割り当
てます。
メモ: ユーザーとグループを作成するときは、必ず使用中ではないユーザーおよびグルー
プ ID を指定してください。
各システムでオペレーティングシステムの Oracle ユーザーとグループを作成するには

1

各システムでプライマリグループとセカンダリグループを作成します。
プライマリグループ
# groupadd -g grp_id grp_name

セカンダリグループ
# groupadd -g grp_id_sec grp_name_sec

2

各システムで Oracle ユーザーとユーザーのホームディレクトリを作成します。
# useradd -g grp_name -u user_id ¥
-G grp_name_sec -m -d user_home user_name

OCR と投票ディスク用のストレージの作成
Oracle RAC のバージョンに応じて、OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクの適
切なストレージを作成します。
Oracle RAC 11g リリース 2

OCR と投票ディスクは、ASM 上、またはクラスタファイルシステ
ムのディレクトリ内に配置できます。

メモ: ASM ディスクグループは、CVM RAW ボリュームを使っ
て作成できます。

ストレージを作成するには、次のいずれかの方法を使います。
SF Oracle RAC のスクリプトベース p.296 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを
のインストーラ
使った OCR と投票ディスク用のストレージの作成」 を参照して
ください。
SF Oracle RAC の Web ベースの p.301 の 「SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使っ
インストーラ
た OCR と投票ディスク用のストレージの作成」 を参照してくだ
さい。

295

296

第 18 章 Oracle RAC をインストールする前に
SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストールの準備

手動

p.306 の 「OCR と投票ディスク用のストレージの手動作成」 を
参照してください。

インストール処理の後半で、データベースファイルストレージ用の CVM ボリュームまたは
CFS マウントポイントを作成する必要があります。
p.378 の 「Oracle RAC データベースの作成」 を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った OCR と
投票ディスク用のストレージの作成
SF Oracle RAC インストーラを使って、CVM RAW ボリュームまたはクラスタファイルシス
テム上に OCR と投票ディスク用のストレージを作成できます。ストレージの作成後、イン
ストーラは、高可用性を実現するために VCS にストレージ設定を追加します。
CVM RAW ボリューム上に OCR と投票ディスク用のストレージを作成する場合、インス
トーラは次のタスクを実行します。
■

OCR と投票ディスク用の CVM ボリュームを作成する（2 面にミラー化または非ミラー
化）

■

OCR と投票ディスクのボリュームを作成し、所有権を設定する

■

ボリュームを起動する

■

ノードの起動時にボリュームが自動的にオンラインになるように、cvm グループの VCS
設定に CVMVolDg リソースを追加する

■

CVMVoIDg リソースをオンラインにする

CFS 上に OCR と投票ディスク用のストレージを作成する場合、インストーラは次のタスク
を実行します。
■

OCR と投票ディスク用の CVM ボリュームを作成する（2 面にミラー化または非ミラー
化）

■

OCR と投票ディスクのボリュームを作成し、所有権を設定する

■

ボリュームを起動する

■

マウントポイントを作成し、すべてのノードにマウントする

■

CFS マウントポイントの所有権を設定する

■

ノードの起動時にボリュームが自動的にオンラインになるように、cvm グループの VCS
設定に CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを追加する

■

CFSMount リソースおよび CVMVoIDg リソースをオンラインにする
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SF Oracle RAC インストーラを使って OCR と投票ディスク用のストレージを作成するには

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューから、2 と入力してオプション［OCR と投票ディ
スク用のストレージの作成（Create Storage for OCR and Voting disk）］を選択しま
す。
次のメニューが表示されます。
1)
2)
3)
4)
b)

Create Oracle User and Group
Create Storage for OCR and Voting disk
Oracle Network Configuration
Exit SF Oracle RAC Configuration
Back to previous menu

Choose option: [1-4,b,q] (1) 2

2

y と入力して、ストレージを作成します。
Do you want the installer to assist you in creating disk groups,
volumes and file systems for Oracle? (Mirroring enabled
by default) [y,n,q] (n) y

ストレージを手動で作成する場合は、n と入力します。インストーラが、ストレージを
手動で作成するための手順を表示します。残りの手順は省略してもかまいません。

3

ディスクグループの適切なオプションを選択します。
1) Create a disk group
2) Use an existing disk group
b) Back to previous menu
Choose option: [1-2,b,q]

CVM ボリュームをミラー化するには、次のメッセージに対して［はい（Yes）］をクリック
します。
Do you want to enable mirroring? [y,n,q] (y) y
■

ディスクグループを作成することを選択すると、どのディスクグループにも属さな
い既存のディスクのリストが表示されます。ディスクグループの作成に使うディス
クを指定します（ディスク名の隣に表示されるシリアル番号を入力して）。CVM ボ
リュームをミラー化するように選択した場合は、少なくとも 2 つのディスクを選択し
てください。
ディスクグループの名前を入力します。
Enter the disk group name:

■

[b] (ocrvotedg)

既存のディスクグループを使うことを選択すると、既存のディスクグループのリス
トが表示されます。ディスクグループを選択します。CVM ボリュームをミラー化す
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るように選択した場合は、ミラー化できるように少なくとも 2 つのディスクが含まれ
ている既存のディスクグループが表示されます。

4

表示される設定情報を確認します。
CVM Master node: galaxy
Selected disks (including mirroring):
1. Disk_2
2. Disk_3
Disk group name: ocrvotedg
Is this information correct? [y,n,q] (y)

インストーラが、ディスクグループを初期化します。

5

ストレージの種類を選択します。
■

CVM RAW ボリューム上にストレージを作成するには
p.298 の 「CVM RAW ボリュームでの OCR と投票ディスクのストレージの作成」
を参照してください。

■

CFS 上にストレージを作成するには、
p.299 の 「CFS での OCR と投票ディスクのストレージの作成」 を参照してくださ
い。

CVM RAW ボリュームでの OCR と投票ディスクのストレージの作成
CVM RAW ボリューム上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するときは、次の手順
を実行します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 の場合は、CVM RAW ボリュームを作成して、OCR と投
票ディスクの情報を格納するために使う ASM ディスクグループを作成できます。
CVM RAW ボリューム上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するには

1

1 を入力してオプション［CVM RAW ボリューム（CVM Raw Volume）］を選択しま
す。
1 CVM Raw Volume
2 Clustered File System
b Back to previous menu
Select the storage scheme to be used: [1-2,b,q] 1

2

OCR の情報を保存するボリュームの名前とサイズを入力します。
Enter the volume name for OCR: [b] (ocrvol)
Enter the volume size for OCR (in MB): [b] (320)
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3

投票ディスクの情報を保存するボリュームの名前とサイズを入力します。
Enter the volume name for Vote: [b] (votevol)
Enter the volume size for Vote (in MB): [b] (320)

4

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。
Enter Oracle UNIX user name:

5

[b] oracle

Oracle UNIX グループ名を入力します。
Enter Oracle UNIX group name:

[b] (oinstall)

6

Return キーを押して続行します。

7

設定情報を表示し確認します。ボリュームが作成され、対応するリソースがオンライ
ンになります。
Return キーを押して続行します。

8

クラスタ内のすべてのノードで対応するリソースがオンラインになっていることを確認
します。
メモ: CVMVolDg リソースがオンラインになるには数分かかります。
# hares -state ocrvotevol_resname

CFS での OCR と投票ディスクのストレージの作成
CFS 上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するときは、次の手順を実行します。
CFS 上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するには

1

2 を入力してオプション［クラスタファイルシステム（Clustered File System）］を選択
します。
1
2
b

CVM Raw Volume
Clustered File System
Back to previous menu

Select the storage scheme to be used: [1-2,b,q] 2

2

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するかどうかを指定します。
Do you want to create separate filesystems for ocr and vote?
[y,n,q] (y)

3

OCR と投票ディスクの情報を保存するボリュームの名前とサイズを入力します。
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■

OCR と投票ディスクに共有のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
Enter the volume name for OCR and Voting disk:
[b] (ocrvotevol)
Enter the volume size for OCR and Voting disk (in MB):
[b] (640)

■

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
Enter
Enter
Enter
Enter

4

the
the
the
the

volume
volume
volume
volume

name
size
name
size

for
for
for
for

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。
Enter Oracle UNIX user name:

5

OCR: [b] (ocrvol)
OCR (in MB): [b] (320)
Vote: [b] (votevol)
Vote (in MB): [b] (320)

[b] oracle

Oracle UNIX グループ名を入力します。
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)

6

Return キーを押して続行します。

7

設定情報を表示し確認します。クラスタ内のすべてのノードにボリュームが作成され
て起動します。

8

OCR と投票ディスクの情報用の CFS マウントポイントを入力します。
■

OCR と投票ディスクに共有のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
Enter the mount point location for CFS
(common for all the nodes) [b] (/ocrvote)

■

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
Enter the mount
(common for all
Enter the mount
(common for all

point location for OCR storage
the nodes): [b] (/ocr)
point location for Vote storage
the nodes): [b] (/vote)
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CFS マウントポイントが作成され、所有権が設定されます。Return キーを押して続
行します。

9

クラスタ内のすべてのノードで対応する CVMVolDg リソースと CFSMount リソース
がオンラインになっていることを確認します。
メモ: CVMVolDg リソースがオンラインになるには数分かかります。
# hares -state ocrvotemnt_resname
# hares -state ocrvotevol_resname

SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った OCR と投票
ディスク用のストレージの作成
SF Oracle RAC インストーラを使って、CVM RAW ボリュームまたはクラスタファイルシス
テム上に OCR と投票ディスク用のストレージを作成できます。ストレージの作成後、イン
ストーラは、高可用性を実現するために VCS にストレージ設定を追加します。
CVM RAW ボリューム上に OCR と投票ディスク用のストレージを作成する場合、インス
トーラは次のタスクを実行します。
■

OCR と投票ディスク用の CVM ボリュームを作成（2 面にミラー化または非ミラー化）
し、所有権を設定する

■

ボリュームを起動する

■

ノードの起動時にボリュームが自動的にオンラインになるように、cvm グループの VCS
設定に CVMVolDg リソースを追加する

■

CVMVoIDg リソースをオンラインにする

CFS 上に OCR と投票ディスク用のストレージを作成する場合、インストーラは次のタスク
を実行します。
■

OCR と投票ディスク用の CVM ボリュームを作成する（2 面にミラー化または非ミラー
化）

■

ボリュームを起動する

■

マウントポイントを作成し、すべてのノードにマウントする

■

CFS マウントポイントの所有権を設定する

■

ノードの起動時にボリュームが自動的にオンラインになるように、cvm グループの VCS
設定に CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを追加する

■

CFSMount リソースおよび CVMVoIDg リソースをオンラインにする
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OCR と投票ディスク用のストレージを作成するには

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューから、オプション［OCR と投票ディスク用のス
トレージの作成（Create Storage for OCR and Voting disk）］を選択します。［次へ
（Next）］をクリックします。
SF Oracle RAC が動作していることを確認します。

2

インストーラを使ってストレージを作成するか、手動でストレージを作成するかを確認
します。
Do you want the installer to assist you in creating disk groups,
volumes and file systems for Oracle?

ストレージを作成するには、［はい（Yes）］をクリックします。
ストレージを手動で作成する場合は、［いいえ（No）］をクリックします。インストーラ
が、ストレージを手動で作成するための手順を表示します。表示された手順に従っ
て、ストレージを作成します。

3

ディスクグループの適切なオプションを選択します。
■

ディスクグループを作成します。

■

既存のディスクグループを使います（Use an existing disk group）

CVM ボリュームをミラー化するには、次のメッセージに対して［はい（Yes）］をクリック
します。
Do you want to enable mirroring?

4

選択したディスクグループオプションに応じて、次のいずれかを実行します。
ディスクグループを作成しま ［新しいディスクグループの名前（New Disk Group Name）］
す。
テキストボックスに、ディスクグループの名前を入力します。
例: ocrvotedg.
ディスクグループを作成することを選択すると、どのディスクグ
ループにも属さない既存のディスクのリストが表示されます。
ディスクグループを作成するディスクを選択します。CVM ボ
リュームをミラー化するように選択した場合は、少なくとも 2 つ
のディスクを選択してください。
既存のディスクグループを使 既存のディスクグループを使うことを選択すると、既存のディス
います（Use an existing
クグループのリストが表示されます。ディスクグループを選択し
disk group）
ます。CVM ボリュームをミラー化するように選択した場合は、ミ
ラー化できるように少なくとも 2 つのディスクが含まれている既
存のディスクグループが表示されます。［次へ（Next）］をクリッ
クします。
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5

表示された設定情報を確認するには、［はい（Yes）］をクリックします。
インストーラが、ディスクグループを初期化します。

6

ストレージの種類を選択します。
■

CVM RAW ボリューム上にストレージを作成するには
p.303 の 「CVM RAW ボリュームでの OCR と投票ディスクのストレージの作成」
を参照してください。

■

CFS 上にストレージを作成するには、
p.304 の 「CFS での OCR と投票ディスクのストレージの作成」 を参照してくださ
い。

CVM RAW ボリュームでの OCR と投票ディスクのストレージの作成
CVM RAW ボリューム上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するときは、次の手順
を実行します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 の場合は、CVM RAW ボリュームを作成して、OCR と投
票ディスクの情報を格納するために使う ASM ディスクグループを作成できます。
CVM RAW ボリューム上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するには

1

［CVM RAW ボリューム（CVM raw volume）］オプションを選択します。［次へ（Next）］
をクリックします。

2

次の情報を指定します。
OCR のボリューム名を入 OCR の情報を保存するボリュームの名前を入力します。
力します。
例: ocrvol
Vote のボリューム名を入 ディスクの情報を保存するボリュームの名前を入力します。
力してください（Enter
例: votevol
the volume name for
Vote）
OCR のボリュームサイズ OCR の情報を保存するボリュームのサイズを入力します。必要な
(MB) を入力してください 最小ボリュームサイズは 320 MB です。
（Enter the volume size
例: 320
for OCR (in MB)）
Vote のボリュームサイズ ディスクの情報を保存するボリュームのサイズを入力します。必要
(MB) を入力してください な最小ボリュームサイズは 320 MB です。
（Enter the volume size
例: 320
for Vote (in MB)）

［次へ（Next）］をクリックします。
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3

Oracle ユーザーの情報を入力します。
Oracle UNIX ユーザー Oracle ユーザーの名前を入力します。
名を入力してください
例:
（Enter the Oracle
grid
UNIX user name）
Oracle UNIX グループ
名を入力してください
（Enter the Oracle
UNIX group name）

Oracle グループの名前を入力します。
例: oinstall

［次へ（Next）］をクリックします。

4

設定情報を確認するには、［はい（Yes）］をクリックします。ボリュームが作成され、対
応するリソースがオンラインになります。

5

クラスタ内のすべてのノードでリソースがオンラインになっていることを確認します。
メモ: CVMVolDg リソースがオンラインになるには数分かかります。
# hares -state ocrvotevol_resname

CFS での OCR と投票ディスクのストレージの作成
CFS 上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するときは、次の手順を実行します。
CFS 上に OCR と投票ディスクのストレージを作成するには

1

［クラスタファイルシステム（Clustered File System）］オプションを選択します。［次
へ（Next）］をクリックします。

2

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するかどうかを指定します。
Do you want to create separate filesystems for ocr and vote?
[y,n,q] (y)

3

OCR と投票ディスクの情報を保存するボリュームの名前とサイズを入力します。
■

OCR と投票ディスクに共有のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
OCR および投票ディスクの OCR と投票ディスクの情報を保存するボリュームの名前を
ボリューム名を入力してくだ 入力します。
さい（Enter the volume
例: ocrvotevol
name for OCR and Voting
Disk）
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OCR および投票ディスクの
ボリュームサイズ (MB) を入
力してください（Enter the
volume size for OCR and
Voting disk (in MB)）

■

OCR と投票ディスクの情報を保存するボリュームのサイズ
を入力します。必要な最小ボリュームサイズは 640 MB で
す。
例: 640

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
OCR のボリューム名を入力 OCR の情報を保存するボリュームの名前を入力します。
します。
例: ocrvol
Vote のボリューム名を入力 ディスクの情報を保存するボリュームの名前を入力します。
してください（Enter the
例: votevol
volume name for Vote）
OCR および投票ディスクの OCR の情報を保存するボリュームのサイズを入力します。
ボリュームサイズ (MB) を入 必要な最小ボリュームサイズは 320 MB です。
力してください（Enter the
例: 320
volume size for OCR and
Voting disk (in MB)）
Vote のボリュームサイズ
(MB) を入力してください
（Enter the volume size
for Vote (in MB)）

ディスクの情報を保存するボリュームのサイズを入力しま
す。必要な最小ボリュームサイズは 320 MB です。
例: 320

［次へ（Next）］をクリックします。

4

Oracle ユーザーの情報を入力します。
Oracle UNIX ユーザー Oracle ユーザーの名前を入力します。
名を入力してください
例:
（Enter the Oracle
grid
UNIX user name）
Oracle UNIX グループ
名を入力してください
（Enter the Oracle
UNIX group name）

Oracle グループの名前を入力します。
例: oinstall

［次へ（Next）］をクリックします。

5

設定情報を確認するには、［はい（Yes）］をクリックします。クラスタ内のすべてのノー
ドにボリュームが作成されて起動します。
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6

OCR と投票ディスクの情報用の CFS マウントポイントを入力します。
■

OCR と投票ディスクに共有のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
CFS のマウントポイントの位置 (すべてのノー 例: /ocrvote
ドに共通) を入力してください（Enter the
mount point location for CFS (common
for all the nodes)）

■

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するように選択した場合は、
次の情報を入力します。
OCR (通常、すべてのノード) のマウントポイ 例: /ocr
ントの場所を入力してください（Enter the
mount point location for OCR (common
for all the nodes)）
投票 (通常、すべてのノード) のマウントポイ 例: /vote
ントの場所を入力してください（Enter the
mount point location for Vote (common
for all the nodes)）

［次へ（Next）］をクリックします。
CFS マウントポイントが作成され、所有権が設定されます。

7

クラスタ内のすべてのノードで対応する CVMVolDg リソースと CFSMount リソース
がオンラインになっていることを確認します。
メモ: CVMVolDg リソースがオンラインになるには数分かかります。
次に例を示します。
# hares -state ocrvotemnt_resname
# hares -state ocrvotevol_resname

OCR と投票ディスク用のストレージの手動作成
OCR と投票ディスクのストレージを作成するときは、次のいずれかのストレージオプション
を使います。
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CVM RAW ボリューム

p.307 の 「OCR と投票ディスクのボリュームを RAW ボリュームに作成
するには」 を参照してください。

CFS

p.307 の 「CFS 上に OCR と投票ディスク用ストレージを作成するには」
を参照してください。

307

メモ: ボリュームとファイルシステムディレクトリのどちらを作成する場合でも、VCS 設定に
追加して高可用性を実現できます。
OCR と投票ディスクのボリュームを RAW ボリュームに作成するには

1

root ユーザーとしてログインします。

2

共有ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init ocrvote_dgname disk_name2 disk_name3

3

OCR と投票ディスク用のミラーボリュームを共有グループに作成します。
# vxassist -g ocrvote_dgname make ocr_volname 300M nmirrors=2
# vxassist -g ocrvote_dgname make vote_volname 300M nmirrors=2

4

ボリュームの所有権を設定します。
# vxedit -g ocrvote_dgname set group=grp_name ¥
user=user_name mode=660 ocr_volname
# vxedit -g ocrvote_dgname set group=grp_name ¥
user=user_name mode=660 vote_volname

5

可用性を向上させるためにストレージリソースを VCS 設定に追加します。
p.308 の 「VCS 設定へのストレージリソースの追加」 を参照してください。

CFS 上に OCR と投票ディスク用ストレージを作成するには

1

VxVM ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init ocrvote_dgname disk_name2 disk_name3

2

CVM マスターから、OCR と投票ディスクのミラーボリュームを作成します（たとえば、
ocrvotevol）を作成します。
# vxassist -g ocrvote_dgname make ocrvote_volname 640M nmirrors=2
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3

CVM マスターから、ボリューム（ocrvotevol）が含まれるファイルシステムを作成し
ます。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/ocrvote_dgname/ocrvote_volname

4

各システムには、OCR と投票ディスクを含むファイルシステムをマウントするディレク
トリ（たとえば、/ocrvote）を作成します。
# mkdir /ocrvote

5

各システムには、OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムをマウントしま
す。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/ocrvote_dgname/¥
ocrvote_volname

6

ocrvote_mnt

任意のシステムから、OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムの権限を変
更します。
次に例を示します。
# chown -R grid:oinstall ocrvote_mnt

7

可用性を向上させるためにストレージリソースを VCS 設定に追加します。
p.308 の 「VCS 設定へのストレージリソースの追加」 を参照してください。

VCS 設定へのストレージリソースの追加
VCS の設定に追加するストレージリソースの種類は、RAW ボリュームまたは CFS のどち
らに OCR と投票ディスクストレージを作成するよう選択したかによって異なります。RAW
ボリュームにストレージを作成することを選択した場合は、VCS の設定に CVMVolDg リ
ソースを追加する必要があります。CFS にストレージを作成することを選択した場合は、
VCS の設定に CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを追加する必要があります。
ストレージの種類に応じて、次のいずれかの手順に従って、コマンドラインインターフェー
ス（CLI）を使って VCS 設定にストレージリソースを追加します。
CFS 上のストレージリソースの場 p.309 の 「CFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加
合
するには」 を参照してください。
CVM RAW ボリューム上のスト
レージリソースの場合

p.311 の 「RAW ボリューム上で作成したストレージリソースを
VCS 設定に追加するには」 を参照してください。

メモ: cvm サービスグループのすべてのリソースの属性「Critical」を「0」に設定します。こ
れにより、重要な CVM と CFS のリソースが常にオンラインになります。
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CFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS の設定ファイルの権限を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS の下で CVM ボリュームを設定します。
# hares -add ocrvotevol_resname CVMVolDg cvm_grpname
# hares -modify ocrvotevol_resname Critical 0
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMDiskGroup ocrvote_dgname
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMVolume -add ocrvote_volname
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMActivation sw

3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add ocrvotemnt_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify ocrvotemnt_resname Critical 0
# hares -modify ocrvotemnt_resname MountPoint "ocrvote_mnt"
# hares -modify ocrvotemnt_resname BlockDevice

¥

"/dev/vx/dsk/ocrvote_dgname/ocrvote_volname"

4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link ocrvotevol_resname cvm_clus
# hares -link ocrvotemnt_resname ocrvotevol_resname
# hares -link ocrvotemnt_resname vxfsckd

5

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify ocrvotevol_resname Enabled 1
# hares -modify ocrvotemnt_resname Enabled 1
# haconf -dump -makero
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6

main.cf ファイルの CVMVolDg リソースと CFSMount リソースの設定を確認します。
次に例を示します。
CFSMount ocrvote_mnt_ocrvotedg (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg_ocrvotedg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
ocrvote_mnt_ocrvotedg requires ocrvote_voldg_ocrvotedg
ocrvote_mnt_ocrvotedg requires vxfsckd
ocrvote_voldg_ocrvotedg requires cvm_clus

7

クラスタ内のすべてのシステム上の CFSMount リソースと CVMVolDg リソースをオ
ンラインにします。
# hares -online ocrvotevol_resname -sys node_name
# hares -online ocrvotemnt_resname -sys node_name

クラスタ内のすべてのシステムでリソースがオンラインになっていることを確認します。
# hares -state ocrvotevol_resname
# hares -state ocrvotemnt_resname
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RAW ボリューム上で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS 設定ファイルの権限を変更します。
# haconf -makerw

2

VCS の下で CVM ボリュームを設定します。
# hares -add ocrvotevol_resname CVMVolDg cvm_grpname
# hares -modify ocrvotevol_resname Critical 0
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMDiskGroup ocrvote_dgname
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMVolume -add ocr_volname
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMVolume -add vote_volname
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMActivation sw

3

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link ocrvotevol_resname cvm_clus

4

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify ocrvotevol_resname Enabled 1
# haconf -dump -makero
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5

main.cf ファイルの CVMVolDg リソースの設定を確認します。
次に例を示します。
CVMVolDg ocrvote_voldg_ocrvotedg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvol, votevol }
CVMActivation = sw
)
ocrvote_voldg_ocrvotedg requires cvm_clus

6

クラスタ内のすべてのシステム上の ocrvote_voldg_ocrvotedg リソースをオンライン
にします。
# hares -online ocrvotevol_resname -sys node_name

クラスタ内のすべてのシステムでリソースがオンラインになっていることを確認します。
# hares -state ocrvotevol_resname

Oracle RAC のプライベート IP アドレスの設定
プライベート IP アドレスは、Oracle RAC でクラスタノード間の通信を行うために必要で
す。プライベートネットワーク設定によっては、1 つ以上の IP アドレスが必要になる場合
があります。PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントを使って、高可用性のためのプ
ライベート IP アドレスを設定できます。
メモ: IPv6 アドレスはこのリリースではサポートされていません。
表 18-1 に、Oracle RAC のプライベートネットワークを設定するために使用可能なオプ
ションを示します。プライベートネットワークを設定するには、次のいずれかのオプション
を使います。

第 18 章 Oracle RAC をインストールする前に
SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストールの準備

表 18-1

Oracle RAC のプライベートネットワークを設定するためのオプション

オプション

説明

PrivNIC 設定

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ハートビートと Oracle
RAC データベース Cache Fusion に共通の IP アドレスを使い、
PrivNIC エージェントを使って高可用性のための IP アドレスを設
定する場合は、この設定を実行します。
手順については
p.313 の 「プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設定」 を参
照してください。

MultiPrivNIC 設定

次のことを計画している場合は、この設定を実行します。
負荷分散することの Oracle データベースのキャッシュフュー
ジョンの複数の IP addresses を使ってください
■ また、MultiPrivNIC エージェントを使って高可用性のための
IP アドレスを設定する。
■

手順については
p.320 の 「プライベート IP アドレスの情報と MultiPrivNIC リソース
の設定」 を参照してください。

プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設定
次の情報を設定する必要があります。
■

各ノードの IP アドレス

■

リンク障害が発生した場合に IP アドレスをフェールオーバーするための PrivNIC エー
ジェント。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure 相互接続が NIC 障害やリンク障害から
保護されている必要があります。インストーラは、LLT が設定されている既存のプライ
ベート NIC を検出します。フェールオーバーの選択肢を最大限に確保するために、
PrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使われます。
メモ: PrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 ではサポートされていません。
詳しくは、
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH145261
を参照してください。

次のいずれかの方法を使用して、PrivNIC とプライベート IP アドレスの情報を設定しま
す。
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SF Oracle RAC のスクリプト
ベースのインストーラ

p.314 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使っ
たプライベート IP アドレスと PrivNIC の設定」 を参照してくださ
い。

SF Oracle RAC の Web ベー p.317 の 「SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った
スのインストーラ
プライベート IP アドレスと PrivNIC の設定」 を参照してください。
手動

p.319 の 「プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの手動設定」
を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使ったプライベート IP アドレ
スと PrivNIC の設定
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

/etc/hosts ファイルのバックアップを作成し、そのファイルに IP アドレス情報を追加
します（インストーラがファイルを更新するように指定した場合のみ）。

■

PrivNIC リソースを CVM グループに追加します。

インストーラを使って PrivNIC とプライベート IP アドレスを設定するには、次の手順を実
行します。
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PrivNIC とプライベート IP アドレス情報を設定するには

1

SF Oracle RAC メニューで 3 を入力して、オプション［Oracle ネットワーク設定（Oracle
Network Configuration）］を選択します。
1)
2)
3)
4)
b)

Create Oracle User and Group
Create Storage for OCR and Voting disk
Oracle Network Configuration
Exit SF Oracle RAC Configuration
Back to previous menu

Choose option: [1-4,b,q] (1) 3

2

1 を入力して、［プライベート IP アドレスの設定（PrivNIC 設定）（Configure private
IP addresses (PrivNIC Configuration)）］オプションを選択します。
1)
2)
3)
b)

Configure private IP addresses (PrivNIC Configuration)
Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)
Exit SF Oracle RAC Configuration
Back to previous menu

Choose option: [1-3,b,q] (1) 1

インストーラによって、利用可能な LLT リンクと PrivNIC リソースが検出されます。
PrivNIC リソースが存在する場合は、インストーラを使ってリソースを削除し、再設定
するように選択できます。
メモ: インストーラは、対応する PrivNIC リソースのみを設定ファイルから削除します。
対応するネットワークインターフェースから IP アドレスの関連付けを手動で解除
し、/etc/hosts ファイルから IP アドレスを削除する必要があります。

3

PrivNIC リソースの名前を入力します。
Enter the PrivNIC resource name: [b] (ora_priv)

4

y を入力して、PrivNIC インターフェースの優先度を修正します。
メモ: 設定する優先度によって、フェールオーバー時に PrivNIC エージェントが選
択するインターフェースが決まります。
Do you want to update the priority of the PrivNIC
interfaces? [y,n,q] (n) y
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5

インターフェース優先度は降順で設定します。PrivNIC エージェントは、リストに最
初に指定されているインターフェースに最高優先度を割り当てます。
Enter the interface name in the decreasing priority order,
separated by a space: [b] (eth2 eth3) eth3 eth2

6

7

■

y を入力して、IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。

■

ファイルに IP アドレスを手動で追加するように選択する場合は、n を入力します。
手順 8 に進みます。

前の手順で /etc/hosts ファイルに IP アドレスを追加するようにインストーラを有効
化した場合にのみ、この手順を実行します。
ファイルに追加する必要がある IP アドレスのプライベート IP アドレスとプライベート
ノード名を指定します。
メモ: すべての IP アドレスが同じサブネットにある必要があります。同じサブネットに
ない場合は、ノード間で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が正しく通信で
きません。
クラスタのノードの 1 つの /etc/hosts ファイルにプライベート IP アドレスのエントリが
すでにある場合、インストーラはクラスタのどのノードでも指定した IP アドレスでファ
イルを更新しません。
Enter the private IP for galaxy: [b] 192.168.12.1
Enter Hostname alias for the above IP address: [b] galaxy-priv
Enter the private IP for nebula: [b] 192.168.12.2
Enter Hostname alias for the above IP address: [b] nebula-priv

手順 9 に進みます。

8

/etc/hosts ファイルに IP アドレスを手動で追加することを選択した場合にのみ、こ
の手順を実行します。
プライベート IP アドレスの情報を入力します。
Enter the private IP for galaxy: [b] 192.168.12.1
Enter the private IP for nebula: [b] 192.168.12.2

9

プライベートネットワークのネットマスク情報を入力します。
Enter the Netmask for private network: [b] (255.255.255.0)

SF Oracle RAC インストーラに設定情報が表示されます。
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10 y を入力して、設定情報を確認します。インストーラによって VCS 設定に PrivNIC
リソースが追加され、/etc/hosts ファイルが更新されます（インストーラによる更新を
選択した場合）。

11 /etc/hosts ファイルに IP アドレス情報を手動で追加することを選択した場合は、次
の手順に示すようにファイルの更新を続行します。
p.329 の 「プライベート IP アドレスの /etc/hosts ファイルへの手動での追加」 を参照
してください。

12 main.cf ファイルのプログラムによって更新された PrivNIC 設定を確認します。
p.330 の 「PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認」 を参照してくだ
さい。

SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使ったプライベート IP アドレス
と PrivNIC の設定
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

/etc/hosts ファイルのバックアップを作成し、そのファイルに IP アドレス情報を追加
します（インストーラがファイルを更新するように指定した場合のみ）。

■

PrivNIC リソースを CVM グループに追加します。

インストーラを使って PrivNIC とプライベート IP アドレスを設定するには、次の手順を実
行します。
PrivNIC とプライベート IP アドレス情報を設定するには

1

SF Oracle RAC メニューで、オプション［Oracle ネットワーク設定（Oracle Network
Configuration）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

2

［タスクを選択します（Select a Task）］ドロップダウンリストから［プライベート IP アド
レスの設定 (PrivNIC 設定)（Configure private IP addresses (PrivNIC
Configuration)］オプションを選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
インストーラによって、利用可能な LLT リンクと PrivNIC リソースが検出されます。
PrivNIC リソースが存在する場合は、インストーラを使ってリソースを削除し、再設定
するように選択できます。
メモ: インストーラは、対応する PrivNIC リソースのみを設定ファイルから削除します。
対応するネットワークインターフェースから IP アドレスの関連付けを手動で解除
し、/etc/hosts ファイルから IP アドレスを削除する必要があります。

3

PrivNIC リソースの名前を入力します。
Enter the PrivNIC resource name (ora_priv):

［次へ（Next）］をクリックします。
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4

PrivNIC インターフェースの優先度を修正するには、確認のダイアログボックスで［は
い（Yes）］をクリックします。
メモ: 設定する優先度によって、フェールオーバー時に PrivNIC エージェントが選
択するインターフェースが決まります。
インターフェース優先度は降順で設定します。PrivNIC エージェントは、リストに最
初に指定されているインターフェースに最高優先度を割り当てます。
Enter the interface name in the decreasing priority order,
separated by a space (eth2 eth3): eth3 eth2

［次へ（Next）］をクリックします。

5

6

■

［はい（Yes）］をクリックして、IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。

■

ファイルに IP アドレスを手動で追加するように選択する場合は、［いいえ（No）］
をクリックします。手順 7 に進みます。

前の手順で /etc/hosts ファイルに IP アドレスを追加するようにインストーラを有効
化した場合にのみ、この手順を実行します。
ファイルに追加する必要がある IP アドレスのプライベート IP アドレスとプライベート
ノード名を指定します。
メモ: すべての IP アドレスが同じサブネットにある必要があります。同じサブネットに
ない場合は、ノード間で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が正しく通信で
きません。
クラスタのノードの 1 つの /etc/hosts ファイルにプライベート IP アドレスのエントリが
すでにある場合、インストーラはクラスタのどのノードでも指定した IP アドレスでファ
イルを更新しません。
Enter the private IP for galaxy: 192.168.12.1
Enter Hostname alias for the above IP address: galaxy-priv
Enter the private IP for nebula: 192.168.12.2
Enter Hostname alias for the above IP address: nebula-priv

［次へ（Next）］をクリックします。
手順 8 に進みます。
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7

/etc/hosts ファイルに IP アドレスを手動で追加することを選択した場合にのみ、こ
の手順を実行します。
プライベート IP アドレスの情報を入力します。
Enter the private IP for galaxy: 192.168.12.1
Enter the private IP for nebula: 192.168.12.2

8

プライベートネットワークのネットマスク情報を入力します。
Enter the Netmask for private network (255.255.255.0):

［次へ（Next）］をクリックします。
SF Oracle RAC インストーラに設定情報が表示されます。

9

設定情報を確認するには、［はい（Yes）］をクリックします。インストーラによって VCS
設定に PrivNIC リソースが追加され、/etc/hosts ファイルが更新されます（インストー
ラによる更新を選択した場合）。

10 /etc/hosts ファイルに IP アドレス情報を手動で追加することを選択した場合は、次
の手順に示すようにファイルの更新を続行します。
p.329 の 「プライベート IP アドレスの /etc/hosts ファイルへの手動での追加」 を参照
してください。

11 main.cf ファイルのプログラムによって更新された PrivNIC 設定を確認します。
p.330 の 「PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認」 を参照してくだ
さい。

プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの手動設定
プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを手動で設定するには、次の手順を実行しま
す。OCR と投票ディスクのリソースを設定した VCS グループで PrivNIC リソースを設定
します。
このサンプル手順では、cvm グループに PrivNIC リソースを作成します。PrivNIC エー
ジェントは、指定されたネットワークインターフェースに IP アドレスを plumb します。
プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを手動で設定するには

1

クラスタ内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

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

PrivNIC リソースを作成し、そのリソースを cssd リソースを設定する予定の同じグ
ループに追加します。
# hares -add privnic_resname PrivNIC cvm_grpname
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4

PrivNIC リソースを修正します。
# hares -modify privnic_resname Critical 0
# hares -local privnic_resname Device
# hares -local privnic_resname Address
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic1_node1 0 -sys node_name1
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic2_node1 1 -sys node_name1
# hares -modify privnic_resname ¥
Address privnic_ip_node1 -sys node_name1
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic1_node2 0 -sys node_name2
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic2_node2 1 -sys node_name2
# hares -modify privnic_resname ¥
Address privnic_ip_node2 -sys node_name2
# hares -modify privnic_resname ¥
NetMask netmask_ip
# hares -modify privnic_resname Enabled 1

5

クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

プライベート IP アドレスの情報と MultiPrivNIC リソースの設定
次の情報を設定する必要があります。
■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ハートビート用の各ノード上の IP アドレ
ス

■

Oracle データベース用の各ノードの 1 つ以上の IP アドレス

■

リンク障害が発生した場合に IP アドレスをフェールオーバーするための MultiPrivNIC
エージェント。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure 相互接続が NIC 障害やリンク障害から
保護されている必要があります。MultiPrivNIC エージェントは、複数のリンクが利用
可能な場合にリンクを障害から保護します。インストーラは、LLT が設定されている既
存のプライベート NIC を検出します。フェールオーバーの選択肢を最大限に確保す
るために、MultiPrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使われます。
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メモ: MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 ではサポートされていま
せん。詳しくは、
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH145261
を参照してください。
次のいずれかの方法を使用して、MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報を設定
します。
SF Oracle RAC のスクリプト
ベースのインストーラ

p.321 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使っ
た MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報の設定」 を参照
してください。

SF Oracle RAC の Web ベー p.324 の 「SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った
スのインストーラ
MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報の設定」 を参照し
てください。
手動

p.328 の 「MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの手動での設
定」 を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った MultiPrivNIC とプラ
イベート IP アドレスの情報の設定
インストーラを使って MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスを設定するには、次の手
順を実行してください。
インストーラで次のタスクが実行されます。
■

/etc/hosts ファイルのバックアップを作成し、そのファイルに IP アドレス情報を追加
します（インストーラがファイルを更新するように指定した場合のみ）。

■

MultiPrivNIC リソースを CVM グループに追加します。
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MultiPrivNIC とプライベート IP アドレス情報を設定するには

1

SF Oracle RAC メニューで 3 を入力して、オプション［Oracle ネットワーク設定（Oracle
Network Configuration）］を選択します。
1)
2)
3)
4)
b)

Create Oracle User and Group
Create Storage for OCR and Voting disk
Oracle Network Configuration
Exit SF Oracle RAC Configuration
Back to previous menu

Choose option: [1-4,b,q] (1) 3

2

2 を入力して、［プライベート IP アドレスの設定 (MultiPrivNIC 設定)（Configure
private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)）］オプションを選択します。
1)
2)
3)
b)

Configure private IP addresses (PrivNIC Configuration)
Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)
Exit SF Oracle RAC Configuration
Back to previous menu

Choose option: [1-3,b,q] (1) 2

インストーラは利用可能な LLT リンクと MultiPrivNIC リソースを検出します。
MultiPrivNIC リソースがあれば、インストーラを使ってリソースを削除し、再設定す
ることを選択できます。
メモ: インストーラは、対応する MultiPrivNIC リソースのみを設定ファイルから削除
します。対応するネットワークインターフェースから IP アドレスの関連付けを手動で
解除し、/etc/hosts ファイルから IP アドレスを削除する必要があります。

3

MultiPrivNIC リソースの名前を入力します。
Enter the MultiPrivNIC resource name: [b] (ora_mpriv) multi_priv

4

■

y を入力して、IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。

■

ファイルに IP アドレスを手動で追加するように選択する場合は、n を入力します。
手順 6 に進みます。
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前の手順で /etc/hosts ファイルに IP アドレスを追加するようにインストーラを有効
化した場合にのみ、この手順を実行します。
ファイルに追加する必要がある IP アドレスのプライベート IP アドレスとプライベート
ノード名を指定します。プロンプトで情報を入力しない場合は、x と入力します。
メモ: クラスタのすべてのノードで特定の NIC に使われる IP アドレスは、同じサブネッ
ト内にある必要があります。このサブネットは、他の NIC の IP アドレスのサブネットと
は異なる必要があります。そうでない場合、ノード間で Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure と UDP IPC が正しく通信できません。
クラスタのノードの 1 つの /etc/hosts ファイルにプライベート IP アドレスのエントリが
すでにある場合、インストーラはクラスタのどのノードでも指定した IP アドレスでファ
イルを更新しません。
Enter IP addresses for galaxy for eth1 separated by space: [b,q,?]
192.168.12.1
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] galaxy-priv
Enter IP addresses for galaxy for eth2
separated by space: [b,q,?] 192.168.2.1
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?]

galaxy-priv1

Enter IP addresses for nebula for eth1
separated by space: [b,q,?] 192.168.12.2
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] nebula-priv
Enter IP addresses for nebula for eth2
separated by space: [b,q,?] 192.168.2.2
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] nebula-priv1

手順 7 に進みます。
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6

/etc/hosts ファイルに IP アドレスを手動で追加することを選択した場合にのみ、こ
の手順を実行します。
プライベート IP アドレスの情報を入力します。
Enter IP addresses for galaxy for eth1
separated by space: [b,q,?] 192.168.12.1
Enter IP addresses for galaxy for eth2
separated by space: [b,q,?] 192.168.2.1
Enter IP addresses for nebula for eth1
separated by space: [b,q,?] 192.168.12.2
Enter IP addresses for nebula for eth2
separated by space: [b,q,?] 192.168.2.2

7

プライベートネットワークのネットマスク情報を入力します。
Enter the Netmask for private network: [b] (255.255.255.0)

SF Oracle RAC インストーラは設定されたパラメータを表示します。

8

y を入力して、設定情報を確認します。インストーラは MultiPrivNIC リソースを追加
し、/etc/hosts ファイルを更新します（インストーラベースの更新を選択した場合）。

9

/etc/hosts ファイルに IP アドレス情報を手動で追加することを選択した場合は、次
の手順に示すようにファイルの更新を続行します。
p.329 の 「プライベート IP アドレスの /etc/hosts ファイルへの手動での追加」 を参照
してください。

10 main.cf ファイルでプログラムによって行われた MultiPrivNIC の設定の更新を確
認します。
p.330 の 「PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認」 を参照してくだ
さい。

SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った MultiPrivNIC とプライ
ベート IP アドレスの情報の設定
インストーラを使って MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスを設定するには、次の手
順を実行してください。
インストーラで次のタスクが実行されます。
■

/etc/hosts ファイルのバックアップを作成し、そのファイルに IP アドレス情報を追加
します（インストーラがファイルを更新するように指定した場合のみ）。

■

MultiPrivNIC リソースを CVM グループに追加します。
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MultiPrivNIC とプライベート IP アドレス情報を設定するには

1

SF Oracle RAC メニューで、オプション［Oracle ネットワーク設定（Oracle Network
Configuration）］を選択します。

2

［タスクを選択します（Select a Task）］ドロップダウンリストから［プライベート IP アド
レスの設定 (MultiPrivNIC 設定)（Configure private IP addresses (MultiPrivNIC
Configuration)］オプションを選択します。
インストーラは利用可能な LLT リンクと MultiPrivNIC リソースを検出します。
MultiPrivNIC リソースがあれば、インストーラを使ってリソースを削除し、再設定す
ることを選択できます。
メモ: インストーラは、対応する MultiPrivNIC リソースのみを設定ファイルから削除
します。対応するネットワークインターフェースから IP アドレスの関連付けを手動で
解除し、/etc/hosts ファイルから IP アドレスを削除する必要があります。

3

MultiPrivNIC リソースの名前を入力します。
Enter the MultiPrivNIC resource name (multi_priv): multi_priv

［次へ（Next）］をクリックします。

4

■

［はい（Yes）］をクリックして、IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。

■

ファイルに IP アドレスを手動で追加するように選択する場合は、［いいえ（No）］
をクリックします。手順 6 に進みます。
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5

前の手順で /etc/hosts ファイルに IP アドレスを追加するようにインストーラを有効
化した場合にのみ、この手順を実行します。
ファイルに追加する必要がある IP アドレスのプライベート IP アドレスとプライベート
ノード名を指定します。
メモ: クラスタのすべてのノードで特定の NIC に使われる IP アドレスは、同じサブネッ
ト内にある必要があります。このサブネットは、他の NIC の IP アドレスのサブネットと
は異なる必要があります。そうでない場合、ノード間で Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure と UDP IPC が正しく通信できません。
クラスタのノードの 1 つの /etc/hosts ファイルにプライベート IP アドレスのエントリが
すでにある場合、インストーラはクラスタのどのノードでも指定した IP アドレスでファ
イルを更新しません。
Enter IP addresses for galaxy for eth1 separated by space:
192.168.12.1
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: galaxy-priv

［次へ（Next）］をクリックします。
Enter IP addresses for galaxy for eth2
separated by space:192.168.2.1
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space:galaxy-priv1

［次へ（Next）］をクリックします。
Enter IP addresses for nebula for eth1
separated by space: 192.168.12.2
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: nebula-priv

［次へ（Next）］をクリックします。
Enter IP addresses for nebula for eth2
separated by space: 192.168.2.2
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: nebula-priv1

手順 7 に進みます。
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6

/etc/hosts ファイルに IP アドレスを手動で追加することを選択した場合にのみ、こ
の手順を実行します。
プライベート IP アドレスの情報を入力します。
Enter IP addresses for galaxy for eth1
separated by space:192.168.12.1

［次へ（Next）］をクリックします。
Enter IP addresses for galaxy for eth2
separated by space: 192.168.2.1

［次へ（Next）］をクリックします。
Enter IP addresses for nebula for eth1
separated by space: 192.168.12.2

［次へ（Next）］をクリックします。
Enter IP addresses for nebula for eth2
separated by space: 192.168.2.2

［次へ（Next）］をクリックします。

7

プライベートネットワークのネットマスク情報を入力します。
Enter the Netmask for private network (255.255.255.0):

SF Oracle RAC インストーラは設定されたパラメータを表示します。

8

設定情報を確認するには、［はい（Yes）］をクリックします。インストーラは
MultiPrivNIC リソースを追加し、/etc/hosts ファイルを更新します（インストーラベー
スの更新を選択した場合）。

9

/etc/hosts ファイルに IP アドレス情報を手動で追加することを選択した場合は、次
の手順に示すようにファイルの更新を続行します。
p.329 の 「プライベート IP アドレスの /etc/hosts ファイルへの手動での追加」 を参照
してください。

10 main.cf ファイルでプログラムによって行われた MultiPrivNIC の設定の更新を確
認します。
p.330 の 「PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認」 を参照してくだ
さい。
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MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの手動での設定
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と UDP IPC 用の MultiPrivNIC とプライベー
ト IP アドレスを手動で設定するには、次の手順を実行します。OCR と投票ディスクのリ
ソースを設定した VCS グループで MultiPrivNIC リソースを設定します。
すべてのノードでリンク数が同じであることを確認してください。たとえば、次の設定では、
eth1 リンクと eth2 リンクで障害が発生した場合、MultiPrivNIC エージェントは、galaxy
では、IP アドレスを eth3 リンクにフェールオーバーします。nebula では、3 つ目のリンク
がないため、エージェントはリンクをすでにダウンしている eth1 にフェールオーバーしま
す。この結果、ノード間の通信が失われ、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure に
よってクラスタが再起動されます。
MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = {eth1 = 0, eth2 = 1,
eth3 = 2}
Device@nebula = {eth1 = 0, eth2 = 1}
Address@galaxy = {"192.168.12.1" = 0,
"192.168.2.1" = 1}
Address@nebula = {"192.168.12.2" = 0,
"192.168.2.2" = 1}
NetMask = "255.255.255.0"
)

メモ: ノード間でリンク数が異なる設定は避けてください。
サンプル手順では、cvm グループに MultiPrivNIC リソースを作成します。MultiPrivNIC
エージェントは、適切なネットワークインターフェースに IP アドレスを設定します。
プライベート IP アドレスと MultiPrivNIC を手動で設定するには

1

クラスタ内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

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

MultiPrivNIC リソースを作成し、そのリソースを cssd リソースを設定する予定の同
じグループに追加します。
# hares -add multipriv_resname MultiPrivNIC cvm_grpname
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4

MultiPrivNIC リソースを変更します。
# hares -modify multipriv_resname Critical 0
# hares -local multipriv_resname Device
# hares -local multipriv_resname Address
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic1_node1 0 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic2_node1 1 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip1_node1 0 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip2_node1 1 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic1_node2 0 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic2_node2 1 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip1_node2 0 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip2_node2 1 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
NetMask netmask_ip
# hares -modify multipriv_resname Enabled 1

5

クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

プライベート IP アドレスの /etc/hosts ファイルへの手動での追加
次の手順は、Oracle RAC 10g リリース 2 をインストールする予定で、SF Oracle RAC イ
ンストーラを使ってプライベート IP アドレス情報を設定したときに、これらの情報を
/etc/hosts ファイルに手動で追加するよう選択した場合にのみ実行します。
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プライベート IP アドレスを /etc/hosts ファイルに手動で追加するには

1

各システムに root ユーザーとしてログインします。

2

PrivNIC エージェントを使った設定の場合は、次のエントリを /etc/hosts ファイルに
追加します。
次に例を示します。
192.168.12.1

galaxy-priv

192.168.12.2

nebula-priv

MultiPrivNIC エージェントを使った設定の場合は、次のエントリを /etc/hosts ファ
イルに追加します。
次に例を示します。
192.168.12.1
192.168.2.1
192.168.12.2
192.168.2.2

galaxy-priv
galaxy-priv1
nebula-priv
nebula-priv1

PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認
PrivNIC/MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの設定手順が完了したら、VCS の
main.cf 設定ファイルで設定を確認します。
PrivNIC と MultiPrivNIC について VCS 設定を確認するには

1

ディレクトリ /etc/VRTSvcs/conf/config にある main.cf ファイルを表示します。
# more /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

2

PrivNIC エージェントを使った設定の場合:
■

ファイルで PrivNIC リソースが次のように表示されていることを確認します。
次に例を示します。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device @galaxy = {eth1= 0, eth2= 1}
Device @nebula = {eth1= 0, eth2= 1}
Address @galaxy = "192.168.12.1"
Address @nebula = "192.168.12.2"
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NetMask = "255.255.255.0"
)
■

クラスタ内のすべてのノードで PrivNIC リソースがオンラインになっていることを
確認します。
# hares -state priv_resname
Resource Attribute System Value
ora_priv State
galaxy
ONLINE
ora_priv State
nebula
ONLINE

3

MultiPrivNIC エージェントを使った設定の場合:
■

ファイルで MultiPrivNIC リソースが次のように表示されていることを確認します。
次に例を示します。
MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device @galaxy = {eth1= 0, eth2 =
Device @nebula = {eth1= 0, eth2 =
Address @galaxy = {"192.168.12.1"
Address @nebula = {"192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)

■

1}
1}
=0, "192.168.2.1" =1}
=0, "192.168.2.2" =1}

クラスタ内のすべてのシステムで MultiPrivNIC リソースがオンラインになってい
ることを確認します。
# hares -state multipriv_resname
Resource
multi_priv
multi_priv

4

Attribute
State
State

System
galaxy
nebula

Value
ONLINE
ONLINE

次のコマンドを実行するとき、指定したプライベート IP アドレスとデバイスが表示され
ていることを確認します。
# ifconfig -a

5

各システムから、ping コマンドを使って、プライベート IP アドレスが動作しているこ
とを確認します。
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すべてのプライベートネットワークインターフェース上でマルチキャストが
機能することの確認
Oracle RAC 11g リリース 2 をインストールする予定であるときは、次の手順を実行します。
プライベート相互接続ネットワークのマルチキャストネットワーク通信は有効にして、すべ
てのノードで有効にする必要があります。そうしないと、Oracle Grid Infrastructure のイ
ンストールまたはアップグレードが失敗することがあります。
詳しくは、Oracle Metalink ドキュメント: 1212703.1 を参照してください。

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホー
ムディレクトリの手動での作成
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレクトリ
は、ローカルファイルシステム、ローカルの Veritas ファイルシステム、または Veritas ク
ラスタファイルシステム上に作成できます。Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と
Oracle データベースのインストール時にインストーラからホームディレクトリの入力を求め
られたとき、そのディレクトリが存在しない場合は、各ノード上にローカルに作成されます。
メモ: シマンテック社では、クラスタ内の各ノードに対してローカルな Oracle Clusterware
と Oracle データベースのバイナリをインストールすることを推奨します。Oracle Grid
Infrastructure バイナリは、ローカルファイルシステムにのみインストールする必要があ
ります。サイズの必要条件については、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
表 18-2 に、作成する必要がある Oracle RAC ディレクトリを示します。
表 18-2
ディレクトリ

ディレクトリのリスト
説明

Oracle Grid
Oracle Grid Infrastructure バイナリを格納するホームディレクトリへ
Infrastructure のホーム のパス。Oracle Universal Installer（OUI）は、GRID_HOME とも呼
ディレクトリ（GRID_HOME） ばれるこのディレクトリに Oracle Grid Infrastructure と Oracle ASM
をインストールします。
（Oracle RAC 11g リリース
2 の場合）
ディレクトリは、権限が 755 に設定されている、Oracle Grid
Infrastructure のインストール所有者（oracle または grid）によって
所有される必要があります。
グリッドのホームディレクトリへのパスは、すべてのノードで同じである
必要があります。
パスを選択するときは、Oracle の Optimal Flexible Architecture
（OFA）のガイドラインに従ってください。
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ディレクトリ

説明

Oracle ベースディレクトリ
（ORACLE_BASE）

すべての Oracle のインストールが含まれているベースディレクトリ。
Oracle RAC 11g リリース 2 の場合は、グリッドユーザー用と Oracle
ユーザー用に別々の Oracle ベースディレクトリを作成します。
複数のデータベースのインストールで Optimal Flexible Architecture
（OFA）の設定が保持されることを推奨します。
Oracle ベースディレクトリへのパスは、すべてのノードで同じである必
要があります。Oracle ベースディレクトリの権限は 755 以上である必
要があります。

Oracle ホームディレクトリ
（ORACLE_HOME）

Oracle データベースソフトウェアがインストールされるディレクトリ。
Oracle ホームディレクトリへのパスは、すべてのノードで同じである必
要があります。Oracle ホームディレクトリの権限は 755 以上である必
要があります。

ディレクトリを作成するには、次のいずれかのオプションを使います。
ローカルファイルシステム

p.333 の 「ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには」
を参照してください。

Cluster File System

p.335 の 「Oracle Clusterware と Oracle データベース用のファイル
システムとディレクトリをクラスタファイルシステム上に作成するには」
を参照してください。

ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには

1

各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

次のいずれかの方法を使用して、ローカルファイルシステムを作成してマウントしま
す。
■

ネーティブオペレーティングシステムコマンドを使用する
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。

■

Veritas File System（VxFS）コマンドを使用する

root ユーザーとして、各ノード上に VxVM ロー # vxdg init vxvm_dg ¥
dg_name
カルディスクグループを作成します。

# vxassist -g vxvm_dg make clus_volname size
Oracle Clusterware/Oracle Grid
Infrastructure バイナリ用のボリュームと Oracle # vxassist -g vxvm_dg make ora_volname size
バイナリ用のボリュームを別個に作成します。
ボリュームにファイルシステムを作成します。

# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/clus_volname
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/ora_volname
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ファイルシステムをマウントします。

3

# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname ¥
clus_home
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

Oracle RAC 用のディレクトリを作成します。
# mkdir -p grid_base
# mkdir -p clus_home
# mkdir -p oracle_base
# mkdir -p oracle_home

4

ディレクトリに対して適切な所有権と権限を設定します。
# chown -R grid:oinstall grid_base
# chmod -R 775 grid_base
# chown -R grid:oinstall clus_home
# chmod -R 775 clus_home
# chown -R oracle:oinstall oracle_base
# chmod -R 775 oracle_base
# chown -R oracle:oinstall oracle_home
# chmod -R 775 oracle_home

5

リソースを VCS 設定に追加します。
p.334 の 「VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには」 を参照
してください。

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。

VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS 設定ファイルの権限を変更します。
# haconf -makerw

2

VxVM ボリュームを VCS の下に設定します。
# hares -add dg_resname DiskGroup cvm
# hares -modify dg_resname DiskGroup vxvm_dg -sys node_name
# hares -modify dg_resname Enabled 1

第 18 章 Oracle RAC をインストールする前に
SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストールの準備

3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add clusbin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify clusbin_mnt_resname MountPoint ¥
"clus_home"
# hares -modify clusbin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname" -sys node_name
# hares -modify clusbin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify clusbin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify clusbin_mnt_resname Enabled 1
# hares -add orabin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify orabin_mnt_resname MountPoint ¥
"oracle_home"
# hares -modify orabin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname" -sys node_name
# hares -modify orabin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify orabin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify orabin_mnt_resname Enabled 1

4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link clusbin_mnt_resname vxvm_dg
# hares -link orabin_mnt_resname vxvm_dg

5

クラスタの各ノード上で、すべての手順を繰り返します。

Oracle Clusterware と Oracle データベース用のファイルシステムとディレクトリをクラス
タファイルシステム上に作成するには
クラスタの CVM マスターノードで次の手順を実行します。

1

root ユーザーとして VxVM 共有ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init cvm_dg dg_name

2

Oracle Clusterware 用のボリュームと Oracle データベース用のボリュームを別個
に作成します。
# vxassist -g cvm_dg make clus_volname size
# vxassist -g cvm_dg make ora_volname size
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3

Oracle ベースディレクトリ、Clusterware ホームディレクトリ、Oracle ホームディレク
トリを作成します。
# mkdir -p oracle_base
# mkdir -p oracle_home
# mkdir -p clus_home
# mkdir -p grid_base

4

ボリュームにファイルシステムを作成します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/cvm_dg/ora_volname

5

ファイルシステムをマウントします。各ノード上で、この手順を実行します。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/cvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

6

クラスタのすべてのノード上で所有権と権限を変更します。
# chown -R grid:oinstall grid_base
# chmod -R 775 grid_base
# chown -R grid:oinstall clus_home
# chmod -R 775 clus_home
# chown -R oracle:oinstall oracle_base
# chmod -R 775 oracle_base
# chown -R oracle:oinstall oracle_home
# chmod -R 775 oracle_home

7

CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを VCS 設定に追加します。
p.337 の 「CLI を使って CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを VCS 設定に追
加するには」 を参照してください。
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CLI を使って CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS 設定ファイルの権限を変更します。
# haconf -makerw

2

VCS の下で CVM ボリュームを設定します。
# hares -add dg_resname CVMVolDg cvm
# hares -modify dg_resname Critical 0
# hares -modify dg_resname CVMDiskGroup cvm_dg
# hares -modify dg_resname CVMVolume -add clus_volname
# hares -modify dg_resname CVMVolume -add ora_volname
# hares -modify dg_resname CVMActivation sw

3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add clusbin_mnt_resname CFSMount cvm
# hares -modify clusbin_mnt_resname Critical 0
# hares -modify clusbin_mnt_resname MountPoint ¥
"clus_home"
# hares -modify clusbin_mnt_resname BlockDevice

¥

"/dev/vx/dsk/cvm_dg/clus_volname"
# hares -add orabin_mnt_resname CFSMount cvm
# hares -modify orabin_mnt_resname Critical 0
# hares -modify orabin_mnt_resname MountPoint ¥
"oracle_home"
# hares -modify orabin_mnt_resname BlockDevice
"/dev/vx/dsk/cvm_dg/ora_volname"

4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link dg_resname cvm_clus
# hares -link clusbin_mnt_resname dg_resname
# hares -link clusbin_mnt_resname vxfsckd
# hares -link orabin_mnt_resname dg_resname
# hares -link orabin_mnt_resname vxfsckd

¥
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5

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify dg_resname Enabled 1
# hares -modify clusbin_mnt_resname Enabled 1
# hares -modify orabin_mnt_resname Enabled 1
# haconf -dump -makero
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6
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main.cf ファイルのリソース設定を確認します。
Oracle RAC 10g リリース 2 のリソース設定の例を次に示します。
CFSMount crsbin_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/u01/app/oracle/product/10.2.0/crshome"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/bindg/crsbinvol"
)
CFSMount orabin_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/u01/app/oracle/product/10.2.0/dbhome_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/bindg/orabinvol"
)
CVMVolDg crsorabin_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = bindg
CVMVolume = { crsbinvol, orabinvol }
CVMActivation = sw
)
crsbin_mnt requires crsorabin_voldg
crsbin_mnt requires vxfsckd
orabin_mnt requires crsorabin_voldg
orabin_mnt requires vxfsckd
crsorabin_voldg requires cvm_clus

7

クラスタ内のすべてのシステムでリソースがオンラインになっていることを確認します。
# hares -state dg_resname
# hares -state clusbin_mnt_resname
# hares -state orabin_mnt_resname

メモ: この時点で、crsorabin_voldg リソースはオフラインであると報告され、基になっ
ているボリュームはオンラインです。したがって、各ノード上でリソースを手動でオン
ラインにする必要があります。
リソースを手動でオンラインにするには
# hares -online dg_resname -sys node_name
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ユーザー相当の権限の設定
クラスタ内のノードで、Oracle Universal Installer がパスワードの入力を要求することな
く、安全にファイルをコピーしたりプログラムを実行したりするためには、すべてのノードで
グリッドユーザー（Oracle RAC 11g リリース 2）および Oracle ユーザー相当の権限を設
定する必要があります。
Oracle ユーザーとグリッドユーザーのクラスタノード間にパスワードなし SSH 通信を設定
します。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

Oracle RAC のインストールに関するシステムの検証
この項の説明に従って SF Oracle RAC インストーラを実行して、クラスタの構成設定が
Oracle RAC の正常なインストールを妨げないことを確認します。
表 18-3 は、インストーラが各ノードで実行する検査のリストです。処理中に起きる可能性
のある問題の解決方法については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管
理者ガイド』の「SF Oracle RAC のトラブルシューティング」の章にある「インストールと設
定の検査のトラブルシューティング」の項を参照してください。
表 18-3

検査のリスト

検査

説明

時間の同期

時間の設定がノード間で同期化されていることを確認します。時間
差が 5 秒を超えている場合、検査は失敗します。

システムの検査

クラスタのすべてのノードが同じアーキテクチャであることを検査し
ます。
クラスタのすべてのノードで、プロセッサの数とタイプが同じである
ことを検査します。

オペレーティングシステムと
パッチレベルの検査

クラスタのすべてのノードで、オペレーティングシステムのバージョ
ンとパッチレベルが同じであることを検査します。

カーネルパラメータ

カーネルパラメータの設定とチューニングパラメータが Oracle RAC
の推奨に従っていることを検査します。

ユーザー「nobody」が存在す ユーザー「nobody」がクラスタの各ノードに存在することを確認しま
ることを確認する
す。ユーザーが存在しない場合、検査は失敗します。
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検査

説明

LLT の検査

LLT の検査は、2 つのリンク（/etc/llttab ファイルで指定され
ている最初と最後のリンク）についてのみ実行されます。
リンクのメディア速度が全二重に設定されていることを検査します。
リンクが全二重に設定されていない場合、検査は失敗します。
メディア速度と auto-negotiation の設定がクラスタのすべてのノー
ドで同じであることを検査します。
設定がノードによって異なり、auto-negotiation がクラスタのいず
れかのノードのインターフェースで有効になっている場合、検査は
失敗します。
ジャンボフレームのペイロード（MTU）が 1500 から 9000 バイトの
間であることを検証します。この設定がクラスタのすべての LLT リン
クで同じであることを検証します。値がクラスタの異なる LLT リンク
で異なる場合、検査は失敗します。
リンクが相互接続ではないことを検証します。リンクが相互接続の
場合、検査は失敗します。リンクにスイッチ相互接続による通信の
ダイレクトパスがないことを確認してください。
クラスタにパブリックネットワークに属さない高優先度のリンクが少な
くとも 2 つあることを確認します。
/etc/llthosts ファイルのクラスタ設定がクラスタのすべての
ノードで同じであることを確認します。
/etc/llttab ファイルのクラスタ ID がすべてのノードで同じであ
ることを確認します。

メモ: LLT が UDP 経由で設定された場合、次の検査はスキップさ
れます。
LLT リンクの全二重設定
LLT リンクのジャンボフレーム設定（MTU）
LLT リンクのクロス接続
LLT リンクの速度と自動ネゴシエーションの設定
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検査

説明

I/O フェンシングの検査

クラスタの各ノードで I/O フェンシングが有効になっていることを確
認します。

メモ: 検査はディスクベースのフェンシングにのみ適用されます。
クラスタのすべてのノードがコーディネータディスクにキーを登録し
ていることを検証します。クラスタ内のいずれかのノードの登録キー
がない場合、そのノードの検査は失敗します。
検査が失敗する場合、次の原因が考えられます。

ODM の検査

■

フェンシングがクラスタで設定されていません。

■

フェンシングが無効モードで設定されている。

■

フェンシングは CPS を使って設定されます。

ポート d がノードで動作中であることを検査します。ポートが動作し
ていない場合、検査は失敗します。
検査が失敗する場合、次の原因が考えられます。
■

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。

VCSMM の検査

ポート o がノードで動作中であることを検査します。ポート o が動作
していない場合、検査は失敗します。

GAB の検査

ポート a、b、d、f、h、o、u、v、w、y がノードで動作中であることを
検査します。SF Oracle RAC コンポーネントのうちのどれかが動作
していない場合、検査は失敗します。
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Oracle RAC のインストールに関するシステムを検証するには

1

SF Oracle RAC インストーラを起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure galaxy nebula

2

2 を入力して［SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks］オプショ
ンを選択します。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Configure SF Oracle RAC sub-components
SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
Prepare to Install Oracle
Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
Post Oracle Installation Tasks
Exit SF Oracle RAC Configuration

Choose option: [1-6,q] (1) 2

インストーラは一時ログファイルの位置を表示し、確認プロセスを開始します。

3

メニューに戻るには n を入力します。
The installer was unable to detect an Oracle database
installation due to the absence of the ORACLE_HOME
environment variable. Is it installed? [y,n,q]n
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19
Oracle RAC のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC のインストールについて

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアのインストール

■

GPnP プロファイルの LLT リンクの設定

■

Oracle RAC データベースソフトウェアのインストール

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure とデータベースのインストールの検証

Oracle RAC のインストールについて
Oracle RAC は、共有ストレージまたは各ノードでローカルにインストールできます。
メモ: SF Oracle RAC では、Oracle バージョン 10g リリース 2 および 11g リリース 2 の
Clusterware インストールがサポートされます。Oracle 11g リリース 1 Clusterware はサ
ポートされていません。Oracle 10g Release 2 以降のすべてのデータベースのバージョ
ンがサポートされます。
Oracle RAC をインストールするには、次のいずれかの方法を使用します。
SF Oracle RAC インストー SF Oracle RAC のインストーラは、スクリプトベースまたは Web ベース
ラ
のインストーラとして利用可能です。
SF Oracle RAC インストーラがインストール処理を開始すると、Oracle
Universal Installer に必要な情報の入力を求められます。Oracle
Universal Installer は、これらのインストール値が事前に入力された
状態で起動し、Oracle RAC のインストールを行います。
インストールを開始するには、SF Oracle RAC スクリプトベースまたは
Web ベースのインストーラを起動する必要があります。
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Oracle Universal
Installer

Oracle Universal Installer は Oracle RAC をインストールします。イ
ンストール値はインストール時に手動で入力する必要があります。
Oracle RAC をインストールするには、Oracle Universal Installer を
呼び出す必要があります。

応答ファイル

SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラは、専用の応答ファイル
を使った Oracle RAC のサイレントインストールに対応しています。SF
Oracle RAC 応答ファイルは、Oracle RAC ソフトウェアバイナリと Oracle
RAC 応答ファイルのパス情報が含まれるように修正する必要がありま
す。

メモ: SF Oracle RAC Web ベースのインストーラは、Oracle RAC のサ
イレントインストールに対応していません。
詳細と手順については、
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
手順については、このマニュアルの「応答ファイルを使った Oracle RAC
のインストール」の章を参照してください。

メモ: この章では、どのような場合も必要となる変数とサンプル値を使用して手順を説明し
ます。ここに示す変数とサンプル値は、インストール必要条件に適合した値に置き換えて
ください。
インストールを開始する前に、次のことを行ってください。
■

インストールタスクを実行するときに Oracle ワークシートを手もとに置いておいてくだ
さい。
p.649 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報」
を参照してください。
p.651 の 「Oracle データベースのインストールに必要な情報」 を参照してください。

■

インストール中に必要な追加情報については、Oracle のインストールマニュアルと該
当する Oracle サポート Web サイトを確認してください。

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアの
インストール
ここでは、SF Oracle RAC インストーラを使って Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
をインストールする手順について説明します。SF Oracle RAC インストーラは、Oracle
Universal Installer を呼び出すために必要な情報を入力するよう要求して、Oracle
Universal Installer を起動します。SF Oracle RAC インストーラに渡される応答は、Oracle
Universal Installer ウィザードで事前に入力します。インストール手順の実行中に、
Oracle Universal Installer でこれらのインストール値を確認または変更してください。
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メモ: インストールを開始する前に、クラスタのノードが同じ種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に接続されていることを確認します。たとえば、クラスタ内のある
ノードで eth0 をパブリックリンクとして使う場合は、クラスタ内の他のすべてのノードでも
eth0 をパブリックリンクとして使う必要があります。同様に、クラスタ内のあるノードで eth1
をプライベートリンクとして使う場合は、クラスタ内の他のすべてのノードでも eth1 をプラ
イベートリンクとして使う必要があります。
Oracle Grid Infrastructure ソフトウェアは GRID_HOME の各ノードにインストールされ
ます。
メモ: VxFS または CFS に Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインストールす
る場合は、インストールを進める前に、適切なストレージを作成したことを確認してくださ
い。
p.332 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホーム
ディレクトリの手動での作成」 を参照してください。
このソフトウェアのインストールには、次のいずれかの方法を使用します。
SF Oracle RAC のスクリプトベースのイン スクリプトベースインストーラを使う
ストーラ
p.347 の 「SF Oracle RACスクリプトベースのインストーラ
を使った Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の
インストール」 を参照してください。
応答ファイルを使う
「応答ファイルを使ったSF Oracle RAC と Oracle RAC
のインストール」を参照してください。
SF Oracle RAC の Web ベースのインス p.350 の 「SF Oracle RAC Web ベースのインストーラを
トーラ
使った Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のイ
ンストール」 を参照してください。
Oracle Universal Installer

p.354 の 「Oracle Universal Installer を使った Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure のインストール」 を
参照してください。

SF Oracle RACスクリプトベースのインストーラを使った Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

Oracle Universal Installer を呼び出して、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
をインストールする

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure インストールを検証する
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SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使って Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure をインストールするには

1

必要なプレインストール手順が完了していることを確認します。

2

次の SF Oracle RAC インストーラメニューに戻り、オプション［Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure とデータベースのインストール（Install Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure and Database）］を選択します。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Configure SF Oracle RAC sub-components
SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
Prepare to Install Oracle
Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
Post Oracle Installation Tasks
Exit SF Oracle RAC Configuration

Choose option: [1-6,q] (1) 4

3

オプション［Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール（Install Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure）］を選択します。
1)
2)
3)
b)

Install
Install
Exit SF
Back to

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Oracle Database
Oracle RAC Configuration
previous menu

Choose option: [1-3,b,q] (1) 1

4

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。画面上の関連情報を確認し、Enter キーを押して確認しま
す。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

5

Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を設定します。
Enter DISPLAY environment variable: [b] 10.20.12.150:0.0

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレス
です。

6

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。この Oracle UNIX ユーザー名はプレイン
ストール処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX user name:

[b] (grid)
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7

Oracle UNIX グループ名を入力します。この Oracle UNIX グループ名はプレイン
ストール処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX group name:

8

[b] (oinstall)

Oracle ベースディレクトリの絶対パスを入力します。
メモ: ORACLE_BASE ディレクトリはローカルディレクトリである必要があります。

9

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。
指定した Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリが存在しな
い場合は、各ノードにディレクトリがローカルに作成され、Oracle ユーザー用の適切
な権限が設定されます。

10 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure インストールイメージの絶対パスを入力
します。Return キーを押して続行します。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアのバージョンが検出されま
す。

11 y を入力して、インストールを続行します。
12 設定情報を表示し確認します。Oracle Universal Installer が呼び出されます。
13 Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、必要な情報を入力しま
す。
p.649 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報」
を参照してください。

14 Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。Oracle
Universal Installer で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
が開始されます。

15 Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: SLES 11 ノードで、RPM
libcap1-1.10-6.10.x86_64.rpm と libcap2-2.11-2.15.x86_64.rpm がイン

ストールされていることを確認します。
# rpm -qa | grep libcap
libcap1-1.10-6.10
libcap2-2.11-2.15

これらがインストールされていない場合は、Oracle Metalink ドキュメント: 952051.1
の手順に従ってインストールしてください。
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16 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールの最後に、クラスタの各
ノードから root ユーザーとして、次の設定スクリプトを列挙されている順序で実行し
ます。
■ orainstRoot.sh（oraInventory

ディレクトリにあります）

続行する前に、スクリプトが各ノードに存在することを確認します。
■ root.sh（Oracle

RAC バージョンに応じて、CRS_HOME ディレクトリまたは
GRID_HOME ディレクトリにあります）

スクリプトは、複数のクラスタノードで同時に実行しないでください。

17 Oracle Universal Installer ウィンドウに戻り、OK をクリックして続行します。
Oracle Universal Installer から、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のイ
ンストールが正常に行われたことが通知されます。

18 SF Oracle RAC インストーラに戻り、Return キーを押して続行します。Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が適切にインストールされたかどうかが検証され
ます。
これで Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールが完了します。

SF Oracle RAC Web ベースのインストーラを使った Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

Oracle Universal Installer を呼び出して、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
をインストールする

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure インストールを検証する

SF Oracle RAC Web ベースのインストーラを使って Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure をインストールするには

1

必要なプレインストール手順が完了していることを確認します。

2

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページから、次のメニュー
オプションを選択します。
タスク

製品の設定（Configure a Product）

製品

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

［次へ（Next）］をクリックします。
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4

ソフトウェアをインストールするシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペー
スで区切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure とデータベースのインストール（Install Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure and Database）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のインストール（Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure）］
を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。ネットワークインターフェースの情報
を確認し、確定して続行します。
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7

次の情報を指定します。
DISPLAY 環境変数を入力 Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を
してください（Enter
設定します。
DISPLAY environment
たとえば、10.20.12.150:0.0 のように入力します。
variable）
10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サー
バーの IP アドレスです。
Oracle UNIX ユーザー名 たとえば、grid のように入力します。
を入力してください（Enter
Oracle UNIX user name）
Oracle UNIX グループ名 たとえば、oinstall のように入力します。
を入力してください（Enter
Oracle UNIX group
name）
Oracle ベースディレクトリの Oracle ベースディレクトリの絶対パスを入力します。
絶対パスを入力してください メモ: ORACLE_BASE ディレクトリはローカルディレクトリである
（Enter absolute path of 必要があります。
Oracle Base directory）
Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のホーム
ディレクトリの絶対パスを入
力してください（Enter
absolute path of Oracle
Clusterware/Grid
Infrastructure Home
directory）

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリ
の絶対パスを入力します。

Oracle Clusterware/Grid
インストールイメージの絶対
パスを入力してください
（Enter absolute path of
Oracle Clusterware/Grid
install image）

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure インストールイメー
ジの絶対パスを入力します。

指定した Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディ
レクトリが存在しない場合は、各ノードに指定したディレクトリが
ローカルに作成され、Oracle ユーザー用の適切な権限が設定
されます。

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアのバー
ジョンが検出されます。
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Oracle インストーラに渡さ
れる引数を入力します。

次の 1 つ以上の引数を入力します（複数の引数値はスペース
で区切られる必要があります）。
-ignorePrereq
-ignoreSysPrereqs
-ignoreInternalDriverError

メモ: Oracle RAC 10g リリース 2 のインストール時に 1 つ以上
の引数を渡すことに失敗すると、インストールに問題が発生しま
す。

検出された Oracle バージョンを確認して続行してください。

8

設定情報を表示し確認します。インストーラが Oracle Universal Installer を呼び
出します。

9

Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、必要な情報を入力しま
す。
p.649 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報」
を参照してください。

10 Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。Oracle
Universal Installer で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
が開始されます。

11 Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: SLES 11 ノードで、RPM
libcap1-1.10-6.10.x86_64.rpm と libcap2-2.11-2.15.x86_64.rpm がイン

ストールされていることを確認します。
# rpm -qa | grep libcap
libcap1-1.10-6.10
libcap2-2.11-2.15

これらがインストールされていない場合は、Oracle Metalink ドキュメント: 952051.1
の手順に従ってインストールしてください。

12 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールの最後に、クラスタの各
ノードから root ユーザーとして、次の設定スクリプトを列挙されている順序で実行し
ます。
■ orainstRoot.sh（oraInventory

ディレクトリにあります）

続行する前に、スクリプトが各ノードに存在することを確認します。
■ root.sh（Oracle

RAC バージョンに応じて、CRS_HOME ディレクトリまたは
GRID_HOME ディレクトリにあります）

スクリプトは、複数のクラスタノードで同時に実行しないでください。
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13 Oracle Universal Installer ウィンドウに戻り、OK をクリックして続行します。
Oracle Universal Installer から、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のイ
ンストールが正常に行われたことが通知されます。

14 SF Oracle RAC インストーラに戻り、［OK］を押して続行します。Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が適切にインストールされたかどうかが検証され
ます。
これで Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールが完了します。

Oracle Universal Installer を使った Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のインストール
ここでは、Oracle Universal Installer を使って Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
ソフトウェアをインストールする手順について説明します。このソフトウェアは、各ノードで
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のホームディレクトリにインストールされます。
Oracle Universal Installer を使って Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインス
トールするには

1

Oracle グリッドユーザー（Oracle RAC 11g リリース 2）または Oracle ユーザー（Oracle
RAC 10g リリース 2）としてログインします。最初のノードで、DISPLAY 変数を設定し
ます。
■

Bourne シェル（bash）を使う場合、次のように入力します。
$ DISPLAY=10.20.12.150:0.0;export DISPLAY

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレ
スです。
■

C シェル（csh または tcsh）を使う場合、次のように入力します。
$ setenv DISPLAY 10.20.12.150:0.0

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレ
スです。

2

最初のノードで Oracle Universal Installer を起動します。
$ ./runInstaller -ignoreSysPrereqs

3

Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、必要な情報を入力しま
す。
p.649 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報」
を参照してください。
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4

Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。Oracle
Universal Installer で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
が開始されます。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: 今後のインストールに備えて Oracle Grid
Infrastructure のインストール設定を応答ファイルに保存する場合は、Oracle
Universal Installer の概略ページの［応答ファイルの保存（Save Response File）］
オプションをクリックしてください。

5

Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、orainstRoot.sh スクリプ
トを実行します。

6

Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: SLES 11 ノードで、RPM
libcap1-1.10-6.10.x86_64.rpm と libcap2-2.11-2.15.x86_64.rpm がイン
ストールされていることを確認します。
# rpm -qa | grep libcap
libcap1-1.10-6.10
libcap2-2.11-2.15

これらがインストールされていない場合は、Oracle Metalink ドキュメント: 952051.1
の手順に従ってインストールしてください。

7

Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、各ノードで root.sh スクリ
プトを実行します。
そのノードで Oracle Clusterware デーモンが起動します。

GPnP プロファイルの LLT リンクの設定
この手順は、Oracle RAC 11g リリース 2 のインストールでのみ実行してください。
GPnP プロファイルを更新して、Oracle Grid Infrastructure のインストール中にプロファ
イルに追加されなかった残りの LLT リンクを含めます。
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GPnP プロファイルに LLT リンクを設定するには

1

現在設定されているインターフェースを表示します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg getif
eth0 10.2.156.0
eth1 192.168.12.0

global
global

public
cluster_interconnect

GPnP プロファイルに現在格納されているインターフェース、サブネット、ロール（パ
ブリックまたは cluster_interconnect）が表示されます。

2

残りの LLT リンクを GPnP プロファイルに追加します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg setif -global ¥
eth2/192.168.12.0:cluster_interconnect

クラスタ相互接続（負荷分散用）のために異なるサブネット上で複数の IP アドレスを
使う場合は、残りのインターフェースサブネットを GPnP プロファイルに追加します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg setif -global ¥
eth2/192.168.2.0:cluster_interconnect
# $GRID_HOME/bin/oifcfg setif -global ¥
eth1/192.168.2.0:cluster_interconnect

3

適切なインターフェースサブネットが使用中であることを確認します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg getif
eth0
eth1
eth2
eth1
eth2

10.2.156.0
192.168.12.0
192.168.12.0
192.168.2.0
192.168.2.0

global
global
global
global
global

public
cluster_interconnect
cluster_interconnect
cluster_interconnect
cluster_interconnect

すべての LLT リンクが設定されていて、GPnP プロファイルに含まれていることを確
認します。

Oracle RAC データベースソフトウェアのインストール
Oracle データベースのインストールを開始する前に、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure が起動し、動作中であることを確認します。Symantec では各ノードで
Oracle データベースをローカルにインストールすることをお勧めします。
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メモ: VxFS または CFS に Oracle データベースをインストールする場合は、インストール
を進める前に、適切なストレージを作成したことを確認してください。
p.332 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホーム
ディレクトリの手動での作成」 を参照してください。
このソフトウェアのインストールには、次のいずれかの方法を使用します。
SF Oracle RAC のスクリプトベース スクリプトベースインストーラを使う
のインストーラ
p.357 の 「SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使
用した Oracle RAC データベースのインストール」 を参照して
ください。
応答ファイルを使う
「応答ファイルを使ったSF Oracle RAC と Oracle RAC のイン
ストール」を参照してください。
SF Oracle RAC の Web ベースの p.360 の 「SF Oracle RAC Web ベースのインストーラを使用し
インストーラ
た Oracle RAC データベースのインストール」 を参照してくだ
さい。
Oracle Universal Installer

p.362 の 「Oracle Universal Installer を使った Oracle RAC
データベースのインストール」 を参照してください。

SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使用した Oracle RAC
データベースのインストール
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

すべてのノードで Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の状態を確認する

■

Oracle Universal Installer を起動して Oracle データベースをインストールする

■

Oracle RAC データベースのインストールを検証する
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SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使って Oracle RAC データベースをイン
ストールするには

1

SF Oracle RAC インストーラに戻り、4 を入力して［Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure とデータベースのインストール］オプションを選択します。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Configure SF Oracle RAC sub-components
SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
Prepare to Install Oracle
Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
Post Oracle Installation Tasks
Exit SF Oracle RAC Configuration

Choose option: [1-6,q] (1) 4

2

オプション［Oracle データベースのインストール（Install Oracle Database）］を選択
します。
1)
2)
3)
b)

Install
Install
Exit SF
Back to

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Oracle Database
Oracle RAC Configuration
previous menu

Choose option: [1-3,b,q] (1) 2

3

Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を設定します。
Enter the DISPLAY environment variable: [b] 10.20.12.150:0.0

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレス
です。

4

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。この Oracle UNIX ユーザー名はプレイン
ストール処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX user name:

5

Oracle UNIX グループ名を入力します。この Oracle UNIX グループ名はプレイン
ストール処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX group name:

6

[b] (oracle)

[b] (oinstall)

Oracle ベースディレクトリの絶対パスを入力します。
Enter absolute path of Oracle Base directory: [b]
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7

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。
Enter absolute path of Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Home directory: [b]

8

Oracle データベースホームディレクトリの絶対パスを入力します。
Enter absolute path of Oracle Database Home directory: [b]

指定した Oracle RAC データベースホームディレクトリが存在しない場合は、各ノー
ドにディレクトリがローカルに作成され、Oracle ユーザー用の適切な権限が設定さ
れます。

9

データベースインストールイメージの絶対パスを入力します。
Enter absolute path of Oracle Database install image: [b]

バイナリから Oracle ソフトウェアのバージョンが判別されます。

10 y を入力して、インストールを続行します。
11 設定情報を表示し確認します。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が実行中であることが確認され、Oracle
Universal Installer が呼び出されます。

12 Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、必要な情報を入力しま
す。
p.651 の 「Oracle データベースのインストールに必要な情報」 を参照してください。

13 Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。Oracle
Universal Installer で Oracle データベースのインストールが開始されます。

14 クラスタノードで root ユーザーとして root.sh スクリプトを実行します。
Oracle Universal Installer ウィンドウに戻り、OK をクリックして続行します。

15 SF Oracle RAC インストーラに戻り、Return キーを押して続行します。Oracle デー
タベースインストールが検証されます。
メモ: インストールが完了した後に、データベースバイナリを再リンクするようメッセー
ジが表示されます。SF Oracle RAC ライブラリの再リンクが存在する場合、すべての
必須パッチの追加が完了した後でのみ行うことを推奨します。必要となるパッチの更
新については、Oracle のマニュアルを参照してください。
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SF Oracle RAC Web ベースのインストーラを使用した Oracle RAC データ
ベースのインストール
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

すべてのノードで Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の状態を確認する

■

Oracle Universal Installer を起動して Oracle データベースをインストールする

■

Oracle RAC データベースのインストールを検証する

SF Oracle RAC Web ベースのインストーラを使って Oracle RAC データベースをインス
トールするには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページから、次のメニュー
オプションを選択します。
タスク

製品の設定（Configure a Product）

製品

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

［次へ（Next）］をクリックします。

3

インストールするシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区切っ
て入力します。［次へ（Next）］をクリックします。
検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

4

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure とデータベースのインストール（Install Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure and Database）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

5

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［Oracle データベースのインストー
ル（Install Oracle Database）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。確定
して続行します。
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6

次の情報を指定します。
DISPLAY 環境変数を入力 Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を
してください（Enter
設定します。
DISPLAY environment
たとえば、10.20.12.150:0.0 のように入力します。
variable）
10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サー
バーの IP アドレスです。
Oracle UNIX ユーザー名 たとえば、oracle のように入力します。
を入力してください（Enter
Oracle UNIX user name）
Oracle UNIX グループ名 たとえば、oinstall のように入力します。
を入力してください（Enter
Oracle UNIX group
name）
Oracle ベースディレクトリの Oracle ベースディレクトリの絶対パスを入力します。
絶対パスを入力してください メモ: ORACLE_BASE ディレクトリはローカルディレクトリである
（Enter absolute path of 必要があります。
Oracle Base directory）
Oracle Clusterware/Grid Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリ
Infrastructure のホーム の絶対パスを入力します。
ディレクトリの絶対パスを入
力してください（Enter
absolute path of Oracle
Clusterware/Grid
Infrastructure Home
directory）
Oracle データベースのホー
ムディレクトリの絶対パスを
入力してください（Enter
absolute path of Oracle
Database Home
directory）

Oracle データベースホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。
指定した Oracle RAC データベースホームディレクトリが存在し
ない場合は、各ノードにディレクトリがローカルに作成され、
Oracle ユーザー用の適切な権限が設定されます。

Oracle データベースインス データベースインストールイメージの絶対パスを入力します。
トールイメージの絶対パスを
バイナリから Oracle ソフトウェアのバージョンが判別されます。
入力してください（Enter
absolute path of Oracle
Database install image）

検出された Oracle バージョンを確認して続行してください。
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7

設定情報を表示し確認します。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が実行中であることが確認され、Oracle
Universal Installer が呼び出されます。

8

Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、必要な情報を入力しま
す。
p.651 の 「Oracle データベースのインストールに必要な情報」 を参照してください。

9

Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。Oracle
Universal Installer で Oracle データベースのインストールが開始されます。

10 クラスタノードで root ユーザーとして root.sh スクリプトを実行します。
Oracle Universal Installer ウィンドウに戻り、OK をクリックして続行します。

11 SF Oracle RAC インストーラに戻り、［OK］を押して続行します。Oracle データベー
スインストールが検証されます。
メモ: インストールが完了した後に、データベースバイナリを再リンクするようメッセー
ジが表示されます。SF Oracle RAC ライブラリの再リンクが存在する場合、すべての
必須パッチの追加が完了した後でのみ行うことを推奨します。必要となるパッチの更
新については、Oracle のマニュアルを参照してください。

Oracle Universal Installer を使った Oracle RAC データベースのインス
トール
次の手順では、Oracle Universal Installer を使った Oracle RAC データベースのイン
ストール方法を説明しています。シマンテックでは、Oracle RAC データベースを各ノード
でローカルにインストールすることをお勧めします。
Oracle Universal Installer を使って Oracle RAC データベースをインストールするには

1

Oracle ユーザーとしてログインします。最初のノードで、DISPLAY 変数を設定しま
す。
■

Bourne シェル（bash）を使う場合、次のように入力します。
$ DISPLAY=10.20.12.150:0.0;export DISPLAY

■

C シェル（csh または tcsh）を使う場合、次のように入力します。
$ setenv DISPLAY 10.20.12.150:0.0
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10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレス
です。

2

Oracle Universal Installer を起動します。
$ ./runInstaller -ignoreSysPrereqs

3

Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、必要な情報を入力しま
す。
p.651 の 「Oracle データベースのインストールに必要な情報」 を参照してください。

4

Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: 今後のインストールに備えて Oracle RAC
データベースのインストール設定を応答ファイルに保存する場合は、Oracle
Universal Installer の概略ページの［応答ファイルの保存（Save Response File）］
オプションをクリックしてください。
Oracle Universal Installer で Oracle データベースのインストールが開始されま
す。

5

Oracle Universal Installer で入力画面が表示されたら、root.sh スクリプトを実行
します。
# cd $ORACLE_HOME
# ./root.sh

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure とデータベー
スのインストールの検証
次の手順では、Oracle プロセスがすべてのノード上で実行されていることを確認すること
によって、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle RAC データベースのイ
ンストールを検証します。
インストールを検証するには、クラスタ内の任意のノードから次のコマンドを実行します。
コマンド出力で、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure プロセスがノード上でオンラ
インであることを確認します。
# $GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t

----------------------------------------------------------NAME
TARGET STATE
SERVER
STATE_DETAILS
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----------------------------------------------------------Local Resources
----------------------------------------------------------ora.LISTENER.lsnr
ONLINE ONLINE
galaxy
ONLINE ONLINE
nebula
ora.asm
OFFLINE OFFLINE
galaxy
OFFLINE OFFLINE
nebula
.
.
.
------------------------------------------------------------Cluster Resources
------------------------------------------------------------ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
1
ONLINE ONLINE
nebula
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr
1
ONLINE ONLINE
galaxy
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr
1
ONLINE ONLINE
galaxy
.
.
.

Oracle RAC データベースインストールを検証するには、oraInventory ログを調べます。

20
Oracle RAC のインストール
後タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC パッチまたはパッチセットの追加

■

CSSD リソースの設定

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動の回避

■

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク

■

CSS misscount 設定の更新

■

Oracle RAC データベースの作成

■

Oracle RAC 用の VCS サービスグループの設定

■

データベースの自動起動の回避

■

通信用の権限の削除

■

インストール後の Storage Foundation for Databases リポジトリデータベースの設定

Oracle RAC パッチまたはパッチセットの追加
Oracle 11.2.0.1 をインストールした場合は、Oracle パッチ 8649805 を適用して Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure を VCS と統合します。
必要なパッチまたはパッチセットをインストールするには、パッチまたはパッチセットに付
属のリリースノートを確認します。
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。
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■

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。
http://www.symantec.com/docs/TECH44807

■

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。

CSSD リソースの設定
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が起動する前に、OCR、投票ディスク、プライ
ベート IP アドレスを管理するリソースに対する CSSD の依存関係が満たされるように、
CSSD リソースを設定する必要があります。
メモ: SF Oracle RAC のインストールには、必ず CSSD エージェントを使ってください。
CSSD エージェントを使うことで、相互依存関係が適切に処理され、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 の起動が
防止されるようになります。
CSSD リソースを設定する前に、次の必要条件を満たしていることを確認してください。
1.

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が起動し実行中である。

2.

OCR と投票ディスクが CVM RAW ボリュームまたは CFS 上に構成され、VCS によっ
て管理されている。

3.

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のプライベート IP アドレスが、OCR およ
び投票ディスクと同じ VCS グループ内の PrivNIC または MultiPrivNIC リソースの
下に設定されている。
メモ: SF Oracle RAC インストーラは、cvm グループ内の OCR、投票ディスク、
PrivNIC/MultiPrivNIC リソースを設定します。これらのいずれかのリソースを手動
で設定した場合は、これらのリソースが cvm グループ内に配置されていることを確
認してください。リソースが同じグループにない場合は、CSSD リソースを手動で設定
してください。
p.370 の 「CSSD リソースの手動設定」 を参照してください。

図 20-1 に、SF Oracle RAC インストーラによって実行される設定を示します。この図で
は、CSSD リソースが CVM グループの下に設定されています。
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SF Oracle RAC インストーラによる CSSD の設定

図 20-1

cssd
アプリケーシ
ョン

CVM グループ

ocrvote_mnt_
ocrvotedg
CFSMount

ora_priv
PrivNIC /
MultiPrivNIC

ocrvote_voldg_
ocrvotedg
CVMVoIDG

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

次のいずれかの方法を使って CSSD リソースを設定します。
SF Oracle RAC のスクリプトベース p.367 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを
のインストーラ
使った CSSD リソースの設定」 を参照してください。
SF Oracle RAC の Web ベースの
インストーラ

p.369 の 「SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使っ
た CSSD リソースの設定」 を参照してください。

手動

p.370 の 「CSSD リソースの手動設定」 を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った CSSD リソース
の設定
OCR と投票ディスクのストレージが CFS 上に構成されている場合は、SF Oracle RAC イ
ンストーラを使って CSSD リソースを設定します。
メモ: OCR と投票ディスクのストレージが ASM ディスクグループ上に構成されている場合
は、CSSD リソースを手動で設定してください。
インストーラは、次の設定タスクを実行します。
■

CSSD リソースを cvm グループ内の VCS 設定に追加します。
メモ: CSSD リソースがすでに存在する場合、インストーラは、既存のリソースを削除す
ることによってリソースの再設定を可能にします。
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■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のプライベート IP アドレスを管理する
PrivNIC または MultiPrivNIC リソースに対する CSSD リソースの依存関係を設定し
ます。

■

OCR と投票ディスクを管理する CFSMount または CVMVolDg リソース上の CSSD
リソースの依存関係を設定します。

■

CSSD リソースを有効にし、新しい設定を保存します。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使って CSSD リソースを設定するに
は

1

SF Oracle RAC インストーラがまだ実行されていない場合は、起動します。［Oracle
のインストール後タスク（Post Oracle Installation Tasks）］オプションを選択します。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Configure SF Oracle RAC sub-components
SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
Prepare to Install Oracle
Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
Post Oracle Installation Tasks
Exit SF Oracle RAC Configuration

Choose option: [1-6,q] (1) 5

2

［CSSD エージェントの設定（Configure CSSD agent）］オプションを選択します。
インストーラは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure がすべてのノード上で
実行されていることを確認します。

3

Return キーを押して、設定を続行します。インストーラは、VCS 設定ファイルから
CSSD エージェントのリソースとグループのマッピングを読み取り、その情報を表示し
ます。

4

y と入力して、設定を続行します。インストーラが CSSD エージェントを設定し、適切
な依存関係を設定するので、そのメッセージを確認します。

5

Return キーを押して、インストーラメニューに戻ります。

6

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのバイナリが
CFS 上に存在する場合は、バイナリの cssd リソースと CFSMount リソースの間の依
存関係を手動で設定します。
# hares -link cssd crsbin_mnt
# hares -link cssd orabin_mnt
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SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った CSSD リソースの
設定
OCR と投票ディスクのストレージが CFS 上に構成されている場合は、SF Oracle RAC イ
ンストーラを使って CSSD リソースを設定します。
メモ: OCR と投票ディスクのストレージが ASM ディスクグループ上に構成されている場合
は、CSSD リソースを手動で設定してください。
インストーラは、次の設定タスクを実行します。
■

CSSD リソースを cvm グループ内の VCS 設定に追加します。
メモ: CSSD リソースがすでに存在する場合、インストーラは、既存のリソースを削除す
ることによってリソースの再設定を可能にします。

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のプライベート IP アドレスを管理する
PrivNIC または MultiPrivNIC リソースに対する CSSD リソースの依存関係を設定し
ます。

■

OCR と投票ディスクを管理する CFSMount または CVMVolDg リソース上の CSSD
リソースの依存関係を設定します。

■

CSSD リソースを有効にし、新しい設定を保存します。

SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使って CSSD リソースを設定するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページから、次のメニュー
オプションを選択します。
タスク

製品の設定（Configure a Product）

製品

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

［次へ（Next）］をクリックします。

3

インストールするシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区切っ
て入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

4

検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［Oracle のインストール後タスク
（Post Oracle Installation Tasks）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。
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6

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［CSSD エージェントの設定
（Configure CSSD agent）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

7

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。［次へ（Next）］をクリックします。
インストーラは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure がすべてのノード上で
実行されていることを確認します。

8

設定情報を表示し確認します。インストーラは、VCS 設定ファイルから CSSD エー
ジェントのリソースとグループのマッピングを読み取り、その情報を表示します。

9

［はい（Yes）］をクリックして、設定を続行します。

10 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのバイナリが
CFS 上に存在する場合は、バイナリの cssd リソースと CFSMount リソースの間の依
存関係を手動で設定します。
# hares -link cssd crsbin_mnt
# hares -link cssd orabin_mnt

CSSD リソースの手動設定
VCS 設定に cssd リソースを追加し、OCR、投票ディスク、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のプライベート IP アドレスを管理するリソースに対する CSSD の依存関
係を設定します。
メモ: OCR、投票ディスク、PrivNIC/MultiPrivNIC のリソースを cssd リソースと同じ VCS
グループ内に設定することをお勧めします。リソースが同じグループにない場合は、サー
ビスグループ間の適切な依存関係を設定してください。
CSSD リソースを設定するには

1

VCS の設定ファイルの権限を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

cvm グループに CSSD リソースを追加します。
# hares -add cssd_resname Application cvm_grpname
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3

CSSD リソースの属性を変更します。
# hares -modify cssd_resname StartProgram ¥
/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online
# hares -modify cssd_resname StopProgram

¥

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline
# hares -modify cssd_resname MonitorProgram ¥
/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor
# hares -modify cssd_resname CleanProgram ¥
/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean
# hares -modify cssd_resname Critical 0
# hares -override cssd_resname OnlineWaitLimit
# hares -modify cssd_resname OnlineWaitLimit 5
# hares -override cssd_resname OfflineWaitLimit
# hares -modify cssd_resname OfflineWaitLimit 3

4

CSSD リソースを有効にします。
# hares -modify cssd_resname Enabled 1

5

OCR と投票ディスクを管理する CFSMount または CVMVolDg のリソースに CSSD
リソースの依存関係を設定します。
CVM RAW ボリュームに OCR と投票ディスクを設定した場合
# hares -link cssd ocrvotevol_resname

CFS に OCR と投票ディスクを設定した場合
# hares -link cssd ocrvotemnt_resname

6

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のプライベート IP アドレスを管理する
PrivNIC または MultiPrivNIC リソースに対する CSSD リソースの依存関係を設定
します。
PrivNIC リソースを設定した場合
# hares -link cssd priv_resname

MultiPrivNIC リソースを設定した場合
# hares -link cssd multipriv_resname
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7

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのバイナリが
CFS 上に存在する場合は、バイナリの CSSD リソースと CFSMount リソースの間の
依存関係を手動で設定します。
# hares -link cssd clusbin_mnt_resname
# hares -link cssd orabin_mnt_resname

8

VCS 設定ファイルの権限を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動
の回避
サービスグループの相互依存関係を適切に処理して、準備が整わないうちに Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が起動するのを回避するために、必ず CSSD エー
ジェントを使用してください。そのため、システム起動時の Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure の自動起動は無効にします。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動を回避するには

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

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動を無効にします。
# $GRID_HOME/bin/crsctl disable crs

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク
Oracle パッチを追加またはアップグレードした場合は、SF Oracle RAC ライブラリ（VCSMM
と ODM）を Oracle に再リンクする必要があります。ライブラリを再リンクすると、連携した
クラスタメンバーシップ情報の交換やデータの保護が可能になります。
メモ: Symantec では、SF Oracle RAC ライブラリの再リンクは、すべての必須パッチの追
加が完了した後でのみ行うことを推奨します（ある場合）。
このリリースは、Oracle RAC 11g リリース 1 Clusterware をサポートしていません。Oracle
RAC 11g リリース 1 について言及している手順は、Oracle データベースにのみ適用され
ます。
ライブラリを再リンクするには、次のいずれかの方法を使います。
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SF Oracle RAC のスクリ p.373 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った SF
プトベースのインストーラ Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク」 を参照してください。
SF Oracle RAC の Web p.374 の 「SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った SF
ベースのインストーラ
Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク」 を参照してください。
手動

p.376 の 「SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC の手動での再リンク」
を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC
ライブラリと Oracle RAC との再リンク
SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使ってライブラリを再リンクするには、
次の手順を実行します。
SF Oracle RAC ライブラリを Oracle RAC と再リンクするには

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューに戻り、［Oracle のインストール後タスク（Post
Oracle Installation）］オプションを選択します。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Configure SF Oracle RAC sub-components
SF Oracle RAC Installation and Configuration Checks
Prepare to Install Oracle
Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
Post Oracle Installation Tasks
Exit SF Oracle RAC Configuration

Choose option: [1-6,q] (1) 5

2

［Oracle データベースバイナリの再リンク（Relink Oracle Database Binary）］オプ
ションを選択します。
1)
2)
3)
b)

Configure CSSD agent
Relink Oracle Database Binary
Exit SF Oracle RAC Configuration
Back to previous menu

Choose option: [1-3,b,q] (1) 2
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3

Oracle 環境についての情報（ユーザー名、グループ名、CRS_HOME または
GRID_HOME、ORACLE_HOME）を入力します。この情報に基づいて、インストー
ラはインストールされている Oracle のバージョンを検出します。
メモ: Oracle 環境についての情報を入力する必要があるのは、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのインストール後にイン
ストーラを中止した場合のみです。
Enter Oracle UNIX user name: [b] oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)
Enter absolute path of Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Home directory: [b]
Enter absolute path of Oracle Database Home directory: [b]
.
.
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

4

Oracle データベースについての情報を表示し確認します。
インストーラによって、ライブラリの再リンクが開始されます。

SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC ラ
イブラリと Oracle RAC との再リンク
SF Oracle RAC の Web ベースのインストーラを使ってライブラリを再リンクするには、次
の手順を実行します。
SF Oracle RAC ライブラリを Oracle RAC と再リンクするには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページから、次のメニュー
オプションを選択します。
タスク

製品の設定（Configure a Product）

製品

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

［次へ（Next）］をクリックします。

3

インストールするシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区切っ
て入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

4

検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。
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5

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［Oracle のインストール後タスク
（Post Oracle Installation Tasks）］を選択します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

［タスクを選択します（Select a Task）］ページで、［Oracle データベースバイナリの
再リンク（Relink Oracle Database Binary）］を選択します。［次へ（Next）］をクリッ
クします。

7

次の情報を指定します。
Oracle UNIX ユーザー名 たとえば、oracle のように入力します。
を入力してください（Enter
Oracle UNIX user name）
Oracle UNIX グループ名 たとえば、oinstall のように入力します。
を入力してください（Enter
Oracle UNIX group
name）
Oracle Clusterware/Grid Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリ
Infrastructure のホーム の絶対パスを入力します。
ディレクトリの絶対パスを入
力してください（Enter
absolute path of Oracle
Clusterware/Grid
Infrastructure Home
directory）
Oracle データベースのホー Oracle データベースホームディレクトリの絶対パスを入力しま
ムディレクトリの絶対パスを す。
入力してください（Enter
absolute path of Oracle
Database Home
directory）

［次へ（Next）］をクリックします。検出された Oracle バージョンを確認して続行して
ください。
メモ: Oracle 環境についての情報を入力する必要があるのは、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのインストール後にイン
ストーラを中止した場合のみです。

8

Oracle データベースについての情報を表示し確認します。
インストーラによって、ライブラリの再リンクが開始されます。
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SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC の手動での再リンク
再リンクプロセスには、次のタスクが含まれます。
■

「Veritas Membership ライブラリのリンク」

■

「ODM ライブラリのリンク」

Oracle ライブラリと SF Oracle RAC をリンクするための Oracle RAC ライブラリと Veritas
ライブラリの場所を、次の表に示しています。この項の説明に従ってライブラリを再リンク
するときに、これらの表を参照として使うことができます。
表 20-1 は、Oracle RAC 11g リリース 2 の場合の Oracle RAC ライブラリと Veritas ライ
ブラリの場所を示しています。
表 20-1

VCSMM と ODM の Oracle RAC ライブラリと Veritas ライブラリの場所
- Oracle RAC 11g リリース 2

ライブラ Oracle RAC ライブラリ
リ

Veritas ライブラリ

VCSMM $GRID_HOME/lib/libskgxn2.so

/opt/ORCLcluster/lib/
libskgxn2.so

ODM

/usr/lib64/libodm.so

$ORACLE_HOME/lib/libodm11.so

Veritas Membership ライブラリのリンク
連携したクラスタメンバーシップ情報の交換やデータ整合性の保護を可能にするために
は、SF Oracle RAC ライブラリを Oracle RAC とリンクする必要があります。Oracle は、メ
ンバーシップの情報を取得するために skgxn（System Kernel Generic Interface Node
Membership） と呼ばれる API を提供しています。SF Oracle RAC は、Oracle Grid
Infrastructure のインストールの後に Oracle Grid Infrastructure リンクされるライブラ
リとして API を実装します。Oracle では、リンクされた skgxn ライブラリ（libskgxn）を使っ
て VCSMM への ioctl 呼び出しを行い、その結果クラスタやインスタンスのメンバーシッ
プ情報を取得します。
Veritas メンバーシップライブラリをリンクするには

1

Oracle グリッドユーザーとしてログインします。

2

$GRID_HOME/lib ディレクトリに移動します。
$ cd $GRID_HOME/lib

3

$GRID_HOME/lib/libskgxn2.so ライブラリが
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so にリンクされていない場合は、ライブラリ

をリンクするために次の手順を実行します。
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■
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$GRID_HOME ディレクトリにある Oracle の libskgxn2 ライブラリをバックアップ
します。
$ mv libskgxn2.so libskgxn2.so.oracle.`date `+%m_%d_%Y-%H_%M_%S'`

■

グリッド ユーザーとして、Veritas Membership ライブラリをリンクします。
$ ln -s /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so libskgxn2.so

ODM ライブラリのリンク
Oracle ライブラリがローカルストレージ上にある場合は、各ノードで手順を実行します。
Oracle ライブラリが共有ストレージにインストールされている場合は、ライブラリを 1 つの
ノードにのみコピーします。mount コマンドを使って、Oracle ライブラリを含むファイルシ
ステムがマウントされていることを確認します。
Veritas ODM ライブラリをリンクするには

1

Oracle ユーザーとしてログインします。

2

$ORACLE_HOME/lib ディレクトリに移動します。
$ cd $ORACLE_HOME/lib

3

Oracle の ODM ライブラリのバックアップを作成します。
$ mv libodm11.so libodm11.so.oracle-`date +%m_%d_%Y-%H_%M_%S`

4

Veritas ODM ライブラリと Oracle の libodm ライブラリをリンクします。
$ cp /usr/lib64/libodm.so libodm11.so

CSS misscount 設定の更新
Oracle RAC では、ベンダークラスタウェアによって CSS misscount の値を 600 秒に設
定する必要があります。
現在の CSS misscount 設定を確認します。
# $GRID_HOME/bin/crsctl get css misscount

現在の CSS misscount 設定が 600 秒に設定されていない場合は、次の手順で説明す
るように設定を更新してください。
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CSS misscount 設定を更新するには

1

1 つのノードを除いてすべてのノードで Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
を停止します。

2

アクティブノードで root ユーザーとしてログインし、CSS misscount 間隔を 600 秒
に設定します。
# $GRID_HOME/bin/crsctl set css misscount 600

3

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を再起動します。

4

設定が更新されていることを確認します。
# $GRID_HOME/bin/crsctl get css misscount
600

Oracle RAC データベースの作成
CVM RAW ボリュームまたは CFS 上に Oracle RAC データベースを作成します。独自の
ツールまたはスクリプトを使うか、Oracle DBCA（Database Creation Assistant）ツール
を使ってデータベースを作成する方法に関するガイドラインを確認します。
Oracle RAC データベースの作成手順について詳しくは、
p.697 の 「テストデータベースの作成について」 を参照してください。
詳しくは、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。
メモ: グローバルクラスタを設定することを計画している場合は、プライマリサイト上でのみ
Oracle RAC データベースを設定します。セカンダリサイトでは、このデータベースがレプ
リケートされます。

Oracle RAC 用の VCS サービスグループの設定
Oracle データベース用に VCS サービスグループを設定する前に、次の情報を確認して
ください。
■

サポートされるデータベース管理の種類
p.379 の 「サポートされるデータベース管理の種類」 を参照してください。

■

サービスグループの設定例
p.379 の 「サービスグループの設定例」 を参照してください。

VCS サービスグループを Oracle RAC 用に設定するには
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p.383 の 「Oracle データベース用の VCS サービスグループの手動設定」 を参照してくだ
さい。

サポートされるデータベース管理の種類
表 20-2 に、SF Oracle RAC でサポートされる Oracle RAC のデータベース管理オプショ
ンの一覧を示します。
表 20-2

サポートされるデータベース管理の種類

管理タイプ

説明

ポリシー管理された
データベース

ポリシー管理されたデータベースでは、管理者はデータベースインスタン
スを実行するサーバープールを指定します。データベースインスタンスを
実行するサーバーは、Oracle Grid Infrastructure によって決定されま
す。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

管理者によって管理さ 管理者によって管理されたデータベース環境では、管理者はデータベー
れたデータベース
スインスタンスを実行するサーバーを指定します。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

サービスグループの設定例
次のいずれかの Clusterware で管理するように、Oracle データベースを設定できます。
■

Veritas Cluster Server
メモ: シマンテック社では、Oracle データベースを VCS 内に設定することをお勧めし
ます。
データベースが VCS 内に設定されている場合
すべてのデータベースが、グループ内の任意のデータベースの障害から隔離される
ような方法でサービスグループを設定することを選択できます。
VCS は、アプリケーションとデータベースの開始および停止シーケンスを管理します。
p.380 の 「VCS Oracle エージェントを含むサービスグループの設定例」 を参照してく
ださい。

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
p.381 の 「VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループの設定例」 を参照し
てください。
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VCS Oracle エージェントを含むサービスグループの設定例
ここでは、複数のデータベースに VCS Oracle エージェントを含むサービスグループの設
定例について説明します。
図 20-2 に、VCS Oracle エージェントを含むサービスグループ設定を示します。
VCS Oracle エージェントを含むサービスグループ設定

図 20-2

Oracle
グループ（並行）
ora2

ora1
Oracle

Oracle

oradata_mnt2

oradata_mnt1
CFSMount

CFSMount

oradata_voldg1
CVMVoIDG

CVMVoIDG

oradata_voldg2

CVM グループ（並行）

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

アプリケーシ
ョン

cssd
multi_priv
MultiPrivNIC

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 20-3 に、VCS Oracle エージェントを含む代替サービスグループ設定を示します。
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図 20-3

VCS Oracle エージェントを含むサービスグループ設定（代替設定）

db1_grp（並行）

db2_grp（並行）

ora_db1

ora_db2

Oracle

Oracle

crs_grp（並行）
oradata_mnt

cssd
アプリケーション

CFSMount
ora_priv

CFSMount

ocrvote_mnt

PrivNIC

CFSMount

CVMVoIDG
oradata_voldg

oradata_mnt2

ocrvote_voldg
CVMVoIDG

data1_grp（並行）

CVMVoIDG
oradata_voldg2
data2_grp（並行）

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

CVM グループ（並行）

VCS 内に Oracle データベースを設定するには、Oracle RAC をインストールし、データ
ベースを作成した後に Oracle サービスグループを作成します。
p.383 の 「Oracle データベース用の VCS サービスグループの手動設定」 を参照してくだ
さい。

VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループの設定例
図 20-4 に、単一データベース設定用の VCS Oracle エージェントがない場合の設定例
を示します。
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図 20-4

VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定（単一の
データベース）
CVM グループ

アプリケーシ
ョン

cssd

multi_priv
MultiPrivNIC
vxfsckd

ocrvote_mnt
CFSMount

CFSfsckd
cvm_clus

ocrvote_voldg
CVMVoIDG

CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 20-5 に、複数データベース設定用の VCS Oracle エージェントがない場合のサービ
スグループ設定例を示します。
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図 20-5

VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定（複数の
データベース）

mpriv

cssdアプリケーシ
ョン

MultiPrivNIC

crs_grp
（並行）

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

CVM グループ（並行）
oradata_mnt
Critical=0 CFSMount
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd

racdata_voldg
CVMVoIDG Critical=0

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定では、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure がデータベースを制御します。Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure グループと CVM グループの間に online local firm
依存関係が存在します。システムの起動時に、CVM グループが、データベースのボリュー
ムとマウントポイントを起動します。Oracle Clusterware/Grid Infrastructure グループ
が、OCR と投票ディスクを起動し、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のプライ
ベート IP アドレスを設定して、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を起動します。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure がデータベースを起動し、アプリケーションが
オンラインになります。
メモ: VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定では、依存関係にある
サービスグループがオンラインになるには、システムの起動時に、すべてのボリュームと
マウントポイントがオンラインになる必要があります。

Oracle データベース用の VCS サービスグループの手動設定
ここでは、Oracle データベース用に VCS サービスグループを手動で設定する手順を説
明します。
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p.380 の 図 20-2 を参照してください。
次の手順はデータベースが作成済みであることを前提としています。
Oracle データベース用に VCS サービスグループを手動で設定するには

1

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS 設定にサービスグループを追加します。
# hagrp -add oradb_grpname

3

サービスグループの属性を修正します。
# hagrp -modify oradb_grpname Parallel 1
# hagrp -modify oradb_grpname SystemList node_name1 0

node_name2 1

# hagrp -modify oradb_grpname AutoStartList node_name1 node_name2

4

サービスグループ用の CVMVolDg リソースを追加します。
# hares -add oradbdg_resname CVMVolDg oradb_grpname

5

サービスグループ用に CVMVolDg リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradbdg_resname CVMDiskGroup oradb_dgname
# hares -modify oradbdg_resname CVMActivation sw
# hares -modify oradbdg_resname CVMVolume oradb_volname

6

サービスグループ用の CFSMount リソースを追加します。
# hares -add oradbmnt_resname CFSMount oradb_grpname

7

サービスグループ用に CFSMount リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradbmnt_resname MountPoint "oradb_mnt"
# hares -modify oradbmnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/oradb_dgname/oradb_volname"

8

サービスグループに Oracle RAC データベースインスタンスを追加します。
# hares -add db_resname Oracle oradb_grpname
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サービスグループ用に Oracle リソースの属性を修正します。
# hares -modify db_resname Owner oracle
# hares -modify db_resname Home "db_home"
# hares -modify db_resname StartUpOpt SRVCTLSTART
# hares -modify db_resname ShutDownOpt SRVCTLSTOP

10 管理者によって管理されたデータベースの場合、次の手順を実行します。
■

Oracle リソース用に Sid 属性をローカライズします。
# hares -local db_resname Sid

■

各システムで Oracle リソース用に Sid 属性を設定します。
# hares -modify db_resname Sid oradb_sid_node1 -sys node_name1
# hares -modify db_resname Sid oradb_sid_node2 -sys node_name2

11 ポリシーによって管理されたデータベースの場合、次の手順を実行します。
■

サービスグループ用に Oracle リソースの属性を修正します。
# hares -modify db_resname DBName db_name
# hares -modify db_resname ManagedBy POLICY

■

すべてのシステムの Oracle リソースの SID プレフィックスに SID 属性を設定し
ます。
# hares -modify db_resname Sid oradb_sid_prefix

メモ: SID プレフィックスは、データベース作成時に確認用のページに表示され
ます。プレフィックスは次のコマンドを実行して確認することもできます。
# grid_home/bin/crsctl status resource ora.db_name.db -f | grep
GEN_USR_ORA_INST_NAME@ | tail -1 | sed 's/.*=//' | sed
's/_[0-9]$//'

■

リソースの IntentionalOffline 属性を 1 に設定し、診断監視が無効になってい
ることを確認します。
# hares -override db_resname IntentionalOffline
# hares -modify db_resname IntentionalOffline 1
# hares -modify db_resname MonitorOption 0
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12 Oracle サービスグループ用に CFSMount リソースと CVMVolDg リソースの依存関
係を設定します。
# hares -link oradbmnt_resname oradbdg_resname

13 Oracle サービスグループ用に Oracle リソースと CFSMount リソースの依存関係を
設定します。
# hares -link db_resname oradbmnt_resname

14 oradb1_grp サービスグループと cvm サービスグループ間に online local firm 依
存関係を作成します。
# hagrp -link oradb_grpname cvm_grpname online local firm

15 Oracle サービスグループを有効にします。
# hagrp -enableresources oradb_grpname

16 クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

17 すべてのノードで Oracle サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online oradb_grpname -any

メモ: ポリシーによって管理されたデータベースの場合: VCS が起動するとき、または管理
者が Oracle リソースをオンラインにするときに、サーバーがデータベースに関連付けら
れたサーバープールの一部を構成していない場合、リソースはオフラインのままになりま
す。Oracle Grid Infrastructure がサーバープールからサーバーを移動することを決定
すると、データベースは Oracle Grid Infrastructure によってオフライン状態にされ、
Oracle のリソースはオフライン状態に移行します。
CLI を使ってサービスグループを設定する手順について詳しくは
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

障害後のデータベース再起動の管理
データベースインスタンスに障害が発生すると、Oracle Clusterware と VCS の両方が
（Oracle エージェントを通して）リソース障害に応答します。Oracle Clusterware がイン
スタンスの障害を検出すると、Oracle Clusterware のデータベースリソースプロファイル
の RESTART_ATTEMPTS 属性に設定された値に基づいてインスタンスの再起動が試行さ

第 20 章 Oracle RAC のインストール後タスクの実行
データベースの自動起動の回避

387

れます。加えて、VCS はインスタンス障害を検出し、リソースの障害を発生させてから、
VCS の設定に応じて処理を実行します。
障害への応答を両方の Clusterware が個別に行うことを回避するため、次の項で説明
するように、適切なリソースパラメータを変更する必要があります。
障害後にデータベース再起動を管理するには

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

次のいずれかの手順を実行します。
属性を次のように変更して、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure でのインスタンスの再起動を無効にします。

■ RESTART_ATTEMPTS

# crsctl modify resource db_resname -attr "RESTART_ATTEMPTS=0"
■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が再起動を試行しなくなるまで、VCS
がリソースに障害を発生させることのないようにします。
# haconf -makerw
# hares -modify db_resname ToleranceLimit = tl_value
# haconf -dump -makero

ここで、tl_value は、RESTART_ATTEMPTS 属性の値に等しいか、大きい値です。

VCS ログファイルの場所
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log にあるログファイルを確認して、エラーまたは状態

メッセージがないかどうかをチェックできます。大量のデータが書き込まれた場合は、
engine_B.log や engine_C.log など複数のログファイルが書き込まれることがあります。
engine_A.log には、最新のデータが格納されます。

データベースの自動起動の回避
Oracle エージェントを使って VCS が Oracle RAC データベースを管理するように設定す
る場合は、Oracle RAC データベースを手動で起動するように設定します。Oracle 用に
VCS サービスグループを設定する場合、Oracle データベースの自動起動を回避する必
要があります。データベースのマウントが有効な場合、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure と Oracle エージェントがデータベースインスタンスを同時に起動しようと
することがあります。Oracle データベースの自動起動を回避するには、Oracle の SRVCTL
コマンドを使って、データベースの管理ポリシーを自動から手動に変更する必要がありま
す。このコマンドでは、Oracle データベースとインスタンスリソースの AUTO_START 属
性の値が変更されます。
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データベースの自動起動を回避するには

1

まだ登録されていない場合、データベースを登録します。
$ srvctl add database -d db_name -o db_home ¥
-p location_parameterfile -y manual

2

データベースが登録されたら、データベースの管理ポリシーを手動に変更します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 ポリシー管理データベースの場合、automatic で
あるデータベースの管理ポリシーを保持します。
$ srvctl stop database -d db_name
$ srvctl modify database -d db_name -y manual

3

データベースを起動します。
$ srvctl start database -d db_name

通信用の権限の削除
SF Oracle RAC のインストールと I/O フェンシング用ディスクサポートの検証を完了した
ことを確認してください。rsh を使った場合は、ノードに設定した一時的な rsh アクセス権
限を削除し、パブリックネットワークへの接続を復元します。
セキュア通信を実現するためにノードで ssh が使われていて、一時的にパブリックネット
ワークへの接続を削除した場合は、接続を復元してください。

インストール後の Storage Foundation for Databases
リポジトリデータベースの設定
Storage Foundation for Databases（SFDB）を使う場合は、SF Oracle RAC と Oracle
のインストールと設定を行った後に、SFDB リポジトリを設定する必要があります。SFDB リ
ポジトリの設定手順については、
『Veritas Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle
Databases』を参照してください。

21
Oracle RAC のアップグレー
ド
この章では以下の項目について説明しています。
■

サポートされているアップグレードパス

■

Oracle RAC のアップグレードの準備

■

Oracle RAC バイナリのアップグレード

■

Oracle RAC データベースの移行

サポートされているアップグレードパス
この章のこれ以降の項の説明は、Storage Foundation 製品から SF Oracle RAC 6.0 に
アップグレードする場合にのみ当てはまります。
表 21-1 に、Oracle RAC のアップグレードパスを示します。
表 21-1

Oracle RAC でサポートされているアップグレードパス

現在のバージョン

アップグレード先

Oracle RAC 9i リリース 2

Oracle RAC 10g リリース 2
Oracle RAC 11g リリース 2 Grid Infrastructure および Oracle
RAC 11g リリース 1 データベース

Oracle RAC 10g リリース 1

Oracle RAC 10g リリース 2
Oracle RAC 11g リリース 2 Grid Infrastructure および Oracle
RAC 11g リリース 1 データベース
Oracle RAC 11g リリース 2
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現在のバージョン

アップグレード先

Oracle RAC 10g リリース 2

Oracle RAC 11g リリース 2 Grid Infrastructure および Oracle
RAC 11g リリース 1 データベース
Oracle RAC 11g リリース 2

Oracle RAC 11g リリース 1

Oracle RAC 11g リリース 2

メモ: 異なるバージョンの Oracle RAC にアップグレードするときは、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレクトリの絶対
パスが、既存のバージョンの Oracle RAC が存在するパスと異なることを確認してくださ
い。
アップグレードの手順では、初期設定において次のコンポーネントが含まれ、これらのコ
ンポーネントがクラスタノードで実行中であるものとします。
■

SF Oracle RAC 6.0

■

サポートされているバージョンのオペレーティングシステム

Oracle RAC のアップグレードの準備
Oracle RAC をアップグレードする前に、次の準備タスクを完了します。
1.

アップグレード前のバージョンに応じて、次のいずれかの項の手順を実行します。
p.390 の 「Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g からのアップグレードの準備 」
を参照してください。

2.

クラスタの設定が Oracle RAC のアップグレードと互換性があることを検証します。
p.340 の 「Oracle RAC のインストールに関するシステムの検証」 を参照してください。

Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g からのアップグレードの準備
Oracle RAC をアップグレードする前に、次のタスクを実行します。
Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g からのアップグレードを準備するには

1

既存のデータベースのホットバックアップまたはコールドバックアップの作成を行い
ます。

2

既存の Oracle ホームと、中心となるインベントリのバックアップを作成します。
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3

Oracle RAC データベースが VCS の制御下にある場合、Oracle サービスグループ
をフリーズします。これは、アップグレード中に Oracle RAC がデータベースを停止
して起動するときに VCS がリソースの障害を報告しないようにするためです。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze oradb_grpname -persistent

4

cvm サービスグループをフリーズします。これは、アップグレード中に Oracle
Clusterware が停止して起動するときに VCS がリソースの障害を報告しないように
するためです。
# hagrp -freeze cvm_grpname -persistent
# haconf -dump -makero

Oracle RAC バイナリのアップグレード
Oracle RAC をアップグレードする前に Oracle のインストールマニュアルと適切な Oracle
サポート Web サイトを確認します。
Oracle RAC バイナリをアップグレードするには

1

Oracle Clusterware をアップグレードします。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 にアップグレードする場合は、Oracle Clusterware
を新しいディレクトリである Oracle Grid Infrastructure のホームディレクトリ
（GRID_HOME）にアップグレードします。
Oracle RAC 11g リリース 2 以降、ASM は Oracle Grid Infrastructure のホーム
ディレクトリに格納されている必要があります。ASM を Oracle RAC 11g リリース 2
にアップグレードする予定の場合は、必ず ASM が Oracle Grid Infrastructure の
ホームディレクトリで実行されるようにアップグレードしてください。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

2

Oracle Clusterware が実行されていることを確認します。

3

Oracle RAC データベースバイナリをインストールします。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

4

次のインストール後タスクを完了します。
■

Oracle RAC パッチまたはパッチセットを追加します。
p.365 の 「Oracle RAC パッチまたはパッチセットの追加」 を参照してください。
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■

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC を再リンクします。
p.372 の 「SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク」 を参照してくだ
さい。

■

Oracle RAC 9i からのアップグレードの場合: CSSD リソースを VCS 設定に追加
します。

Oracle RAC データベースの移行
既存の Oracle RAC データベースの移行手順については、Oracle Metalink のマニュ
アルを参照してください。
データベースを移行した後で、アップグレード後のタスクを完了します。
p.392 の 「アップグレード後のタスクの実行」 を参照してください。

アップグレード後のタスクの実行
次の手順を実行してアップグレードを完了します。
アップグレード後のタスクを実行するには

1

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

RAC 9i からのアップグレードの場合: Oracle サービスグループ内のリソースを修正
します。
# hares -modify db_resname StartUpOpt SRVCTLSTART
# hares -modify db_resname ShutDowmOpt SRVCTLSTOP
# hares -modify db_resname pfile "" -sys node_name1
# hares -modify db_resname pfile "" -sys node_name2

3

データベース Cache Fusion トラフィックが Oracle UDP IPC プライベート IP アドレ
スを使うように設定されていて、これらのアドレスが高可用性のために PrivNIC また
は MultiPrivNIC リソースとして設定されている場合は、Oracle init.ora ファイル
に Oracle UDP IPC プライベート IP アドレスを追加します。

4

Oracle Clusterware の自動起動を回避するために Oracle RAC の設定を変更しま
す。
p.372 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動の回避」 を参照し
てください。
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5

Oracle エージェントを使って VCS が Oracle RAC データベースを管理するようにす
る場合は、データベースの自動起動を回避するために Oracle RAC データベース
の設定を変更します。
p.387 の 「データベースの自動起動の回避」 を参照してください。

6

以前にフリーズした VCS サービスグループのフリーズ解除を行います。
root ユーザーとして次のように入力します。
# hagrp -unfreeze oradb_grpname -persistent
# hagrp -unfreeze cvm_grpname -persistent
# haconf -dump -makero
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5
応答ファイルを使った自動イ
ンストール

■

第22章 応答ファイルについて

■

第23章 応答ファイルを使った SF Oracle RAC のインストールと設定

■

第24章 応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

第25章 応答ファイルを使った Oracle RAC のインストール

■

第26章 応答ファイルを使った SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストール

■

第27章 応答ファイルの変数の定義
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22
応答ファイルについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルについて

■

応答ファイルの構文

■

SF Oracle RAC 応答ファイルを作成するためのガイドライン

■

応答ファイルのインストールシナリオ

応答ファイルについて
複数のクラスタへのインストールを標準化して自動化するときは、応答ファイルを使いま
す。
応答ファイルを使って次のインストール操作を実行できます。
■

SF Oracle RAC のインストールと設定

■

Oracle RAC をインストールするノードの準備

■

Oracle RAC のインストール

■

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク

■

CSSD エージェントの設定

■

SF Oracle RAC のアップグレード

■

SF Oracle RAC のアンインストール

エンドツーエンドでインストールすることも、モジュール式で配備することもできます。
モジュール式の配備について詳しくは、
p.399 の 「応答ファイルを使用したモジュール式の配備」 を参照してください。
表 22-1 に、応答ファイルを作成または入手するために利用できる各種オプションを示し
ます。
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表 22-1

応答ファイルを入手するためのオプション

オプション

説明

応答ファイルを作成す SF Oracle RAC に付属の応答ファイルテンプレートに基づいて応答ファ
る
イルを作成します。
ファイルは /opt/VRTSvcs/rac/install にあります。
インストールによって生
成された応答ファイル
を再利用またはカスタ
マイズする

Veritas インストールプログラムによって、SF Oracle RAC のインストール、
設定、アップグレード、またはアンインストール中に、Oracle RAC 用のイ
ンストーラベースのプレインストールタスクのための応答ファイルが生成さ
れます。
応答ファイルは次のディレクトリに生成されます。
/opt/VRTS/install/logs/installsfrac-installernumber¥
/installsfrac-installernumber.response file
応答ファイルを再利用またはカスタマイズして、完全なエンドツーエンドの
インストールを実行したり、クラスタ上に PrivNIC または MultiPrivNIC を
設定するなどの特別な操作を実行したりできます。必要な操作は、実行
するタスクに応じて、オプションが有効または無効になるように応答ファイ
ルの変数定義を更新することのみです。

メモ: タスクが突然終了したり、または q を入力してインストールを中止し
たりした場合、応答ファイルは作成されません。タスクを中断する予定の
場合に応答ファイルを生成するには、Exit SF Oracle RAC configuration
オプションを使用します。
SF Oracle RAC インス SF Oracle RAC インストーラで -makeresponsefile オプションを指
トーラでの
定して、応答ファイルを作成します。
-makeresponsefile
製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移
オプションの使用
動します。インストールプログラムを起動します。
# ./installsfrac -makeresponsefile
応答ファイルのみを生成するには、-makeresponsefile オプションを
使用します。このオプションを使用すると、実際のソフトウェアインストール
は行われません。応答ファイルは /opt/VRTS/install/logs/ ディ
レクトリに作成されます。

メモ: SF Oracle RAC のインストール、設定、またはアンインストールのた
めにのみ、-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作
成できます。
詳しくは、
p.400 の 「-makeresponsefile オプションについて」 を参照してください。

SF Oracle RAC のインストールの終わりに、次のファイルが作成されます。
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■

実行されたシステムコマンドと出力を含むログファイル。

■

インストールスクリプトの出力を含む概略ファイル。

■

インストーラの -responsefile オプションとともに使われる応答ファイル。

メモ: SF Oracle RAC 応答ファイルには、VCS のインストールと設定に使われる VCS 変
数も含まれています。
VCS 変数の定義については、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してく
ださい。

応答ファイルを使用したモジュール式の配備
モジュール式の配備は、アクティビティのインストールと設定を計画する際に柔軟性を提
供します。他の関連するアクティビティとは関係なく、タスクのインストールまたは設定を実
行することを選択できます。たとえば、Oracle RAC のインストール中にクラスタ内のすべ
てのノードにわたって Oracle ユーザーとグループの作成を無効にできます。
モジュール式の配備は、次のアクティビティのインストールおよび設定でサポートされて
います。
■

SF Oracle RAC のインストール

■

SF Oracle RAC の設定

■

Oracle ユーザーとグループの作成

■

OCR と投票ディスク用ストレージの作成

■

Oracle RAC のプライベート IP アドレスの設定

■

Oracle Clusterware のインストール

■

Oracle データベースのインストール

■

Oracle インストール後のタスク
CSSD エージェントの設定
Oracle RAC ライブラリの再リンク

上記のそれぞれのタスクで必要とされる変数は、このマニュアルの「応答ファイルの変数
の定義」の章で説明されます。
すべてのモジュール式の配備アクティビティには、次の変数定義が必要となります。
$CFG{prod}
$CFG{systems}
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-makeresponsefile オプションについて
SF Oracle RAC インストーラには、製品のインストール、設定、アンインストールを実行す
るためにカスタマイズ可能なサンプル応答ファイルを生成するためのオプション
（-makeresponsefile）が用意されています。
メモ: このオプションを使用すると、実際のインストール、設定、アンインストールは行われ
ません。
このオプションは以下の状況のときに使います。
■

SF Oracle RAC をインストール、設定、アンインストールするときに必要な情報を把握
する

■

応答ファイルを作成するには
オプションによって、SF Oracle RAC をインストール、設定、アンインストールするため
のテンプレートとして使うことができる応答ファイルを作成できます。応答ファイルは必
要に応じてカスタマイズできます。

製品をインストールして設定するための応答ファイルを生成するには、コマンドラインでイ
ンストーラまたは製品インストールスクリプトに -makeresponsefile オプションを指定し
ます。
製品をアンインストールするための応答ファイルを生成するには、コマンドラインでインス
トーラまたは製品アンインストールスクリプトに -makeresponsefile オプションを指定し
ます。

応答ファイルの構文
応答ファイルに含まれている Perl の文の構文は「Scalar」または「List」の値が変数に必
要かどうかによって変わります。
次に例を示します。
$CFG{Scalar_variable}="value";

スカラー値の場合は、次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}=123;

リストの場合は、次のようになります。
$CFG{List_variable}=["value", "value", "value"];
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SF Oracle RAC 応答ファイルを作成するためのガイドラ
イン
ここでは、SF Oracle RAC 応答ファイルを作成するためのガイドラインについて説明しま
す。
1.

利用可能ないずれかのオプションを使って応答ファイルを作成します。
SF Oracle RAC 応答ファイルを作成または入手するためのオプションについては
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。

2.

次のマスター値を 1 に設定して、SF Oracle RAC のインストールと設定を有効にし
ます。
メモ: インストーラで依存する変数定義を読み込めるようにするには、マスター設定を
1 に設定する必要があります。たとえば、値 $CFG{opt}{install} が 1 に設定され
ていない場合、応答ファイル内で他に依存するインストール値は無視されます。これ
は、すべてのマスター設定に当てはまります。
次の一覧は、SF Oracle RAC をインストールおよび設定するために設定が必要なマ
スター値を示しています。
SF Oracle RAC のインストー $CFG{opt}{install}=1;
ル
SF Oracle RAC の設定

3.

$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{config_sfrac_subcomponents}=1;

次に、SF Oracle RAC をインストールおよび設定するための依存する変数定義に適
切な値を設定します。
正常にインストールおよび設定するための一連の最小限の定義は次のとおりです。
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{config_sfrac_subcomponents}=1;
$CFG{opt}{installallpkgs}=1;
$CFG{opt}{vxkeyless}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
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$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";
$CFG{vcs_lltlink1}{galaxy}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink1}{nebula}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{galaxy}="eth2";
$CFG{vcs_lltlink2}{nebula}="eth2";
$CFG{vcs_userenpw}=[ qw(gpqIpkPmqLqqOyqKpn) ];
$CFG{vcs_username}=[ qw(admin) ];
$CFG{vcs_userpriv}=[ qw(Administrators) ];

必要に応じて、さらに多くの変数定義を追加できます。
4.

次のマスター値を 1 に設定して、Oracle プレインストールタスクを有効にします。
メモ: この手順では、前の手順ですでにマスター値 $CFG{opt}{configure} を 1
に設定していることを前提にしています。
次の一覧は、Oracle プレインストールタスクを完了するために設定が必要なその他
のマスター値を示しています。
プライベート IP アドレス PrivNIC エージェントを使うことを計画している場合は、次のマス
の設定
ター設定を使います。
$CFG{config_privnic}=1;
$CFG{config_multiprivnic}=0;
MultiPrivNIC エージェントを使うことを計画している場合は、次の
マスター設定を使います。
$CFG{config_multiprivnic}=1;
$CFG{config_privnic}=0;
OCR と投票ディスクのス $CFG{create_ocr_vote_storage}=1;
トレージ
$CFG{install_oracle_clusterware}=1;
Oracle
Clusterware/Grid
Infrastructure のインス
トール
Oracle データベースの $CFG{install_oracle_database}=1;
インストール
Oracle 後のタスク

$CFG{config_cssd_agent}=1;
$CFG{relink_oracle_database}=1;
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次のように、$CFG{create_oracle_user_group} 変数のマスター値を 0 に設定し
ます。
$CFG{create_oracle_user_group}=0;

メモ: エンドツーエンドのインストールを実行している場合は、インストールを開始す
る前に、Oracle ユーザーとグループの作成を完了する必要があります。これは、
Oracle Universal Installer で、パスワードを入力しなくてもファイルを安全にコピー
したり、クラスタ内のノード上でプログラムを実行したりできるようにするには、すべて
のノード上でユーザー相当の権限を手動で確立する必要があるためです。
5.

Oracle プレインストールタスクのための依存する変数定義に適切な値を設定しま
す。
メモ: 次の表に、変数定義をサンプル値とともに示します。サンプル値は、インストー
ル必要条件に適切な値に置き換えてください。

403

404

第 22 章 応答ファイルについて
SF Oracle RAC 応答ファイルを作成するためのガイドライン

プライベート IP アドレス PrivNIC エージェントを使うことを計画している場合は、次の定義を
の設定
指定します。
$CFG{privnic_resname} = "ora_priv";
$CFG{privnic_interface_priority}="eth2 eth3";
$CFG{galaxy}{privnicip} = "192.168.12.1";
$CFG{galaxy}{hostname_for_ip} = "galaxy-priv";
$CFG{nebula}{privnicip} = "192.168.12.2";
$CFG{nebula}{hostname_for_ip} = "nebula-priv";
$CFG{nic_netmask} = "255.255.255.0";
$CFG{nic_add_ip_to_files} = 1;
MultiPrivNIC エージェントを使うことを計画している場合は、次の
マスター設定を使います。
$CFG{multiprivnic_resname} = "ora_priv";
$CFG{nic_add_ip_to_files} = 1;
$CFG{galaxy}{eth1}{multiprivnicip}
= "192.168.12.1";
$CFG{galaxy}{eth1}{hostname_for_ip}
= "galaxy-priv";
$CFG{galaxy}{eth2}{multiprivnicip}
= "192.168.2.1";
$CFG{galaxy}{eth2}{hostname_for_ip}
= "galaxy-priv1";
$CFG{nebula}{eth1}{multiprivnicip}
= "192.168.12.2";
$CFG{nebula}{eth1}{hostname_for_ip}
= "nebula-priv";
$CFG{nebula}{eth2}{multiprivnicip}
= "192.168.2.2";
$CFG{nebula}{eth2}{hostname_for_ip}
= "nebula-priv1";
$CFG{nic_netmask} = "255.255.255.0";
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OCR と投票ディスクのス OCR と投票ディスクのストレージを作成することを選択する場合:
トレージ
$CFG{ocrvotedgoption}=0;
$CFG{ocrvotescheme} = 1;
$CFG{enable_mirroring} = 1;
$CFG->{enable_sep_filesys} = 0
$CFG{ocrvotedisks} = [ qw(Disk_1 Disk_2) ];
$CFG{ocrvotedgname} = "ocrvotedg";
$CFG{ocrvotevolname} = "ocrvotevol";
$CFG{ocrvotevolsize} = 640;
$CFG{ocrvotemount} = "/ocrvote";
$CFG{oracle_user} = "oracle";
$CFG{oracle_group} = "oinstall";
OCR と投票ディスクのストレージ用に既存のストレージを使うことを
選択する場合:
$CFG{ocrvotedgoption}=1;
$CFG{ocrvotescheme} = 0;
$CFG{enable_mirroring} = 1;
$CFG{ocrvotedgname} = "ocrvotedg";
$CFG{ocrvotevolname} = "ocrvotevol";
$CFG{ocrvotevolsize} = 640;
$CFG{ocrvotemount} = "/ocrvote";
$CFG{oracle_user} = "oracle";
$CFG{oracle_group} = "oinstall";

Oracle
Clusterware/Grid
Infrastructure のイン
ストール

$CFG{oracle_user}="oracle";
$CFG{oracle_group} = "oinstall";
$CFG{oracle_base} = "/u01/app/oracle";
$CFG{crs_home} = "/u01/app/11.2.0/grid";
$CFG{crs_installpath} = "/cdrom/oracle/¥
clusterware";
$CFG{oracle_version} = "11.2.0.2";
$CFG{crs_responsefile} = "/oracle/crs.rsp";

Oracle データベースの $CFG{oracle_user}="oracle";
$CFG{oracle_group} = "oinstall";
インストール
$CFG{oracle_base} = "/u01/app/oracle";
$CFG{crs_home} = "/u01/app/11.2.0/grid";
$CFG{db_home} = "/u02/app/oracle/product/¥
11.2.0/dbhome_1";
$CFG{db_installpath} = "/cdrom/oracle/database";
$CFG{oracle_version} = "11.2.0.2";
$CFG{db_responsefile} = "/oracle/db.rsp";
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Oracle 後のタスク

CSSD リソースの設定には、前の手順で設定されたマスター値で十
分です。
ライブラリの再リンクのための依存する変数設定は次のとおりです。
$CFG{oracle_user}="oracle";
$CFG{oracle_group} = "oinstall";
$CFG{crs_home} = "/u01/app/11.2.0/grid";
$CFG{db_home} = "/u02/app/oracle/product/¥
11.2.0/dbhome_1";
$CFG{oracle_version} = "11.2.0.2";

応答ファイルのインストールシナリオ
ここでは、応答ファイルを使った次のインストールシナリオについて説明します。
■

SF Oracle RAC のインストールと設定
p.407 の 「SF Oracle RAC のインストールと設定」 を参照してください。

■

Oracle RAC のインストール
p.415 の 「応答ファイルを使った Oracle RAC のインストールについて」 を参照してく
ださい。

■

SF Oracle RAC と Oracle RAC の両方のインストール
p.425 の 「SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストール」 を参照してください。

23
応答ファイルを使った SF
Oracle RAC のインストール
と設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のインストールと設定

■

SF Oracle RAC のインストールと設定のためのサンプル応答ファイル

SF Oracle RAC のインストールと設定
1 つまたはいくつかの応答ファイルを作成して SF Oracle RAC のインストールと設定を行
うことができます。
インストーラで次のタスクが実行されます。
■

SF Oracle RAC をインストールします。

■

SF Oracle RAC を設定します。

次のサンプル手順では、1 つの応答ファイルを使って SF Oracle RAC をインストールし
て設定します。
応答ファイルを使って SF Oracle RAC をインストールして設定するには

1

システムがインストールの必要条件を満たしていることを確認します。

2

インストールを開始する前に準備手順を完了します。
手順については、このマニュアルの「SF Oracle RAC をインストールする準備」の章
を参照してください。

408

第 23 章 応答ファイルを使った SF Oracle RAC のインストールと設定
SF Oracle RAC のインストールと設定

3

利用可能ないずれかのオプションを使って応答ファイルを作成します。
応答ファイルを作成するために利用できる各種オプションについては、
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
メモ: 応答ファイル内のホスト名をクラスタ内の新しいシステムのホスト名に置き換え
る必要があります。
応答ファイルの作成に関するガイドラインについては、
p.401 の 「SF Oracle RAC 応答ファイルを作成するためのガイドライン」 を参照してく
ださい。
サンプル応答ファイルについては、
p.409 の 「SF Oracle RAC のインストールと設定のためのサンプル応答ファイル」 を
参照してください。

4

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれる製品ディレクトリに移動
します。

5

インストールと設定を開始します。
# ./installsfrac -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

メモ: フェンシングが無効モードで設定されている。設定後にフェンシングを設定す
る必要があります。

6

I/O フェンシングを設定します。
メモ: I/O フェンシングを設定する前に、必要な事前設定タスクを完了してください。
手順については、このマニュアルの「SF Oracle RAC を設定する準備」の章を参照
してください。
応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定手順については、このマニュアルの
「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」を参照してください。

7

SF Oracle RAC のインストール後タスクを完了します。
手順について詳しくは「インストール後タスクと設定タスクの実行」を参照してくださ
い。
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SF Oracle RAC のインストールと設定のためのサンプル
応答ファイル
次のサンプル応答ファイルは、2 つのノード galaxy と nebula に CFS をインストールして
設定します。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{vxkeyless}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installallpkgs}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{config_sfrac_subcomponents} = 1;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";
$CFG{vcs_lltlink1}{galaxy}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink1}{nebula}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{galaxy}="eth2";
$CFG{vcs_lltlink2}{nebula}="eth2";
$CFG{vcs_username}=[ qw(admin) ];
$CFG{vcs_userpriv}=[ qw(Administrators) ];
$CFG{vcs_userenpw}=[ qw(gpqIpkPmqLqqOyqKpn) ];
$CFG{uploadlogs}=0;
1;
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24
応答ファイルを使った I/O
フェンシングの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定
通常、I/O フェンシングの設定を実行した後にインストーラで生成される応答ファイルを
使って SF Oracle RAC の I/O フェンシングを設定できます。
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

ディスクベースとサーバーベースのどちらの I/O フェンシングを設定するかに基づ
いて、準備タスクが完了したことを確認します。
p.56 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

3

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。
p.412 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」 を
参照してください。
p.413 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイ
ル」 を参照してください。

412

第 24 章 応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定
ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.439 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.441 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。

5

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac -responsefile /tmp/response_file

/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 I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの例
ディスクベースの I/O フェンシングの応答ファイル変数とその定義を確認してください。
p.439 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=13221;
$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";
$CFG{fencing_dgname}="fendg";
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_newdg_disks}=
[ qw(sdx sdy sdz) ];
$CFG{fencing_option}=2;
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サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサ
ンプル応答ファイル
サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.200.117.145"}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_dgname}="vxfencoorddg";
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_37 emc_clariion0_13) ];
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="raw";
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
$CFG{fencing_ports}{"10.200.117.145"}=14250;
$CFG{fencing_reusedg}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";
$CFG{fencing_option}=1;
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25
応答ファイルを使った Oracle
RAC のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った Oracle RAC のインストールについて

■

インストールする前に

■

Oracle RAC のインストール

■

Oracle RAC をインストールするためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った Oracle RAC のインストールについ
て
-responsefile オプションを指定して SF Oracle RAC インストーラを実行することによっ

て、システムのサイレント事前設定を実行できます。Oracle Clusterware と Oracle デー
タベースのインストールで、Oracle 応答ファイルとともにこの機能を使うと、クラスタへの
Oracle RAC の配備を標準化し、自動化できます。

インストールする前に
Oracle RAC のサイレントインストールを開始する前に、必ず次の手順のタスクを完了して
ください。

416

第 25 章 応答ファイルを使った Oracle RAC のインストール
インストールする前に

応答ファイルを使って Oracle RAC をインストールするためにシステムを準備するには

1

システムがインストールの必要条件を満たしていることを確認します。
要件については、このマニュアルの「システム必要条件」の章を参照してください。

2

ノードで、次の準備タスクを手動でまたは SF Oracle RAC インストーラを使って完了
します。
■

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定する

■

Oracle RAC 用のストレージとプライベートネットワークの設定を計画する

■

カーネルパラメータを設定する

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認する

■

Oracle ユーザーとグループを作成する

■

Oracle ユーザー相当の権限を設定する

■

Oracle ユーザーのプロファイルを編集する

手順については、このマニュアルの「Oracle RAC をインストールする前に」の章を参
照してください。

3

Oracle RAC に用意されている応答ファイルテンプレートを使って、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースをインストールするため
の応答ファイルを作成します。
応答ファイルテンプレートの使用手順については、Oracle RAC のマニュアルを参
照してください。
メモ: これらの応答ファイルが保存されるディレクトリの絶対パスを記録しておいてく
ださい。Oracle Clusterware/Grid Infrastructure 応答ファイルの絶対パスは、SF
Oracle RAC 応答ファイルの変数 $CFG{crs_responsefile}; で設定する必要が
あります。Oracle データベース応答ファイルの絶対パスは、SF Oracle RAC 応答
ファイルの変数 $CFG{db_responsefile}; で設定する必要があります。
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4

SF Oracle RAC 応答ファイルを作成します。
応答ファイルを作成するために利用できる各種オプションについては、
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースの応答ファイル
の絶対パス情報を必ず指定してください。
応答ファイルの作成に関するガイドラインについては、
p.401 の 「SF Oracle RAC 応答ファイルを作成するためのガイドライン」 を参照してく
ださい。
必須の変数と省略可能な変数の一覧については、
p.442 の 「Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義」 を参照してください。
サンプル応答ファイルについては、
p.418 の 「Oracle RAC をインストール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

応答ファイルに対する適切な読み取り権限と書き込み権限が Oracle ユーザーに割
り当てられていることを確認します。

6

クラスタのノードで、Oracle ユーザー間のパスワードなし通信が設定されていること
を確認します。

Oracle RAC のインストール
Oracle RAC のサイレントインストールを実行するには、SF Oracle RAC インストーラを実
行します。
インストーラは応答ファイルを使って次のタスクの完了をサポートします。
■

OCR と投票ディスク用のストレージを作成する

■

Oracle RAC 用のプライベートネットワークを設定する

■

対応する Oracle 応答ファイルを利用して Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
をインストールする

■

Oracle データベースの応答ファイルを使用して Oracle データベースをインストール
する

■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを再リンクする

■

CSSD エージェントを設定する

サンプル手順では、Oracle ユーザー相当の権限がクラスタ内のすべてのノードに設定さ
れているものとします。
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ノードで Oracle のプレインストールとインストールを実行するには

1

SF Oracle RAC インストーラがあるディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

2

インストールを開始します。
# ./installsfrac -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は SF Oracle RAC 応答ファイルの絶対パス名です。

3

クラスタノードで root ユーザーとして root.sh スクリプトを実行します。
メモ: スクリプトは、複数のクラスタノードで同時に実行しないでください。

4

以下の Oracle のインストール後タスクを完了します。
■

Oracle RAC が必要とするパッチまたはパッチセットを追加します。

■

Oracle RAC データベースを作成します。

■

データベース Cache Fusion トラフィックが Oracle UDP IPC プライベート IP ア
ドレスを使うように設定されていて、これらのアドレスが高可用性のために PrivNIC
または MultiPrivNIC リソースとして設定されている場合は、Oracle init.ora
ファイルに Oracle UDP IPC プライベート IP アドレスを追加します。

■

Oracle エージェントを使って VCS が Oracle RAC データベースを管理するよう
に設定する場合は、Oracle RAC データベースを手動で起動するように設定しま
す。

■

VCS サービスグループを Oracle RAC 用に設定します。

■

クラスタを検証します。

■

一時的な通信権限を削除します。

手順については
「Oracle RAC のインストール後タスクの実行」の章を参照してください。

Oracle RAC をインストールするためのサンプル応答ファ
イル
次のサンプル応答ファイルは、クラスタ内の 2 つのノード（galaxy と nebula）に Oracle
RAC 11g リリース 2 をインストールし、次の Oracle RAC のプレインストールタスクとインス
トールタスクを実行します。
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■

OCR と投票ディスクのストレージ用のディスクグループを作成する

■

RAW ボリュームで OCR と投票ディスクストレージを作成する

■

両方のノードで PrivNIC エージェントの高可用性を設定する

■

Oracle Clusterware をインストールする

■

Oracle データベースをインストールする

■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを再リンクする

■

CSSD エージェントを設定する

#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{config_privnic}=1;
$CFG{privnic_resname}="ora_priv";
$CFG{privnic_interface_priority}="eth2 eth3";
$CFG{galaxy}{privnicip}=" 192.168.12.1";
$CFG{galaxy}{hostname_for_ip}="galaxy-priv";
$CFG{nebula}{privnicip}=" 192.168.12.2";
$CFG{nebula}{hostname_for_ip}="nebula-priv";
$CFG{nic_netmask}="255.255.255.0";
$CFG{nic_add_ip_to_files}=1;
$CFG{nic_reuseip}=1;
$CFG{nic_reusealias}=1;
$CFG{create_ocr_vote_storage}=1;
$CFG{ocrvotedgoption}=0;
$CFG{oracle_group}="dba";
$CFG{grid_user}="grid";
$CFG{oracle_user}="oracle";
$CFG{ocrvolname}="ocrvotevol";
$CFG{ocrvolsize}=640;
$CFG{enable_mirroring} = 1;
$CFG{ocrvotedgname}="ocrvotedg";
$CFG{ocrvotedisks}=[qw(Disk_1 Disk_2)];
$CFG{ocrvotescheme}=0;
$CFG{votevolname}="votevol";
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$CFG{votevolsize}=500;
$CFG{install_oracle_clusterware}=1;
$CFG{install_oracle_database}=1;
$CFG{oracle_base} = "/u01/app/oracle";
$CFG{crs_home}="/u01/app/oracle/product/11.2.0/crshome";
$CFG{db_home}="/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1";
$CFG{crs_installpath}="/cdrom/oracle/clusterware";
$CFG{db_installpath}="/cdrom/oracle/database";
$CFG{crs_responsefile}="/oracle/crs.rsp";
$CFG{db_responsefile} = "/oracle/db.rsp";
$CFG{config_cssd_agent}=1;
$CFG{relink_oracle_database}=1;
$CFG{uploadlogs}=0;
1;

26
応答ファイルを使った SF
Oracle RAC と Oracle RAC
のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストールについて

■

インストール前に

■

SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストール

■

SF Oracle RAC と Oracle RAC をインストールするためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った SF Oracle RAC と Oracle RAC の
インストールについて
SF Oracle RAC は Oracle Universal Installer（OUI）のサイレントインストール機能に統
合されており、SF Oracle RAC と Oracle RAC をエンドツーエンドでサイレントインストー
ルできるようになっています。インストール処理は、インストール、設定、Oracle プリインス
トールタスクを実行する SF Oracle RAC 応答ファイルと、Oracle Clusterware と Oracle
データベースをインストールする Oracle RAC 応答ファイルが連携して行われます。SF
Oracle RAC 応答ファイルには、Oracle Clusterware と Oracle データベースの応答ファ
イルがある場所の絶対パスを指定する必要があります。
完全なエンドツーエンドのインストールを実行するには、次の応答ファイルが必要です。
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SF Oracle RAC のインストールと設定
のための応答ファイル

次の項に挙げられている情報が含まれています。
p.422 の 「SF Oracle RAC 応答ファイルで必要な情報」 を
参照してください。
SF Oracle RAC 応答ファイルを作成または入手するため
のオプションについては
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。

Oracle Clusterware のインストールの Oracle Clusterware のインストール情報が含まれていま
ための応答ファイル
す。
この応答ファイルは、Oracle RAC のマニュアルの記述に
従って作成する必要があります。
Oracle データベースのインストールの Oracle データベースのインストール情報が含まれていま
ための応答ファイル
す。
この応答ファイルは、Oracle RAC のマニュアルの記述に
従って作成する必要があります。

インストールを実行するときは、-responsefile オプション付きで SF Oracle RAC インス
トーラを呼び出す必要があります。
メモ: 一部のプリインストールタスクとインストール後タスクは、インストールの前後にそれ
ぞれ手動で完了する必要があります。これらのタスクは、この章の手順に従って完了して
ください。

SF Oracle RAC 応答ファイルで必要な情報
SF Oracle RAC 応答ファイルには、エンドツーエンドのインストールのための次の情報が
含まれている必要があります。
■

SF Oracle RAC のインストール情報

■

SF Oracle RAC の設定情報

■

Oracle RAC のインストール前の情報。たとえば、次のものがあります。
■

グリッドユーザーの情報

■

Oracle ユーザーとグループの情報

■

OCR と投票ディスクのストレージ情報

■

プライベート IP アドレスの設定情報

■

Oracle Clusterware と Oracle データベースのインストールバイナリへの絶対パ
ス

第 26 章 応答ファイルを使った SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストール
インストール前に

■

■

Oracle Clusterware と Oracle データベースのホームディレクトリの絶対パス

■

Oracle Clusterware 応答ファイルの絶対パス

■

Oracle データベースの応答ファイルの絶対パス

Oracle RAC のインストール後の情報。たとえば、次のものがあります。
■

CSSD リソースの設定

■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC との再リンク

インストール前に
SF Oracle RAC には Oracle Universal Installer（OUI）のサイレントインストール機能が
統合されており、SF Oracle RAC と Oracle RAC をエンドツーエンドでインストールできま
す。応答ファイルを使って SF Oracle RAC と Oracle RAC をインストールする前に、次の
手順を完了してください。
応答ファイルを使って SF Oracle RAC と Oracle RAC をインストールするための準備をす
るには

1

システムがインストールの必要条件を満たしていることを確認します。
要件については、このマニュアルの「システム必要条件」の章を参照してください。

2

SF Oracle RAC をインストールするための準備タスクを完了します。
p.286 の 「SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のイ
ンストールの準備」 を参照してください。

3

Oracle RAC 用のカーネルパラメータを設定します
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

4

Oracle に必要なユーザーとグループを作成します。
p.291 の 「Oracle RAC のユーザーとグループの作成」 を参照してください。

5

すべてのノードで、ユーザー相当の権限を設定します。
p.340 の 「ユーザー相当の権限の設定」 を参照してください。
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6

Oracle RAC に用意されている応答ファイルテンプレートを使って、Oracle
Clusterware と Oracle データベースをインストールするための応答ファイルを作成
します。
Oracle Clusterware と Oracle データベース用の応答ファイルの作成手順につい
ては、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。
Oracle Clusterware と Oracle データベースの応答ファイルへの読み取り権限と書
き込み権限が Oracle ユーザーに割り当てられていることを確認します。
メモ: これらの応答ファイルが保存されるディレクトリの絶対パスを記録しておいてく
ださい。Oracle Clusterware 応答ファイルの絶対パスは、SF Oracle RAC 応答ファ
イルの変数 $CFG{crs_responsefile}; で設定する必要があります。Oracle デー
タベース応答ファイルの絶対パスは、SF Oracle RAC 応答ファイルの変数
$CFG{db_responsefile}; で設定する必要があります。

7

SF Oracle RAC 応答ファイルを作成します。Oracle Clusterware と Oracle データ
ベースの応答ファイルの絶対パス情報を必ず指定してください。
SF Oracle RAC 応答ファイルの作成に関するガイドラインについては、
p.401 の 「SF Oracle RAC 応答ファイルを作成するためのガイドライン」 を参照してく
ださい。
変数定義の一覧については、
SF Oracle RAC 変数定義について

SF Oracle RAC をインストールする場合は、
p.429 の 「SF Oracle RAC をインストールするための
応答ファイルの変数」 を参照してください。
SF Oracle RAC を設定する場合は、
p.432 の 「Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC を設定するための応答ファイル変数」 を参照
してください。
p.439 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定
するための応答ファイルの変数」 を参照してくださ
い。

Oracle RAC 変数定義について

p.442 の 「Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定
義」 を参照してください。

サンプル応答ファイルについては、
p.426 の 「SF Oracle RAC と Oracle RAC をインストールするためのサンプル応答
ファイル」 を参照してください。
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SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストール
インストーラは応答ファイルを使って次のタスクを実行します。
■

SF Oracle RAC をインストールし設定します。
メモ: フェンシングが無効モードで設定されている。SF Oracle RAC と Oracle RAC の
インストールが完了した後にフェンシングを設定してください。

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースをインストールし
ます。

■

CSSD エージェントを設定します。

■

Oracle RAC ライブラリを SF Oracle RAC に再リンクします。

インストールタスクのいずれかが失敗した場合、インストーラはインストールを中止します。
インストールを再開するには
■

ログファイルを確認して失敗の原因を特定します。

■

問題を解決します。

■

コンソールのメッセージを確認して正常に完了したタスクを特定します。応答ファイル
でこれらのタスクを無効にします。

■

修正した応答ファイルを使ってインストーラを再実行します。

応答ファイルを使って SF Oracle RAC と Oracle RAC をインストールして設定するには

1

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれる製品ディレクトリに移動
します。

2

インストールと設定を開始します。
# ./installsfrac -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

メモ: フェンシングが無効モードで設定されている。設定後にフェンシングを設定す
る必要があります。

3

クラスタノードで root ユーザーとして root.sh スクリプトを実行します。
メモ: スクリプトは、複数のクラスタノードで同時に実行しないでください。
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4

インストールが完了した後、ディスクを VxVM ディスクとして初期化し、フェンシング
を設定します。
p.143 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定手順については、このマニュアルの
「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」を参照してください。

5

SF Oracle RAC のインストール後タスクを完了します。
手順について詳しくは「インストール後タスクと設定タスクの実行」を参照してくださ
い。

6

以下の Oracle のインストール後タスクを完了します。
■

Oracle RAC が必要とするパッチまたはパッチセットを追加します。

■

Oracle RAC データベースを作成します。

■

データベース Cache Fusion トラフィックが Oracle UDP IPC プライベート IP ア
ドレスを使うように設定されていて、これらのアドレスが高可用性のために PrivNIC
または MultiPrivNIC リソースとして設定されている場合は、Oracle init.ora
ファイルに Oracle UDP IPC プライベート IP アドレスを追加します。

■

Oracle エージェントを使って VCS が Oracle RAC データベースを管理するよう
に設定する場合は、Oracle RAC データベースを手動で起動するように設定しま
す。

■

VCS サービスグループを Oracle RAC 用に設定します。

■

クラスタを検証します。

■

一時的な通信権限を削除します。

手順については
「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。

SF Oracle RAC と Oracle RAC をインストールするための
サンプル応答ファイル
このサンプル応答ファイルは、クラスタ内の 2 つのノード（galaxy と nebula）に SF Oracle
RAC 6.0 と Oracle RAC 11g リリース 2 をインストールし、次のインストールタスクと設定タ
スクを実行します。
■

すべての SF Oracle RAC RPMsをインストールする

■

各ノードに 2 つのプライベート相互接続を持つ SF Oracle RAC を設定する

■

OCR と投票ディスクのストレージ用のディスクグループを作成する

■

同じファイルシステムにある CFS に OCR と投票ディスクのストレージを作成する
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■

両方のノードで PrivNIC エージェントの高可用性を設定する

■

Oracle Clusterware をインストールする

■

Oracle データベースをインストールする

■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを再リンクする

■

CSSD エージェントを設定する

#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installallpkgs}=1;
$CFG{opt}{vxkeyless}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{config_sfrac_subcomponents} = 1;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
$CFG{vcs_clustername}="rac_cluster101";
$CFG{vcs_lltlink1}{galaxy}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink1}{nebula}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{galaxy}="eth2";
$CFG{vcs_lltlink2}{nebula}="eth2";
$CFG{create_oracle_user_group}=0;
$CFG{config_privnic}=1;
$CFG{privnic_resname}="ora_priv";
$CFG{privnic_interface_priority}="eth2 eth3";
$CFG{galaxy}{hostname_for_ip}="galaxy-priv";
$CFG{galaxy}{privnicip}="192.168.12.1";
$CFG{nebula}{hostname_for_ip}="nebula-priv";
$CFG{nebula}{privnicip}="192.168.12.2";
$CFG{nic_netmask}="255.255.255.0";
$CFG{nic_add_ip_to_files}=1;
$CFG{create_ocr_vote_storage}=1;
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$CFG{ocrvotedgoption}=0;
$CFG{oracle_group}="dba";
$CFG{grid_user}="grid";
$CFG{oracle_user}="oracle";
$CFG{enable_mirroring} = 1;
$CFG->{enable_sep_filesys} = 0
$CFG{ocrvotedgname}="ocrvotedg";
$CFG{ocrvotedisks}=[ qw(Disk_1 Disk_2) ];
$CFG{ocrvotemount}="/ocrvote";
$CFG{ocrvotescheme}=1;
$CFG{ocrvotevolname}="ocrvotevol";
$CFG{ocrvotevolsize}=640;
$CFG{install_oracle_clusterware}=1;
$CFG{install_oracle_database}=1;
$CFG{oracle_base}="/u01/app/oracle";
$CFG{crs_home}="/u01/app/oracle/product/11.2.0/crshome";
$CFG{db_home}="/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1";
$CFG{crs_installpath}="/cdrom/oracle/clusterware";
$CFG{db_installpath}="/cdrom/oracle/database";
$CFG{crs_responsefile} ="/oracle/crs.rsp";
$CFG{db_responsefile} = "/oracle/db.rsp";
$CFG{oracle_display}="10.20.12.150:0.0";
$CFG{config_cssd_agent}=1;
$CFG{relink_oracle_database}=1;
$CFG{uploadlogs}=0;
1;
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応答ファイルの変数の定義
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC をインストールするための応答ファイルの変数

■

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC を設定するための応答ファイル変数

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義

SF Oracle RAC をインストールするための応答ファイル
の変数
表 27-1 に、SF Oracle RAC をインストールするために定義できる応答ファイルの変数の
一覧を示します。
表 27-1

SF Oracle RAC をインストールするための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{install}

スカラー

必須
SF Oracle RAC RPMs をインストール
します。

CFG{opt}{systems}

リスト

必須
製品をインストールするシステムのリス
トです。
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{installallpkgs}

スカラー

必須
値が 1 に設定された変数に基づいて、
SF Oracle RAC RPMsをインストール
するようにインストーラに指示します。

または
CFG{opt}{installrecpkgs}
または

installallpkgs: すべてのRPMsを
インストールする
■ installrecpkgs: 推奨RPMsをイン
ストールする
■ installminpkgs: 最小RPMsをイン
ストールする
■

CFG{opt}{installminpkgs}

メモ: これらの変数の値のうち 1 つの
みを 1 に設定します。これらの変数の
1 つに値を設定し、さらに
$CFG{opt}{install} 変数も 1 に設定
する必要があります。
CFG{opt}{rsh}

スカラー

オプション
システム間の通信方法としてセキュア
シェルの代わりにリモートシェルを使う
必要があることを定義します。

CFG{opt}{gco}

スカラー

オプション
インストーラがグローバルクラスタオプ
ションを有効にする必要があること定
義します。グローバルクラスタを設定す
る場合は、この変数値を 1 に設定する
必要があります。

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

オプション
すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

オプション
製品RPMsを保管する場所（通常 NFS
マウント）を定義します。そこから、すべ
てのリモートシステムが製品RPMsをイ
ンストールできます。対象のすべての
システムからアクセスできる場所である
必要があります。

第 27 章 応答ファイルの変数の定義
SF Oracle RAC をインストールするための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

オプション
インストール中に必要な一時ファイル
やRPMsを保管する作業ディレクトリの
作成場所を定義します。デフォルトの
場所は /var/tmp です。

CFG{opt}{logpath}

スカラー

オプション
ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
CFG{opt}{donotinstall}

リスト

リストに指定されているオプション
RPMs をインストールしません。

{RPM}

$CFG{opt}{vxkeyless}

オプション

スカラー

オプション
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 はキーレスインストールを示しま
す。
値 0 は製品にライセンスキーが必要で
あることを示します。適切な値を指定し
た $CFG{keys}{hostname} 変数を設
定します。

CFG{keys}

スカラー

$CFG{opt}{vxkeyless} 変数を 0 に設
定した場合に、システムに登録される
キーのリストです。

{hostname}

$CFG{uploadlogs}

オプション

スカラー

オプション
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
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Veritas Storage Foundation for Oracle RAC を設定す
るための応答ファイル変数
表 27-2 に、SF Oracle RAC を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示
します。
表 27-2

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の設定に固有の応答ファ
イルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

RPMsがすでにインストールされてい
る場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して SF Oracle RAC を
設定してください。

$CFG{config_sfrac_subcomponents} スカラー

SF Oracle RAC コンポーネントを設定
するには、変数を 1 に設定します。
（必須）

メモ: $CFG{opt}{configure} 変数を 1
に設定する必要があります。
CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

設定する製品を定義します。
VCS の場合、値は VCS60 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
スカラー

CFG{uploadlogs}

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必要
があります。同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラッ
プ通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。
表 27-3 に、基本的な SF Oracle RAC クラスタを設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数の一覧を示します。
表 27-3

基本的な SF Oracle RAC クラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_clusterid}

スカラー

クラスタを重複なく識別する 0 から
65535 の整数です。
（必須）

CFG{vcs_clustername}

スカラー

クラスタ名を定義します。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

単一ノードクラスタを設定したときに
LLT と GAB を起動するかどうかを示し
ます。値は 0（起動しない）または 1（起
動する）のいずれかです。
（必須）

表 27-4 に、イーサネット上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数を一覧で示します。
表 27-4

イーサネット上でのプライベート LLT の設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_lltlink#}

スカラー

各システムのプライベートハートビート
リンクに使う NIC を定義します。各シス
テムには、LLT リンクが 2 つ必要です
（lltlink1 と lltlink2）。LLT リンクは最
大 4 つまで設定できます。

{"system"}

システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（必須）
CFG{vcs_lltlinklowpri#}
{"system"}

スカラー

優先度の低いハートビートリンクを定
義します。一般的に、パブリックネット
ワークリンクでは lltlinklowpri を使
い、通信を多層化します。
プライベート NIC のメディア速度を変
更する場合は、LLT パフォーマンスを
向上させるために低速度の低優先度
リンクとして NIC を設定できます。例:
lltlinklowpri1、lltlinklowpri2 など。
システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（オプション）

表 27-5 に、UDP 上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答
ファイル変数を一覧で示します。
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表 27-5

UDP 上での LLT の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{lltoverudp}=1

スカラー

UDP 上での LLT を使ってハートビー
トリンクを設定するかどうかを示します。
（必須）

CFG{vcs_udplink<n>_address}

スカラー

{<system1>}

ハートビートリンクが node1 で使う IP
アドレス（IPv4 または IPv6）を格納し
ます。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）

CFG

スカラー

{vcs_udplinklowpri<n>_address}
{<system1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う IP アドレス（IPv4 または IPv6）
を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplink<n>_port}

スカラー

{<system1>}

ハートビートリンクが node1 で使う
UDP ポート（16 ビットの整数値）を格
納します。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplinklowpri<n>_port} スカラー
{<system1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う UDP ポート（16 ビットの整数値）
を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_netmask}

スカラー

ハートビートリンクが node1 で使うネッ
トマスク（IPv6 の接頭辞）を格納しま
す。

{<system1>}

4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
CFG{vcs_udplinklowpri<n>_netmask} スカラー
{<system1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使うネットマスク（IPv6 の接頭辞）を
格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

表 27-6 に、SF Oracle RAC クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数の一覧を示します。
表 27-6

SF Oracle RAC クラスタの仮想 IP の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_csgnic}

スカラー

システムで使う NIC デバイスを定義し
ます。すべてのシステムで同じ NIC を
使う場合は、「all」をシステム値として
入力できます。

{system}

（オプション）
CFG{vcs_csgvip}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスを定義しま
す。
（オプション）

CFG{vcs_csgnetmask}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスのネットマス
クを定義します。
（オプション）

表 27-7 に、セキュアモードの SF Oracle RAC クラスタを設定するために必要な情報を
指定する応答ファイル変数の一覧を示します。

第 27 章 応答ファイルの変数の定義
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC を設定するための応答ファイル変数

表 27-7

セキュアモードでの SF Oracle RAC クラスタの設定に固有の応答ファ
イルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_eat_security}

スカラー

クラスタがセキュア有効モードになって
いるかどうかを指定します。

CFG{opt}{securityonenode}

スカラー

securityonenode オプションが使われ
ていることを指定します。

CFG{securityonenode_menu}

スカラー

セキュアクラスタを 1 つずつ設定する
ために選択するメニューオプションを
指定します。
1 - 最初のノードを設定してくださ
い
■ 2 - 他のノードを設定してください
■

CFG{security_conf_dir}

スカラー

設定ファイルが配置されるディレクトリ
を指定します。

CFG{opt}{security}

スカラー

セキュリティオプションが使われている
ことを指定します。

表 27-8 に、VCS ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数を
一覧で示します。
表 27-8

VCS ユーザーの設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userenpw}

リスト

エンコードされた VCS ユーザーパス
ワードの一覧です。
リストの値は「Administrators
Operators Guests」のように指定でき
ます。

メモ: vcs_userenpw リストの値の順序
は vcs_username リストの値の順序と
一致する必要があります。
（オプション）
CFG{vcs_username}

リスト

VCS ユーザー名の一覧です。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userpriv}

リスト

VCS ユーザーの権限の一覧です。

メモ: vcs_userpriv リストの値の順序
は vcs_username リストの値の順序と
一致する必要があります。
（オプション）

表 27-9 に、SMTP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 27-9

SMTP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtpserver}

スカラー

Web 通知で使う、ドメイン名を含んだ
SMTP サーバー名を定義します（例:
smtp.symantecexample.com）。
（オプション）

CFG{vcs_smtprecp}

リスト

SMTP 電子メール受信者のメールアド
レスの一覧です（例:
user@symantecexample.com）。
（オプション）

CFG{vcs_smtprsev}

リスト

SMTP 電子メール受信者が受け取る
メッセージのエラーレベルを定義しま
す（Information、Warning、Error、
SevereError）。エラーレベルの順序
は、SMTP 電子メール受信者のアドレ
スの順序と一致する必要があります。
（オプション）

表 27-10 に、SNMP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答
ファイル変数を一覧で示します。
表 27-10

SNMP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpport}

スカラー

SNMP トラップ情報を送信するポート
を定義します（デフォルト = 162）。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpcons}

リスト

SNMP コンソールシステム名の一覧で
す。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcsev}

リスト

SNMP コンソールが受け取るメッセー
ジのエラーレベルを定義します
（Information、Warning、Error、
SevereError）。エラーレベルの順序
は、SNMP コンソールシステム名の順
序と一致する必要があります。
（オプション）

表 27-11 に、SF Oracle RAC グローバルクラスタを設定するために必要な情報を指定す
る応答ファイル変数の一覧を示します。
表 27-11

SF Oracle RAC グローバルクラスタの設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_gconic}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP の NIC を定義します。すべ
てのシステムで同じ NIC を使う場合
は、「all」をシステム値として入力でき
ます。

{system}

（オプション）
CFG{vcs_gcovip}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスを定義します。
（オプション）

CFG{vcs_gconetmask}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスのネットマスクを定
義します。
（オプション）

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 27-12 では、SF Oracle RAC にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために
必要な情報を指定する応答ファイルの変数を示します。
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表 27-12

ディスクベースの I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）

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_scsi3_disk_policy} スカラー

I/O フェンシングのメカニズムを指定しま
す。
フェンシングを無効モードで設定した場合
は、この変数は必須ではありません。ディス
クベースのフェンシングの場合は、
fencing_scsi3_disk_policy 変数と、
fencing_dgname 変数または
fencing_newdg_disks 変数を設定する必
要があります。
（オプション）

CFG {fencing_dgname}

スカラー

I/O フェンシングのディスクグループを指定
します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。新しいディスクグループを作成す
る場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_newdg_disks}

リスト

I/O フェンシング用の新しいディスクグルー
プの作成に使うディスクを指定します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。新しいディスクグループを作成す
る場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
コーディネーションポイントおサーバーベースのフェンシングの応答ファイルを使って、
サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングを設定できます。
表 27-13 に、サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングに関連している応
答ファイルのフィールドを示します。
表 27-13

コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）ベースのフェンシ
ング応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_config_cpagent}

コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使うかどうかに応じて、「1」または「0」を入力しま
す。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使わない場合は、「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使う場合は、「1」を入力します。

CFG {fencing_cpagentgrp}

コーディネーションポイントのエージェントのリソースが含ま
れるサービスグループの名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィールドに値「0」
が指定されている場合は、このフィールドは今は使われま
せん。
CFG {fencing_cps}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_reusedg}

この応答ファイルのフィールドは、カスタマイズされたフェ
ンシング（CP サーバーとコーディネータディスク）のフェン
シング設定に既存の DG 名を再利用するかどうかを示しま
す。
「1」または「0」のいずれかを入力します。
「1」を入力することは再利用することを示し、「0」を入力す
ることは再利用しないことを示します。
ミックスモードのフェンシング設定に既存の DG 名を再利
用する場合は、サイレントインストールを続ける前に、
「$CFG{fencing_reusedg}=0」または
「$CFG{fencing_reusedg}=1」といったテキスト行を手動
で追加する必要があります。

CFG {fencing_dgname}

カスタマイズされたフェンシングで使われる、少なくとも 1
つのディスクが使われるディスクグループの名前。

CFG {fencing_disks}

存在する場合は、コーディネーションポイントとして使われ
るディスク。

CFG {fencing_ncp}

CP サーバーとディスクの両方を含む、使用するコーディ
ネーションポイントの合計数。

CFG {fencing_ndisks}

使用するディスクの数。

CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。

CFG {fencing_ports}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名が
応答準備するポート。

CFG {fencing_scsi3_disk_policy}

カスタマイズされたフェンシングが使うディスクポリシー。
このフィールドの値は「raw」または「dmp」です。

Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義
以下の Oracle タスク用の Oracle RAC の変数定義を表形式でまとめます。
Oracle ユーザーとグループの作成

p.443 の 表 27-14 を参照してください。

OCR と投票ディスク用ストレージの作成

p.444 の 表 27-15 を参照してください。

VCS 下のプライベート IP アドレスと PrivNIC リ
ソースの設定

p.448 の 表 27-16 を参照してください。
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VCS 下のプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースの設定

p.451 の 表 27-17 を参照してください。

Oracle Clusterware のインストール

p.455 の 表 27-18 を参照してください。

Oracle データベースのインストール

p.456 の 表 27-19 を参照してください。

CSSD リソースの設定

p.457 の 表 27-20 を参照してください。

Oracle RAC ライブラリの再リンク

p.458 の 表 27-21 を参照してください。

メモ: 複数のセクションで定義されている変数もあります（$CFG{oracle_user} など）。す
べてのタスクが 1 つインストール操作として実行される場合は、これらの変数を繰り返し定
義する必要はありません。ただし、これらのタスクを個別に実行する場合は、各タスクの表
で説明しているように、すべての必須変数が応答ファイルに指定されていることを確認し
てください。
表 27-14 に、Oracle ユーザーとグループを作成するために使われる変数の一覧を示し
ます。
表 27-14

Oracle ユーザーとグループを作成するための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{create_oracle_user_group}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle ユーザーとグループが作成さ
れることを示します。
値 0 は、Oracle ユーザーとグループが作成さ
れないことを示します。

$CFG{grid_user}

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_uid}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

グリッドユーザー名を定義します。

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのユーザー ID を定義します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{oracle_group}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

リスト

省略可能

$CFG{oracle_gid}

$CFG{oracle_user_home}

$CFG{oracle_secondary_group}

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

Oracle ユーザーのグループ ID を定義します。

Oracle ユーザーのホームディレクトリの絶対パ
スを定義します。

Oracle ユーザーのセカンダリグループのリスト
を定義します。
$CFG{oracle_secondary_gid}

リスト

省略可能
Oracle ユーザーのセカンダリグループ ID のリ
ストを定義します。この変数の要素の順序は、変
数 $CFG{oracle_secondary_group} の
要素と同じ順序である必要があります。

表 27-15 に、OCR と投票ディスク用のストレージを作成するために使われる変数の一覧
を示します。
表 27-15

OCR と投票ディスク用のストレージを作成するための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{create_ocr_vote_storage}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、OCR と投票ディスク用のストレージが
作成されることを示します。
値 0 は、OCR と投票ディスク用のストレージが
作成されないことを示します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{enable_mirroring}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、OCR と投票ディスク用のストレージがミ
ラー化されることを示します。変数
$CFG{ocrvotedisks} の入力値として 2 つ
のディスクを提供します。
値 0 は、OCR と投票ディスク用のストレージがミ
ラー化されないことを示します。

$CFG{ocrvotedgoption}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、OCR と投票ディスク用のストレージの
作成に既存のディスクグループが使われること
を示します。

メモ: 既存のディスクグループを使うことを選択
する場合は、$CFG{ocrvotedgname} 変数
を使って、少なくとも 2 つのディスク（ミラー化の
ため）がある既存のディスクグループの名前を指
定します。
値 0 は、OCR と投票ディスクストレージ用に新し
いディスクグループが作成されることを示します。

メモ: ディスクグループを作成することを選択す
る場合は、次の変数を設定する必要があります。
$CFG{ocrvotedisks}、
$CFG{ocrvotedgname}
$CFG{ocrvotescheme}

スカ
ラー

必須
OCR と投票ディスク用に使うストレージスキーム
を定義します。
値 1 はクラスタファイルシステムを示します。
値 0 は CVM RAW ボリュームを示します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG->{enable_sep_filesys}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、OCR と投票ディスクが別個のファイル
システムにあることを示します。次の変数の値を
提供します。$CFG->{ocrvolname}、
$CFG->{ocrvolsize}、
$CFG->{votevolname}、
$CFG->{votevolsize}、
$cfg->{ocrmount}、
$cfg->{votemount}
値 0 は、OCR と投票ディスクが同じファイルシス
テムにあることを示します。変数
$CFG{ocrvotevolname} を使用した単一ボ
リューム名、変数 $CFG{ocrvotemount} を
使用した単一マウントポイント、および変数
$CFG{ocrvotevolsize} を使用したサイズ
を提供します。

$CFG{ocrvotedisks}

リスト

必須
OCR と投票ディスク用に使う共有ディスクのリス
トを定義します。

$CFG{ocrvotedgname}

$CFG{ocrvotevolname}

$CFG{ocrvotevolsize}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

OCR と投票ディスク用に使うディスクグループの
名前を定義します。

OCR と投票ディスクのボリューム名を定義しま
す。この変数は、ストレージスキームを 1（クラス
タファイルシステム）に設定した場合にのみ使う
必要があります。

OCR と投票ディスクのボリュームのサイズを定義
します。この変数は、ストレージスキームを 1（ク
ラスタファイルシステム）に設定した場合にのみ
使う必要があります。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{ocrvotemount}

スカ
ラー

OCR と投票ディスクを同じファイルシステムに配
置するように選択した場合に必要です。
CFS マウントポイントへの絶対パスを定義しま
す。この変数は、ストレージスキームを 1（クラス
タファイルシステム）に設定した場合にのみ使う
必要があります。

$CFG{ocrmount}

スカ
ラー

OCR と投票ディスクを別個のファイルシステムに
配置するように選択した場合に必要です。
OCR の CFS マウントポイントへの絶対パスを定
義します。この変数は、ストレージスキームを 1
（クラスタファイルシステム）に設定した場合にの
み使う必要があります。

$CFG{votemount}

スカ
ラー

OCR と投票ディスクを別個のファイルシステムに
配置するように選択した場合に必要です。
投票ディスクの CFS マウントポイントへの絶対パ
スを定義します。この変数は、ストレージスキー
ムを 1（クラスタファイルシステム）に設定した場
合にのみ使う必要があります。

$CFG{ocrvolname}

$CFG{ocrvolsize}

$CFG{votevolname}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

OCR のボリューム名を定義します。この変数は、
ストレージスキームを 0（CVM RAW ボリューム）
に設定した場合にのみ使う必要があります。

OCR ボリュームのサイズを定義します。この変
数は、ストレージスキームを 0（CVM RAW ボ
リューム）に設定した場合にのみ使う必要があり
ます。

投票ディスクのボリューム名を定義します。この
変数は、ストレージスキームを 0（CVM RAW ボ
リューム）に設定した場合にのみ使う必要があり
ます。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{votevolsize}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_group}

投票ディスクボリュームのサイズを定義します。
この変数は、ストレージスキームを 0（CVM RAW
ボリューム）に設定した場合にのみ使う必要があ
ります。

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

表 27-16 に、VCS 下のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設定に使われる変
数の一覧を示します。
表 27-16

VCS 下のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定するため
の変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{config_privnic}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle Clusterware 用に PrivNIC と
プライベート IP アドレスの情報が設定されること
を示します。
値 0 は、Oracle Clusterware 用に PrivNIC と
プライベート IP アドレスの情報が設定されない
ことを示します。

$CFG{privnic_resname}

スカ
ラー

必須
main.cf ファイルに PrivNIC リソース名を定義
します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{privnic_interface_priority}

文字列 必須
フェールオーバーの実行時に使われる NIC を
決定する優先度を定義します。優先度は降順
で設定します。
たとえば、次の優先度の設定は、フェールオー
バーの実行時に eth2 が指定した優先度になる
ことを示します。
$CFG{privnic_interface_priority}="eth2
eth3";

$CFG{host1}{privnicip}

スカ
ラー

必須
ノード上の PrivNIC リソースに設定する IP アド
レスを定義します。
クラスタ内の各ノードでこの変数を繰り返します。
たとえば、クラスタに 2 つのノードがある場合は、
各ノードにこの変数を指定する必要があります。
次に例を示します。
$CFG{galaxy}{privnicip}
="192.168.12.1"
$CFG{nebula}{privnicip}
="192.168.12.2"

$CFG{nic_reuseip}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイル内の既存の IP ア
ドレスが使われることを示します。
値 0 は、IP アドレスが再利用されないことを示
します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{host}{hostname_for_ip}

スカ
ラー

必須
PrivNIC リソース用の IP アドレスのプライベー
トノード名（hostname_for_ip）と、このリソースが
設定されるノード（system）を定義します。
クラスタ内の各ノードでこの変数を繰り返します。
たとえば、クラスタに 2 つのノードがある場合は、
各ノードにこの変数を指定する必要があります。
次に例を示します。
$CFG{galaxy}{hostname_for_ip}
="galaxy-priv"
$CFG{nebula}{hostname_for_ip}
="galaxy-priv"

$CFG{nic_netmask}

$CFG{nic_add_ip_to_files}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

プライベートネットワークのネットマスクを定義し
ます。

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルに IP アドレスを追
加することを示します。

メモ: NIC リソースの IP アドレスがこれらのファ
イルにまだ存在しないことを確認するか、
$CFG{nic_reuseip} 変数と
$CFG{nic_reusealias} 変数を設定してくださ
い。そうしないと、ネットワーク設定手順は失敗
します。
値 0 は、IP アドレスがすでにファイル内に存在
する可能性があることを示します。
$CFG{nic_reconfigure_existing_resource} スカ
ラー

省略可能
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、main.cf ファイルの既存の PrivNIC リ
ソースが削除され、再設定されることを示します。
値 0 は、main.cf ファイルの既存の PrivNIC リ
ソースが再利用されることを示します。

第 27 章 応答ファイルの変数の定義
Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{nic_reusealias}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、プライベート IP アドレスのホスト名エイ
リアスが存在するかどうかを判断するために、イ
ンストーラが /etc/hosts ファイルをチェック
しないことを示します。インストーラはホスト名エ
イリアス情報がファイル内に存在することを前提
とします。エイリアス情報がファイル内に存在す
ることを確認してください。
値 0 は、ホスト名エイリアス情報が /etc/hosts
ファイル内に存在するかどうかをインストーラが
チェックすることを示します。エイリアス情報が
ファイル内に存在することを確認してください。
存在しない場合、インストールは失敗します。

表 27-17 に、VCS 下のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC リソースの設定に使わ
れる変数の一覧を示します。
表 27-17

VCS 下のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC リソースを設定する
ための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{config_multiprivnic}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle Clusterware 用に
MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報
が設定されることを示します。
値 0 は、Oracle Clusterware 用に
MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報
が設定されないことを示します。

$CFG{multiprivnic_resname}

スカ
ラー

必須
main.cf ファイルに MultiPrivNIC リソース名を
定義します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{nic_add_ip_to_files}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルに IP アドレスを追
加することを示します。

メモ: NIC リソースの IP アドレスがこれらのファ
イルにまだ存在しないことを確認するか、
$CFG{nic_reuseip} 変数と
$CFG{nic_reusealias} 変数を設定してくださ
い。そうしないと、ネットワーク設定手順は失敗
します。
値 0 は、IP アドレスがすでにファイル内に存在
する可能性があることを示します。
$CFG{host1}{NIC1}{multiprivnicip}

リスト

必須
MultiPrivNIC リソースの IP アドレスのリストを
定義します。

メモ: クラスタの各ノードと各インターフェース用
のプライベート IP アドレスを設定する必要があ
ります。
たとえば、クラスタに galaxy と nebula という 2
つのノードがある場合は、次のように定義しま
す。
$CFG{galaxy}{eth1}
{multiprivnicip}="192.168.12.1";
$CFG{galaxy}{eth2}
{multiprivnicip}=="192.168.2.1";
$CFG{nebula}{eth1}
{multiprivnicip}="192.168.12.2";
$CFG{nebula}{eth2}
{multiprivnicip}="192.168.2.2";
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{host1}{NIC1}{hostname_for_ip} リスト

必須
ノード（hostname_for_ip）上のインターフェー
ス（inf）用の MultiPrivNIC リソースに設定する
IP アドレスのプライベートノード名（system）のリ
ストを定義します。

メモ: クラスタの各ノードと各インターフェース用
のプライベート IP アドレスを設定する必要があ
ります。
たとえば、クラスタに galaxy と nebula という 2
つのノードがある場合は、次のように定義しま
す。
$CFG{galaxy}{eth1}
{hostname_for_ip}="galaxy-priv";
$CFG{galaxy}{eth2}
{hostname_for_ip}="galaxy-priv1";
$CFG{nebula}{eth1}
{hostname_for_ip}="nebula-priv";
$CFG{nebula}{eth2}
{hostname_for_ip}="nebula-priv1";

$CFG{nic_netmask}

スカ
ラー

$CFG{nic_reconfigure_existing_resource} スカ
ラー

必須
プライベートネットワークのネットマスクを定義し
ます。
省略可能
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、main.cf ファイルの既存の
MultiPrivNIC リソースが削除され、再設定され
ることを示します。
値 0 は、main.cf ファイルの既存の
MultiPrivNIC リソースが再利用されることを示
します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{nic_reuseip}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイル内の既存の IP ア
ドレスが使われることを示します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルまたは
/etc/inet/ipnodes ファイル内の既存の IP アド
レスが使われることを示します。
値 0 は、IP アドレスが再利用されないことを示
します。

$CFG{nic_reusealias}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、プライベート IP アドレスのホスト名エイ
リアスが存在するかどうかを判断するために、イ
ンストーラが /etc/hosts ファイルをチェック
しないことを示します。インストーラはホスト名エ
イリアス情報がファイル内に存在することを前提
とします。エイリアス情報がファイル内に存在す
ることを確認してください。
値 0 は、ホスト名エイリアス情報が /etc/hosts
ファイル内に存在するかどうかをインストーラが
チェックすることを示します。エイリアス情報が
ファイル内に存在することを確認してください。
存在しない場合、インストールは失敗します。

表 27-18 に、Oracle Clusterware のインストールに使われる変数の一覧を示します。
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表 27-18

Oracle Clusterware をインストールするための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{install_oracle_clusterware}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle Clusterware が設定されること
を示します。
値 0 は、Oracle Clusterware が設定されない
ことを示します。

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_group}

$CFG{oracle_base}

$CFG{crs_home}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

Oracle RAC インストールのベースディレクトリを
定義します。

Oracle Clusterware ホームディレクトリを定義し
ます。
この変数の値は、Oracle Clusterware 応答ファ
イルの「ORACLE_HOME」変数の値と同じであ
る必要があります。

$CFG{crs_installpath}

$CFG{oracle_version}

$CFG{crs_responsefile}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

Oracle Clusterware インストールバイナリの絶
対パスを定義します。

Oracle RAC バイナリのバージョン（11.2.0.1.0
など）を定義します。インストール中に別の
Oracle RAC バージョンが検出された場合、この
定義は上書きされます。

Oracle Clusterware 応答ファイルの絶対パス
を定義します。
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表 27-19 に、Oracle データベースのインストールに使われる変数の一覧を示します。
表 27-19

Oracle データベースをインストールするための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{install_oracle_database}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle RAC データベースが設定され
ることを示します。
値 0 は、Oracle RAC データベースが設定され
ないことを示します。

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_group}

$CFG{oracle_base}

$CFG{crs_home}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

Oracle RAC インストールのベースディレクトリを
定義します。

Oracle Clusterware ホームディレクトリを定義し
ます。
この変数の値は、Oracle Clusterware 応答ファ
イルの「ORACLE_HOME」変数の値と同じであ
る必要があります。

$CFG{db_home}

スカ
ラー

必須
Oracle RAC データベースのホームディレクトリ
を定義します。
この変数の値は、Oracle RAC データベース応
答ファイルの「ORACLE_HOME」変数の値と同
じである必要があります。

$CFG{db_installpath}

スカ
ラー

必須
Oracle RAC データベースインストールバイナリ
の絶対パスを定義します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{oracle_version}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

$CFG{db_responsefile}

Oracle RAC バイナリのバージョン（11.2.0.1.0
など）を定義します。インストール中に別の
Oracle RAC バージョンが検出された場合、この
定義は上書きされます。

Oracle データベース応答ファイルの絶対パスを
定義します。

表 27-20 に、CSSD リソースの設定に使われる変数の一覧を示します。
表 27-20

CSSD リソースを設定するための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{config_cssd_agent}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、CSSD エージェントが Oracle RAC の
インストール後に設定されることを示します。
値 0 は、CSSD エージェントが Oracle RAC の
インストール後に設定されないことを示します。

$CFG{reconfigure_cssd_resource}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、SF Oracle RAC インストーラが main.cf
ファイルから既存の CSSD リソースを削除してか
ら再設定することを示します。
値 0 は、SF Oracle RAC インストーラがリソース
の削除と再設定を行わないことを示します。イン
ストーラは、リソースが存在するというメッセージ
を表示してタスクを終了します。

表 27-21 に、Oracle RAC ライブラリの再リンクに使われる変数の一覧を示します。
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表 27-21

Oracle RAC ライブラリを再リンクするための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{relink_oracle_database}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、SF Oracle RAC ライブラリが Oracle
RAC のインストール後に Oracle RAC データ
ベースと再リンクされることを示します。
値 0 は、SF Oracle RAC ライブラリが Oracle
RAC のインストール後に Oracle RAC データ
ベースと再リンクされないことを示します。

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_group}

$CFG{crs_home}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

Oracle Clusterware ホームディレクトリを定義し
ます。
この変数の値は、Oracle Clusterware 応答ファ
イルの「ORACLE_HOME」変数の値と同じであ
る必要があります。

$CFG{db_home}

スカ
ラー

必須
Oracle RAC データベースのホームディレクトリ
を定義します。
この変数の値は、Oracle RAC データベース応
答ファイルの「ORACLE_HOME」変数の値と同
じである必要があります。

$CFG{oracle_version}

スカ
ラー

必須
Oracle RAC バイナリのバージョン（11.2.0.1.0
など）を定義します。インストール中に別の
Oracle RAC バージョンが検出された場合、この
定義は上書きされます。

6
SF Oracle RAC クラスタでの
ノードの追加と削除

■

第28章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加

■

第29章 SF Oracle RAC クラスタからのノードの削除
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SF Oracle RAC クラスタへの
ノードの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタへのノードの追加について

■

クラスタにノードを追加する前に

■

クラスタにノードを追加する準備

■

クラスタへのノードの追加

■

新しいノードへの CVM と CFS の設定

■

新しいノードでの Oracle RAC のインストール準備

■

Oracle RAC への新しいノードの追加

■

SFDB ツール用の認証を使用してクラスタにノードを追加する

■

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例

クラスタへのノードの追加について
SF Oracle RAC をインストールしてクラスタを作成すると、クラスタでのノードの追加や削
除を行うことができます。最大 16 のノードからなるクラスタを作成できます。
次の方法でノードを追加できます。
■

製品インストーラを使う

■

Web インストーラを使う
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■

手動

この手順例では、既存の 2 ノードクラスタにノードを追加する方法を説明します。

クラスタにノードを追加する前に
既存の SF Oracle RAC クラスタにノードを追加する準備を始める前に、次のことを確認し
てください。
■

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされている
p.462 の 「ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たす」 を参照してください。

■

ハードウェアが新しいノード用に設定されている
p.462 の 「ハードウェアの設定」 を参照してください。

■

既存のクラスタが SF Oracle RAC クラスタで、そのクラスタ上で SF Oracle RAC が動
作している

■

新しいシステムの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、既存のク
ラスタのものと同じである

ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たす
クラスタに追加するシステムは、ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たしている必
要があります。
クラスタが以前のバージョンからアップグレードされている場合は、クラスタプロトコルの
バージョンを調べて、追加するノードと同じバージョンであることを確認してください。プロ
トコルが一致しない場合、そのノードを既存のクラスタに参加させることはできません。
クラスタと新しいノード間でプロトコルのバージョンの不一致がないことを確認するには

1

次のコマンドを使って、クラスタプロトコルのバージョンを確認します。
# vxdctl protocolversion
Cluster running at protocol 110

2

クラスタプロトコルのバージョンが 110 よりも前である場合は、以下を使ってマスター
ノードでアップグレードします。
# vxdctl upgrade [version]

ハードウェアの設定
図 28-1では、既存のクラスタに新しいシステムを設定する前に、クラスタにシステムを物
理的に追加する必要があることを示します。

第 28 章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
クラスタにノードを追加する前に

2 つのスイッチを使った、2 ノードクラスタへのノードの追加

図 28-1
パブリックネ
ットワーク

共有ストレージ

既存のノ
ード 1

既存のノ
ード 2

ハブ /

プライベートネ
ットワーク

ハブまたは
スイッチ

新しいノード

ハードウェアを設定するには

1

SF Oracle RAC プライベートネットワーク用イーサネットコントローラを接続します。
必要に応じて次のタスクを実行します。
■

クラスタにノードを追加するとき、プライベートネットワーク接続のための独立した
スイッチまたはハブを使用します。

■

すでに独立したハブを使っている場合は、新しいノードの 2 つのイーサネットコ
ントローラをその独立したハブに接続します。

図 28-1 は、2 つの独立したハブを使って、既存の 2 ノードクラスタに新しいノードを
追加している様子を示しています。

2

次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

ノードが既存のノードと同じ共有ストレージデバイスに接続されている必要があり
ます。

■

ノードがクラスタの 2 つの独立したスイッチにプライベートネットワークで接続され
ている必要があります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
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■

新しいノード上のプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェース
の名前がクラスタの既存のノードと同じである必要があります。

クラスタにノードを追加する準備
既存の SF Oracle RAC クラスタにノードを追加する前に、新しいノードで次の準備手順
を完了します。
新しいノードを準備するには
新しいノードがインストールの必要条件を満たしていることを確認します。

1

# ./installsfrac -precheck

Web ベースのインストーラを事前チェックに使うこともできます。

2

SF Oracle RAC をインストールするために -install オプションを使って新しいシス
テムで SF Oracle RAC をインストールします。メッセージを表示された場合 SF Oracle
RAC を設定しないでください。

3

インストールが完了した後、新しいノードを再起動できます。既存のクラスタノードの
設定を使って新しいノードを設定します。
p.81 の 「SF Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。

クラスタへのノードの追加
次の方法のいずれかを使って、既存の SF Oracle RAC クラスタにノードを追加できます。
SF Oracle RAC インストーラ

p.464 の 「SF Oracle RAC インストーラを使ったクラスタへの
ノードの追加」 を参照してください。

手動

p.468 の 「手動によるクラスタへのノードの追加」 を参照してく
ださい。

メモ: ノードを追加する前に、ノードに SF Oracle RAC が設定されていないことを確認し
ます。

SF Oracle RAC インストーラを使ったクラスタへのノードの追加
SF Oracle RAC インストーラで –addnode オプションを使ってノードを追加できます。
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

ノードと既存のクラスタが通信の必要条件を満たしていることを確認する。
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■

新しいノードにインストールされている製品とパッケージを確認します。

■

新しいノードでネットワークインターフェースを検出し、インターフェースの設定を確認
します。

■

新しいノードで次のファイルを作成します。
/etc/llttab
/etc/VRTSvcs/conf/sysname

■

新しいノードに次のファイルをコピーします。
/etc/llthosts
/etc/gabtab
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

■

既存のクラスタから新しいノードに次のファイルをコピーする
/etc/vxfenmode
/etc/vxfendg
/etc/vcsmmtab
/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/sysconfig/llt
/etc/sysconfig/gab
/etc/sysconfig/vxfen
/etc/default/vcsmm

■

既存クラスタの CPS サーバーがセキュアな場合、新しいノードでセキュリティクレデン
シャルを生成します

■

既存のクラスタで使っているフェンシングモードに応じて、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。

■

VCS の設定で CVM、ClusterService、VxSS サービスグループに新しいノードを追
加する。
メモ: VCS に設定されている他のサービスグループでは、新しいノードの設定を手動
で更新してください。

■

SF Oracle RAC プロセスを起動し、新しいノードで CVM と CFS を設定する。

プロセスの終了後に、新しいノードが SF Oracle RAC クラスタに参加します。
メモ: 既存のクラスタにサーバーベースのフェンシングを設定した場合は、CP サーバーに
新しいノードのエントリが含まれていないことを確認します。すでに新しいノードのエントリ
が CP サーバーにある場合は、ノードをクラスタに追加する前にこれらのエントリを削除し
てください。削除しないと、プロセスは失敗しエラーになる場合があります。
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注意: 新しいノードで Oracle プリインストールタスクを完了するために SF Oracle RAC イ
ンストーラを使う予定の場合は、クラスタにノードを追加した後でインストーラを中止しない
でください。インストーラを中止した場合は、手動で Oracle プリインストールタスクを実行
する必要があります。
インストーラを使って既存のクラスタにノードを追加するには

1

既存のクラスタのノードのいずれかに root ユーザーとしてログインします。

2

-addnode オプションを指定して SF Oracle RAC インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -addnode

インストーラにより、著作権メッセージと、一時インストールログの格納場所が表示さ
れます。

3

既存の SF Oracle RAC クラスタのノード名を入力します。
インストーラでは既存のクラスタを識別するためにノード情報が使われます。
Enter one node of the SF Oracle RAC cluster to which
you would like to add one or more new nodes: galaxy

4

クラスタ情報を見直して確認します。

5

クラスタに新しいノードとして追加するシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces
to add to the cluster: saturn

インストーラによってノードにインストールされた製品とパッケージが確認され、ネット
ワークインターフェースが検出されます。
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6

第 1 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
メモ: 新しいノード上のプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェー
スの名前がクラスタの既存のノードと同じである必要があります。新しいノードの LLT
設定が既存のクラスタと同じである必要があります。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on saturn: [b,q,?] eth1
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on saturn: [b,q,?] eth2

メモ: クラスタの可用性を高くするために、少なくとも 2 つのプライベートハートビート
リンクを設定する必要があります。

7

既存のクラスタに設定されている LLT リンクの数に応じて、新しいノードに追加プラ
イベートハートビートリンクを設定します。
インストーラによってネットワークインターフェースの設定が確認され、情報が表示さ
れます。

8

情報を確認します。

9

既存のクラスタで SMTP、SNMP、グローバルクラスタオプションを設定している場合
は、新しいノードの NIC 情報を求めるメッセージが表示されます。
Enter the NIC for VCS to use on saturn: eth3
SF Oracle RAC is configured on the cluster. Do you want to
configure it on the new node(s)? [y,n,q] (y) n

10 新しいノードに共有ボリュームをマウントするオプションがインストーラに表示されま
す。マウントするには y を選択します。
完了すると、インストーラによってボリュームがマウントされたことが確認され、実行さ
れた処理の詳細が含まれるログファイルの場所が表示されます。
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11 既存のクラスタがセキュアモードでサーバーベースのフェンシングを使っている場
合、インストーラにより、新しいノード上にセキュアなコードでサーバーベースのフェ
ンシングが設定されます。
その後、すべての Veritas の必須プロセスが起動し、新しいノードがクラスタに参加
します。
メモ: SF Oracle RAC インストーラを使って Oracle プレインストールタスクを実行す
る場合は、インストーラを終了しないでください。

12

lltstat -n と gabconfig -a コマンドを使って、新しいノードが SF Oracle RAC

クラスタに参加したことを確認してください。

手動によるクラスタへのノードの追加
クラスタにノードを手動で追加する予定がある場合にのみ、SF Oracle RAC をインストー
ルした後にこの手順を実行します。
クラスタにノードを手動で追加するには

1

Volume Manager を起動します。
p.469 の 「新しいノードでの Volume Manager の起動」 を参照してください。

2

LLT、GAB、VCSMM を設定します。
p.469 の 「新しいノードでの LLT、GAB、および VCSMM の設定」 を参照してくださ
い。

3

既存クラスタの CPS サーバーがセキュアである場合は、新しいノードのセキュリティ
のクレデンシャルを生成してください。
p.472 の 「セキュアモードで動作するノードの設定」 を参照してください。

4

既存クラスタのフェンシング設定と一致するように、新しいノードのフェンシングを設
定します。
サーバーベースの I/O フェンシングを使うように既存のクラスタが設定されている場
合は、新しいノードにサーバーベースの I/O フェンシングを設定します。
p.475 の 「新しいノードでのフェンシングの起動」 を参照してください。

5

VCS を起動します。
p.476 の 「新しいノードで VCS を起動するには」 を参照してください。

第 28 章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
クラスタへのノードの追加

6

CVM と CFS を設定します。
p.478 の 「新しいノードへの CVM と CFS の設定」 を参照してください。

7

ClusterService グループが既存のクラスタに設定されたら、そのグループにノード
を追加します。

新しいノードでの Volume Manager の起動
Volume Manager ではアクセスを制御するためにライセンスキーが使われます。
vxinstall ユーティリティの実行中に、n と入力するとライセンスに関するメッセージが表
示されます。installsfrac プログラムを実行した際に、適切なライセンスがインストール
されています。
新しいノードで Volume Manager を起動するには

1

新しいノードで Veritas Volume Manager を起動するには、vxinstall ユーティリ
ティを使います。
# vxinstall

2

システム全体のディスクグループを設定するように求めるメッセージが表示されたら、
n と入力します。
インストールが完了します。

3

VxVM デーモンが起動されていることを確認します。次のコマンドを入力します。
# vxdisk list

出力に共有ディスクが表示され、エラーがないことを確認します。

新しいノードでの LLT、GAB、および VCSMM の設定
次の手順を実行して新しいノードで LLT、GAB、および VCSMM を設定します。
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新しいノードで LLT、GAB、および VCSMM を設定するには

1

Red Hat Linux の場合は、新しいシステムで /etc/sysctl.conf ファイルを修正して、
Oracle で必要な共有メモリと他のパラメータを設定します。詳しくは、Oracle のマ
ニュアルを参照してください。共有メモリのパラメータの値は、システムを再起動する
と有効になります。
SUSE Linux には適用しないでください。

2

既存のノードで、/etc/llthosts ファイルを編集します。vi などのテキストエディタを
使って、ファイルに新しいノードの行を追加します。ファイルは次のようになります。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

3

/etc/llthosts ファイルを既存システムの 1 つから、新しいシステムにコピーしま

す。/etc/llthosts ファイルはクラスタにあるすべてのノードで同じである必要があ
ります。

4

新しいシステムに /etc/llttab ファイルを作成します。例:
set-node saturn
set-cluster 101
link eth1 eth-[MACID for eth1] - ether - link eth2 eth-[MACID for eth2] - ether - -

ノードを参照する最初の行を除いて、このファイルは既存のノード上にある /etc/llttab
ファイルと同じ内容になります。2 行目のクラスタ ID は、既存のノードと同じにする必
要があります。

5

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/gabtab ファイルを作成し
ます。このファイルには、次の例のような行を含める必要があります。
/sbin/gabconfig -c -nN

N は、新しいノードを含むクラスタ内のシステム数です。クラスタ内に 3 つのシステム
が存在する場合は、N が 3 になります。

6

既存の各システムで /etc/gabtab ファイルを編集して、新しいシステムのファイルと
内容が一致するように変更します。
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7

既存のクラスタにあるいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/sysconfig/llt
/etc/sysconfig/gab
/etc/sysconfig/vcs
/etc/sysconfig/vcsmm

8

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/VRTSvcs/conf/sysname
ファイルを作成します。このファイルにはクラスタに追加される新しいノードの名前が
含まれている必要があります。
次に例を示します。
saturn

9

新しいノードに汎用一意識別子ファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid を作成しま
す。
# uuidconfig.pl -rsh -clus -copy ¥
-from_sys galaxy -to_sys saturn

10 新しいノードで LLT、GAB、VCSMM、ODM ドライバを起動します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start
# /etc/init.d/vcsmm start
# /etc/init.d/vxgms start
# /etc/init.d/vxglm start
# /etc/init.d/vxodm restart

11 新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、d、o であることを確認します。
# gabconfig -a

GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port d gen
df20a membership 012
Port o gen
df207 membership 012

ポート h が存在する場合もあります。その場合は、次のコマンドを実行します。
# hastop -local
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セキュアモードで動作するノードの設定
セキュアモードで動作しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで動作していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進んでください。
以下のコマンド例では、表 28-1 に示す次の情報を使います。
表 28-1

コマンド例の定義

名前（Name）

完全修飾ホスト名（FQHN） 機能

saturn

saturn.nodes.example.com

クラスタに追加する新しいノード
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saturn ノードでの認証ブローカーの設定
saturn ノード上で認証ブローカーを設定するには

1

埋め込まれた認証ファイルを抽出し、一時ディレクトリにコピーします。
# mkdir -p /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup
# cd /tmp; gunzip -c /opt/VRTSvcs/bin/VxAT.tar.gz | tar xvf -

2

セットアップファイルを手動で編集します。
# /cat /etc/vx/.uuids/clusuuid 2>&1

出力は UUID を示す文字列です。この UUID （{ and } なし）はセットアップファイル
の ClusterName として使われます。
{UUID}
# cat /tmp/eat_setup 2>&1

ファイルの内容は次の例のようになります。
AcceptorMode=IP_ONLY
BrokerExeName=vcsauthserver
ClusterName=UUID
DataDir=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER
DestDir=/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver
FipsMode=0
IPPort=14149
RootBrokerName=vcsroot_uuid
SetToRBPlusABorNot=0
SetupPDRs=1
SourceDir=/tmp/VxAT/version
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3

埋め込まれた認証ファイルを設定します。
# cd /tmp/VxAT/version/bin/edition_number; ¥
./broker_setup.sh/tmp/eat_setup
/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssregctl -s -f
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER/root/.VRTSat/profile ¥
/VRTSatlocal.conf -b 'Security¥Authentication ¥
¥Authentication Broker' -k UpdatedDebugLogFileName ¥
-v /var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log -t string

4

bkup ディレクトリ全体をコピーして、クラスタの単一ノードから saturn にブローカー

の信用証明をコピーします。
bkup ディレクトリの内容は次の例のようになります。
# cd /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup/
# ls
CMDSERVER

5

CPSADM CPSERVER

HAD

VCS_SERVICES

WAC

VCS_SERVICES ドメインをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/VCS_SERVICES -p password

6

HAD、CMDSERVER、CPSADM、CPSERVER、WAC のクレデンシャルをインポー
トします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCS_SERVICES -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/HAD -p password

7

saturn 上で vcsauthserver プロセスを開始します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh

第 28 章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
クラスタへのノードの追加

8
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次のタスクを実行します。
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CLIENT
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST
# export EAT_DATA_DIR='/var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST'
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat setuptrust -b ¥
localhost:14149 -s high

9

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

新しいノードでのフェンシングの起動
新しいノードでフェンシングを起動するには、次の手順を実行します。
新しいノードでフェンシングを起動するには

1

1 つ以上のノードでディスクベースのフェンシングを使っている場合は、既存のクラ
スタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーします。
/etc/sysconfig/vxfen
/etc/vxfendg
/etc/vxfenmode

既存のクラスタで純粋な CP サーバーベースのフェンシングを使っている場合
は、/etc/vxfenmode ファイルのみを新しいノードにコピーする必要があります。

2

新しいノードでフェンシングを起動します。

3

新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、b、d、h、o であることを確認しま
す。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port b gen
df20d membership 012
Port d gen
df20a membership 012
Port o gen
df207 membership 012
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新しいノードの追加後
クラスタに新しいノードを手動で追加した場合は、VCS を起動する前に、新しいノードで
cssd-pretend-offline ファイルを作成し、cssd をクリティカルでないリソースにする必
要があります。このようにしないと、Oracle Clusterware を新しいノードにインストールす
るまで cssd リソースは UNKNOWN 状態になるため、cvm グループをオンラインにでき
ません。
製品インストーラを使ってクラスタに新しいノードを追加した場合は、この手順を実行する
必要はありません。
メモ: cssd リソースは、Oracle Clusterware が新しいノードにインストールされるまで
FAULTED/OFFLINE 状態のままになります。
新しいノードで VCS を起動します。
新しいノードで VCS を起動するには

1

新しいノードを手動でインストールした場合:
■

既存のクラスタ内のノードのいずれかで、cssd リソースをクリティカルでないリソー
スとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

■

新しいノードに cssd-pretend-offline ファイルを作成します。
# touch /var/VRTSvcs/lock/cssd-pretend-offline

2

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

VCS によって、CVM グループおよび CFS グループがオンラインになります。

3

CVM グループと CFS グループがオンラインになっていることを確認します。
# hagrp -state

新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定
ここでは、新しいノードにサーバーベースのフェンシングを設定するための手順について
説明します。既存のクラスタで、設定されているサーバーベースのフェンシングのモード
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が、セキュアモードか非セキュアモードかに応じて、次の手順のいずれかのタスクを実行
します。
■

非セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには」

■

セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには」

新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c rac_cluster101 -h saturn -n2
Node 2 (saturn) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a list_nodes

コマンドの出力に、新しいノードが一覧表示される必要があります。

4

各 CP サーバーに、VCS ユーザー cpsclient@saturn を追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_user -e cpsclient@saturn ¥
-f cps_operator -g vx
User cpsclient@saturn successfully added
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新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c rac_cluster101 -h saturn -n2
Node 2 (saturn) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_nodes

出力に新しいノードが一覧表示される必要があります。

vxfen サービスグループへの新しいノードの追加
vxfen サービスグループに新しいノードを追加するには、次の手順に従います。
CLI を使って vxfen グループに新しいノードを追加するには

1

既存の SF Oracle RAC クラスタノードのいずれかで、クラスタの設定を読み書き両
用モードに設定します。
# haconf -makerw

2

既存の vxfen グループに saturn を追加します。
# hagrp -modify vxfen SystemList -add saturn 2

3

SF Oracle RAC クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存しま
す。
# haconf -dump -makero

新しいノードへの CVM と CFS の設定
新しいノードに CVM と CFS を設定するためには、既存のクラスタの設定を修正します。
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新しいノードに CVM と CFS を設定するには

1

以前の手順でバックアップを作成していない場合は、既存のノードに main.cf ファ
イルのバックアップを作成します。次に例を示します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

既存のクラスタのノードの 1 つで、クラスタの設定を読み書き両用モードに設定しま
す。
# haconf -makerw

3

まだ追加されていない場合、VCS の設定に新しいノードを追加します。
# hasys -add saturn

4

既存のクラスタが新しいノードを認識できるようにするには、既存のいずれかのノー
ドで次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify cvm SystemList -add saturn 2
# hagrp -modify cvm AutoStartList -add saturn
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -add saturn 2
# haconf -dump -makero
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

5

既存のクラスタの残りのノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap
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6

いずれかの既存のクラスタノードから新しいノードに設定ファイルをコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf

7

/etc/vx/tunefstab ファイルは、ローカルマウントされたファイルシステムとクラス

タマウントされたファイルシステムに、デフォルト以外のチューニングパラメータを設
定します。
既存のクラスタノードのいずれかでクラスタマウントされたファイルシステムをチュー
ニングするために、/etc/vx/tunefstab ファイルを設定した場合、新しいノードを
使用して同じチューニングパラメータの一部またはすべてを採用すると便利です。
一部、またはすべてのチューニングパメータを採用するには、ファイルの内容を確認
し、ファイルか使用したい部分のいずれかを、新しいクラスタノードの
/etc/vx/tunefstab ファイルにコピーします。

新しいノードでの Oracle RAC のインストール準備
Oracle RAC にノードを追加する前に、特定のプレインストールタスクを完了する必要が
あります。
メモ: この章では、どのような場合も必要となる変数とサンプル値を使用して手順を説明し
ます。ここに示す変数とサンプル値は、インストール必要条件に適合した値に置き換えて
ください。
準備タスクを開始する前に、サンプルワークシートを正しいインストール値で更新し、処理
を実行する間、それを手元において置くことができます。
準備タスクを完了するには、次のいずれかの方法を使います。
SF Oracle RAC スクリプトベースの p.481 の 「SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを
インストーラを使う
使って Oracle RAC をインストールするための新しいノードの
準備」 を参照してください。
SF Oracle RAC Web ベースのイン p.480 の 「新しいノードでの Oracle RAC のインストール準備」
ストーラを使う
を参照してください。
手動

p.496 の 「新しいノードに Oracle RAC をインストールするた
めの手動での準備」 を参照してください。

第 28 章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
新しいノードでの Oracle RAC のインストール準備

メモ: プレインストールタスクのいくつかは SF Oracle RAC インストーラを使って実行でき
ますが、一部のタスクは手順に示すように手動で行う必要があります。

SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使って Oracle RAC をイ
ンストールするための新しいノードの準備
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

新しいノードに Oracle のユーザーとグループを作成します。

■

プライベート IP アドレスと、PrivNIC または MultiPrivNIC リソースを設定します（これ
らが既存のクラスタに設定されている場合）。

■

OCR と投票ディスク用の CFSMount と CVMVolDg リソースが cvm サービスグルー
プ下に設定されている場合、ノードがクラスタに追加された後、インストーラによってそ
のリソースがオンラインになります。
これらのリソースが他のサービスグループ内に設定されている場合は、新しいノードを
含むようにサービスグループを修正してから、サービスグループをオンラインにしてく
ださい。
メモ: OCR と投票ディスクが VCS 内に設定されていない場合は、次の手順を終了し
た後に OCR と投票ディスクを手動でマウントします。

■

新しいノードで CVM グループを開始します。
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SF Oracle RAC インストーラを使って Oracle RAC を新しいノードにインストールするため
の準備をするには

1

新しいノードで SF Oracle RAC を設定した後に、Oracle RAC を設定するためのオ
プションが表示されます。
1)
2)
3)
4)

Create Oracle User and Group
Configure private IP addresses (PrivNIC configuration)
Configure private IP addresses (MultiPrivNIC configuration)
Finish

メモ: プライベート IP アドレスと、PrivNIC または MultiPrivNIC リソースを既存のク
ラスタで設定しているかどうかによって、オプション 2 または 3 が表示されます。
1 を入力して、SF Oracle RAC インストーラメニューからオプション［Oracle のユー
ザーとグループの作成（Create Oracle User and Group）］を選択します。
p.484 の 「新しいノードでの Oracle ユーザーおよびグループの作成」 を参照してく
ださい。

2

Oracle Clusterware 用にプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定します
（既存クラスタの IP アドレスが PrivNIC リソースとして設定されている場合のみ）。
以下の場合は PrivNIC リソース設定を手動で更新する必要があります。
■

既存のクラスタ上の PrivNIC リソースが cvm 以外のグループ内に設定されてい
る場合。

■

既存のクラスタ上の PrivNIC リソース設定で各ノードの Device 属性が次のよう
に設定されていない場合:
Device@galaxy = {eth1=0, eth2=1}
Device@nebula = {eth1=0, eth2=1}

2 を入力して、オプション［プライベート IP アドレスの設定（PrivNIC 設定）（Configure
private IP addresses (PrivNIC Configuration)）］を選択します。
p.485 の 「Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設
定」 を参照してください。

3

Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用にプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースを設定します（既存クラスタの IP アドレスが MultiPrivNIC リ
ソースとして設定されている場合のみ）。
以下の場合は MultiPrivNIC リソース設定を手動で更新する必要があります。
■

既存のクラスタ上の MultiPrivNIC リソースが cvm 以外のグループ内に設定さ
れている場合。
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■

既存のクラスタ上の MultiPrivNIC リソース設定で各ノードの Device 属性が次
のように設定されていない場合:
Device@galaxy = {eth1=0, eth2=1, eth3=2}
Device@nebula = {eth1=0, eth2=1, eth3=2}

3 を入力して、オプション［プライベート IP アドレスの設定 (MultiPrivNIC 設定)
（Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)）］を選択します。
p.487 の 「Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースの設定」 を参照してください。

4

［完了（Finish）］を選択して、cvm グループを新しいノードで開始します。
メモ: cssd リソースは、新しいノードが Oracle Clusterware に追加されるまで
FAULTED と表示されます。

5

cssd リソースがクリティカルリソースとして設定されている場合、cvm グループは新

しいノードでオフラインになります。cssd リソースを非クリティカルにして cvm グルー
プがオンラインになるように設定を修正します。
■

既存のクラスタ内のノードのいずれかで、cssd リソースをクリティカルでないリソー
スとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

■ cvm

グループをオンラインにします。

# hares -online cvm -sys saturn
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6

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 ada401 membership 012
Port b gen ada40d membership 012
Port d gen ada409 membership 012
Port f gen ada41c membership 012
Port h gen ada40f membership 012
Port o gen ada406 membership 012
Port u gen ada416 membership 012
Port v gen ada416 membership 012
Port w gen ada418 membership 012
Port y gen ada419 membership 012

7

8

「Oracle RAC をインストールする準備」の章の指示を使って、以下の追加の準備タ
スクを完了します。
■

Oracle RAC で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。

■

カーネルパラメータを設定します。

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認します。

■

リモートシェルおよびリモートコピーの環境用に Oracle ユーザー相当の権限を
設定します。

■

Oracle ユーザープロファイルを編集します。

■

OCR と投票ディスクのリソースが VCS 内に設定されていない場合は、OCR と投
票ディスクを手動でマウントします。

Oracle Clusterware と Oracle RAC データベースのホームディレクトリを手動で作
成します。

新しいノードでの Oracle ユーザーおよびグループの作成
次の手順を実行して新しいノードで Oracle ユーザーおよびグループを作成します。
メモ: ノードでセキュアシェルまたはリモートシェル接続を設定する前に、手動で Oracle
ユーザーのパスワードを設定します。
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新しいノードで Oracle ユーザーおよびグループを作成するには

1

既存のクラスタで Oracle RAC 操作に使用する Oracle ユーザー名を入力します。
メモ: 新しいノードに該当の Oracle ユーザーおよびグループがすでに存在する場
合、Oracle ユーザーおよびグループの UID と GID が現在のクラスタにあるものと
同じであることを確認します。
Enter Oracle UNIX user name:

[b] Oracle

インストーラは、Oracle ユーザー名に基づいて、既存のグループ情報と識別情報を
取得します。

2

情報を確認します。
新しいノードにユーザーとグループが追加されます。

3

Return キーを押して、その他の設定タスクを続行します。

Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソー
スの設定
この手順は、プライベート IP アドレスが既存のクラスタ内で PrivNIC リソースとして設定
されている場合にのみ実行してください。
メモ: 新しいノードのプライベート相互接続のネットワークインターフェース名は、既存のク
ラスタのネットワークインターフェース名と同じにしてください。フェールオーバーの選択
肢を最大限に確保するために、PrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使
われます。
インストーラによって表示される事前設定の情報を確認し、必要条件を満たしていること
を確認してください。
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Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定するには

1

PrivNIC リソースの名前を入力します。インストーラにより既存の PrivNIC リソースの
名前が表示されます。既存のリソースの名前を指定します。
Enter the PrivNIC resource name: [b] (ora_priv)

2

インストーラによって IP アドレスが /etc/hosts ファイルに追加されるようにする場
合は、y を入力します。
設定後に手動で IP アドレスをファイルに追加することもできます。
インストーラにより、クラスタの既存の PrivNIC リソースの設定が表示されます。
Resource name: ora_priv
System: galaxy
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IP address: 192.168.12.1
Alias for above IP: galaxy-priv
System: nebula
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IP address: 192.168.12.2
Alias for above IP: nebula-priv
Is this information correct? [y,n,q] (y)

3

情報を確認します。

4

新しいノードのプライベート IP アドレスとプライベートノード名を入力します。
Enter the private IP for saturn: [b] 192.168.12.5
Enter Hostname alias for the above IP address: [b] saturn-priv

新しいノードのリソースの設定が表示されます。
Resource name: ora_priv
System: saturn
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IP address: 192.168.12.5
Alias for above IP: saturn-priv
Is this information correct? [y,n,q] (y)

5

情報を確認します。
インストーラにより、既存の PrivNIC リソースが新しいノードのリソース設定で更新さ
れ、新しいノードと既存のノードの /etc/hosts ファイルが更新されます（インストー
ラでファイルを更新することを選択した場合）。

6

Return キーを押して、その他の設定タスクを続行します。
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Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用のプライベート IP アド
レスと MultiPrivNIC リソースの設定
この手順は、プライベート IP アドレスが既存のクラスタ内で MultiPrivNIC リソースとして
設定されている場合にのみ実行してください。
メモ: 新しいノードのプライベート相互接続には、既存の nebula クラスタ上のインター
フェースと同じインターフェースを設定してください。フェールオーバーの選択肢を最大
限に確保するために、MultiPrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使われ
ます。
インストーラによって表示される事前設定の情報を確認し、必要条件を満たしていること
を確認してください。
Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC リ
ソースを設定するには

1

MultiPrivNIC リソースの名前を入力します。インストーラにより既存の MultiPrivNIC
リソースの名前が表示されます。既存のリソースの名前を指定します。
Enter the MultiPrivNIC resource name: [b] (multi_priv)

2

インストーラによって IP アドレスが /etc/hosts ファイルに追加されるようにする場
合は、y を入力します。
設定後に手動で IP アドレスをファイルに追加することもできます。
インストーラにより、クラスタの既存の MultiPrivNIC リソースの設定が表示されます。
Resource name: multi_priv
System: galaxy
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IPs on eth1: 192.168.12.1
Aliases for above IPs: galaxy-priv
Private IPs on eth2: 192.168.2.1
Aliases for above IPs: galaxy-priv1
System: nebula
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IPs on eth1: 192.168.12.2
Aliases for above IPs: nebula-priv
Private IPs on eth2: 192.168.2.2
Aliases for above IPs: nebula-priv1
Is this information correct?[y,n,q] (y)

3

情報を確認します。
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4

新しいノードの eth1 インターフェースにプライベート IP アドレスと対応するプライ
ベートノード名を入力します。
Enter IP addresses for saturn for eth1
separated by space: [b,q,?]

192.168.12.5

Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?]saturn-priv

5

新しいノードの eth2 インターフェースにプライベート IP アドレスと対応するプライ
ベートノード名を入力します。
Enter IP addresses for saturn for eth2
separated by space: [b,q,?]

192.168.2.6

Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?]saturn-priv1

新しいノードのリソースの設定が表示されます。
Resource name: multi_priv
System: saturn
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IPs on eth1: 192.168.12.5
Aliases for above IPs: saturn-priv
Private IPs on eth2: 192.168.2.6
Aliases for above IPs: saturn-priv1
Is this information correct?[y,n,q] (y)

6

情報を確認します。
インストーラにより、既存の MultiPrivNIC リソースが新しいノードのリソース設定で
更新され、新しいノードと既存のノードの /etc/hosts ファイルが更新されます（イン
ストーラでファイルを更新することを選択した場合）。

7

Return キーを押して、その他の設定タスクを続行します。

SF Oracle RAC Web ベースのインストーラを使って Oracle RAC をインス
トールするための新しいノードの準備
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

新しいノードに Oracle のユーザーとグループを作成します。

■

プライベート IP アドレスと、PrivNIC または MultiPrivNIC リソースを設定します（これ
らが既存のクラスタに設定されている場合）。
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■

OCR と投票ディスク用の CFSMount と CVMVolDg リソースが cvm サービスグルー
プ下に設定されている場合、ノードがクラスタに追加された後、インストーラによってそ
のリソースがオンラインになります。
これらのリソースが他のサービスグループ内に設定されている場合は、新しいノードを
含むようにサービスグループを修正してから、サービスグループをオンラインにしてく
ださい。
メモ: OCR と投票ディスクが VCS 内に設定されていない場合は、次の手順を終了し
た後に OCR と投票ディスクを手動でマウントします。

■

新しいノードで CVM グループを開始します。

SF Oracle RAC インストーラを使って Oracle RAC を新しいノードにインストールするため
の準備をするには

1

新しいノードで SF Oracle RAC を設定した後に、Oracle RAC を設定するためのオ
プションが表示されます。
Create Oracle User and Group
Configure private IP addresses (PrivNIC configuration)
Configure private IP addresses (MultiPrivNIC configuration)
Finish

メモ: プライベート IP アドレスと、PrivNIC または MultiPrivNIC リソースを既存のク
ラスタで設定しているかどうかによって、オプション 2 または 3 が表示されます。
SF Oracle RAC インストーラメニューからオプション［Oracle のユーザーとグループ
の作成（Create Oracle User and Group）］を選択します。［次へ（Next）］をクリック
します。
p.484 の 「新しいノードでの Oracle ユーザーおよびグループの作成」 を参照してく
ださい。

2

Oracle Clusterware 用にプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定します
（既存クラスタの IP アドレスが PrivNIC リソースとして設定されている場合のみ）。
以下の場合は PrivNIC リソース設定を手動で更新する必要があります。
■

既存のクラスタ上の PrivNIC リソースが cvm 以外のグループ内に設定されてい
る場合。

■

既存のクラスタ上の PrivNIC リソース設定で各ノードの Device 属性が次のよう
に設定されていない場合:
Device@galaxy = {eth1=0, eth2=1}
Device@nebula = {eth1=0, eth2=1}
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［プライベート IP アドレスの設定（PrivNIC 設定)（Configure private IP addresses
（PrivNIC configuration））］オプションを選択します。［次へ（Next）］をクリックしま
す。
p.485 の 「Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設
定」 を参照してください。

3

Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用にプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースを設定します（既存クラスタの IP アドレスが MultiPrivNIC リ
ソースとして設定されている場合のみ）。
以下の場合は MultiPrivNIC リソース設定を手動で更新する必要があります。
■

既存のクラスタ上の MultiPrivNIC リソースが cvm 以外のグループ内に設定さ
れている場合。

■

既存のクラスタ上の MultiPrivNIC リソース設定で各ノードの Device 属性が次
のように設定されていない場合:
Device@galaxy = {eth1=0, eth2=1, eth3=2}
Device@nebula = {eth1=0, eth2=1, eth3=2}

［プライベート IP アドレスの設定（MultiPrivNIC 設定)（Configure private IP
addresses（MultiPrivNIC configuration））］オプションを選択します。［次へ（Next）］
をクリックします。
p.487 の 「Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースの設定」 を参照してください。

4

［完了（Finish）］を選択して、cvm グループを新しいノードで開始します。
メモ: cssd リソースは、新しいノードが Oracle Clusterware に追加されるまで
FAULTED と表示されます。

5

cssd リソースがクリティカルリソースとして設定されている場合、cvm グループは新

しいノードでオフラインになります。cssd リソースを非クリティカルにして cvm グルー
プがオンラインになるように設定を修正します。
■

既存のクラスタ内のノードのいずれかで、cssd リソースをクリティカルでないリソー
スとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

■ cvm

グループをオンラインにします。

# hares -online cvm -sys saturn

第 28 章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
新しいノードでの Oracle RAC のインストール準備

6

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 ada401 membership 012
Port b gen ada40d membership 012
Port d gen ada409 membership 012
Port f gen ada41c membership 012
Port h gen ada40f membership 012
Port o gen ada406 membership 012
Port u gen ada416 membership 012
Port v gen ada416 membership 012
Port w gen ada418 membership 012
Port y gen ada419 membership 012

7

8

「Oracle RAC をインストールする準備」の章の指示を使って、以下の追加の準備タ
スクを完了します。
■

Oracle RAC で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。

■

カーネルパラメータを設定します。

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認します。

■

リモートシェルおよびリモートコピーの環境用に Oracle ユーザー相当の権限を
設定します。

■

Oracle ユーザープロファイルを編集します。

■

OCR と投票ディスクのリソースが VCS 内に設定されていない場合は、OCR と投
票ディスクを手動でマウントします。

Oracle Clusterware と Oracle RAC データベースのホームディレクトリを手動で作
成します。

新しいノードでの Oracle ユーザーおよびグループの作成
次の手順を実行して新しいノードで Oracle ユーザーおよびグループを作成します。
メモ: ノードでセキュアシェルまたはリモートシェル接続を設定する前に、手動で Oracle
ユーザーのパスワードを設定します。
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新しいノードで Oracle ユーザーおよびグループを作成するには

1

既存のクラスタで Oracle RAC 操作に使用する Oracle ユーザー名を入力します。
メモ: 新しいノードに該当の Oracle ユーザーおよびグループがすでに存在する場
合、Oracle ユーザーおよびグループの UID と GID が現在のクラスタにあるものと
同じであることを確認します。
Enter Oracle UNIX user name:

［次へ（Next）］をクリックします。インストーラは、Oracle ユーザー名に基づいて、既
存のグループ情報と識別情報を取得します。

2

情報を確認します。
新しいノードにユーザーとグループが追加されます。

3

必要に応じて、セカンダリグループの情報を入力します。

4

［はい（Yes）］をクリックして、その他の設定タスクを続行します。

Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソー
スの設定
この手順は、プライベート IP アドレスが既存のクラスタ内で PrivNIC リソースとして設定
されている場合にのみ実行してください。
メモ: 新しいノードのプライベート相互接続のネットワークインターフェース名は、既存のク
ラスタのネットワークインターフェース名と同じにしてください。フェールオーバーの選択
肢を最大限に確保するために、PrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使
われます。
インストーラによって表示される事前設定の情報を確認し、必要条件を満たしていること
を確認してください。
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Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定するには

1

PrivNIC リソースの名前を入力します。インストーラにより既存の PrivNIC リソースの
名前が表示されます。既存のリソースの名前を指定します。
Enter the PrivNIC resource name:

［次へ（Next）］をクリックします。

2

インストーラによって IP アドレスが /etc/hosts ファイルに追加されるようにする場
合は、［はい（Yes）］をクリックします。
設定後に手動で IP アドレスをファイルに追加することもできます。
インストーラにより、クラスタの既存の PrivNIC リソースの設定が表示されます。
Resource name: ora_priv
System: galaxy
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IP address: 192.168.12.1
Alias for above IP: galaxy-priv
System: nebula
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IP address: 192.168.12.2
Alias for above IP: nebula-priv
Is this information correct?

3

情報を確認します。

4

新しいノードのプライベート IP アドレスとプライベートノード名を入力します。
Enter the private IP for saturn: 192.168.12.5
Enter Hostname alias for the above IP address:saturn-priv

［次へ（Next）］をクリックします。
新しいノードのリソースの設定が表示されます。
Resource name: ora_priv
System: saturn
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IP address: 192.168.12.5
Alias for above IP: saturn-priv
Is this information correct?
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5

情報を確認します。
インストーラにより、既存の PrivNIC リソースが新しいノードのリソース設定で更新さ
れ、新しいノードと既存のノードの /etc/hosts ファイルが更新されます（インストー
ラでファイルを更新することを選択した場合）。

6

［はい（Yes）］をクリックして、その他の設定タスクを続行します。

Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用のプライベート IP アド
レスと MultiPrivNIC リソースの設定
この手順は、プライベート IP アドレスが既存のクラスタ内で MultiPrivNIC リソースとして
設定されている場合にのみ実行してください。
メモ: 新しいノードのプライベート相互接続には、既存の nebula クラスタ上のインター
フェースと同じインターフェースを設定してください。フェールオーバーの選択肢を最大
限に確保するために、MultiPrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使われ
ます。
インストーラによって表示される事前設定の情報を確認し、必要条件を満たしていること
を確認してください。
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Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC リ
ソースを設定するには

1

MultiPrivNIC リソースの名前を入力します。インストーラにより既存の MultiPrivNIC
リソースの名前が表示されます。既存のリソースの名前を指定します。
Enter the MultiPrivNIC resource name:

［はい（Yes）］をクリックします。

2

インストーラによって IP アドレスが /etc/hosts ファイルに追加されるようにする場
合は、［はい（Yes）］をクリックします。
設定後に手動で IP アドレスをファイルに追加することもできます。
インストーラにより、クラスタの既存の MultiPrivNIC リソースの設定が表示されます。
Resource name: multi_priv
System: galaxy
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IPs on eth1: 192.168.12.1
Aliases for above IPs: galaxy-priv
Private IPs on eth2: 192.168.2.1
Aliases for above IPs: galaxy-priv1
System: nebula
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IPs on eth1: 192.168.12.2
Aliases for above IPs: nebula-priv
Private IPs on eth2: 192.168.2.2
Aliases for above IPs: nebula-priv1
Is this information correct?

3

情報を確認します。

4

新しいノードの eth1 インターフェースにプライベート IP アドレスと対応するプライ
ベートノード名を入力します。
Enter IP addresses for saturn for eth1
separated by space: 192.168.12.5
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: saturn-priv

［次へ（Next）］をクリックします。
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5

新しいノードの eth2 インターフェースにプライベート IP アドレスと対応するプライ
ベートノード名を入力します。
Enter IP addresses for saturn for eth2
separated by space: 192.168.2.6
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: saturn-priv1

［次へ（Next）］をクリックします。
新しいノードのリソースの設定が表示されます。
Resource name: multi_priv
System: saturn
Private Interfaces: eth1 eth2
Private IPs on eth1: 192.168.12.5
Aliases for above IPs: saturn-priv
Private IPs on eth2: 192.168.2.6
Aliases for above IPs: saturn-priv1
Is this information correct?

6

情報を確認します。
インストーラにより、既存の MultiPrivNIC リソースが新しいノードのリソース設定で
更新され、新しいノードと既存のノードの /etc/hosts ファイルが更新されます（イン
ストーラでファイルを更新することを選択した場合）。

7

［はい（Yes）］をクリックして、その他の設定タスクを続行します。

新しいノードに Oracle RAC をインストールするための手動での準備
Oracle RAC を新しいノードにインストールする前に、以下の準備タスクを手動で完了し
ます。
新しいノードに Oracle RAC をインストールする準備を行うには

1

Oracle ユーザーとグループを作成します。

2

Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定します。
p.497 の 「Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設
定」 を参照してください。

3

Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースを設定します。
p.498 の 「Oracle Clusterware と UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースの設定」 を参照してください。
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4

新しいノードで VCS を起動します。
p.499 の 「新しいノードでの VCS の起動」 を参照してください。

5

インストールする Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle RAC データ
ベースのホームディレクトリを作成します。
p.500 の 「新しいノードでの Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle
データベースのホームディレクトリの作成」 を参照してください。

6

「Oracle RAC をインストールする準備」の章の指示に従って、以下の追加の準備タ
スクを完了します。
■

Oracle RAC で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。

■

カーネルパラメータを設定します。

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認します。

■

リモートシェルおよびリモートコピーの環境用に Oracle ユーザー相当の権限を
設定します。

■

Oracle ユーザープロファイルを編集します。

Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソー
スの設定
ここでは、Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定す
る手順について説明します。
新しいノードに使うプライベート IP アドレスを特定します。IP アドレスが既存のクラスタと
同じサブネットにあることを確認してください。
手順では、新しいノードに次の IP アドレスを使います。
saturn の場合:

192.168.12.5
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Oracle Clusterware のプライベート IP アドレスを設定するには

1

main.cf ファイルのバックアップを作成します。次に例を示します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

アクティブノードの ora_priv リソースにプライベート IP アドレスを追加します。
# haconf -makerw
# hares -modify priv_resname Device -add nic1_node1 0 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify priv_resname Device -add nic2_node1 1 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify priv_resname Address "privnic_ip_newnode" ¥
-sys nodenew_name
# haconf -dump -makero

Oracle Clusterware と UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースの設定
ここでは、Oracle Clusterware と UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC
リソースを設定する手順を説明します。
新しいノードに対して使うプライベート IP アドレスを識別します。IP アドレスが既存のクラ
スタと同じサブネットに属することを確認します。
この手順では、新しいノードに対して次の IP アドレスを使います。
新しいノードの IP アドレス

192.168.12.5
192.168.2.6
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Oracle Clusterware のプライベート IP アドレスを設定するには
◆

次のコマンドを使用して、アクティブノードの multi_priv リソースにプライベート IP
を追加します。
# haconf -makerw
# hares -modify multipriv_resname Device -add eth1 0 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify multipriv_resname Device -add eth2 1 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify multipriv_resname Address -add ¥
multipriv_ip_newnode 0 -sys nodenew_name
# hares -modify multipriv_resname Address -add ¥
multipriv_udpip1_newnode 1 -sys nodenew_name
# haconf -dump -makero

新しいノードでの VCS の起動
VCS を起動する前に、新しいノードで cssd-pretend-offline ファイルを作成し、cssd
をクリティカルでないリソースにします。このようにしないと、Oracle Clusterware を新しい
ノードにインストールするまで cssd リソースは UNKNOWN 状態になるため、cvm グルー
プをオンラインにできません。
メモ: cssd リソースは、Oracle Clusterware が新しいノードにインストールされるまで
FAULTED/OFFLINE 状態のままになります。
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新しいノードで VCS を起動するには

1

既存のクラスタ内のノードのいずれかで、cssd リソースをクリティカルでないリソース
として設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

2

新しいノードに cssd-pretend-offline ファイルを作成します。
# touch /var/VRTSvcs/lock/cssd-pretend-offline

3

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

新しいノードでの Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と
Oracle データベースのホームディレクトリの作成
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレクトリ
は、既存のノード上にあるのと同じストレージに配置する必要があります。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 1 の場合、データベースのみがサポートされています。
Oracle RAC 11g リリース 1 について言及している手順は、Oracle データベースにのみ
適用されます。
既存のクラスタのストレージに応じて、ディレクトリの作成には次のいずれかのオプション
を使います。
ローカルファイルシステム

p.500 の 「ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには」
を参照してください。

Cluster File System

p.502 の 「Oracle Clusterware と Oracle データベース用のファイル
システムとディレクトリをクラスタファイルシステム上に作成するには」
を参照してください。

ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには

1

ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

次のいずれかの方法を使用して、ローカルファイルシステムを作成してマウントしま
す。
■

ネーティブオペレーティングシステムコマンドを使用する
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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。
■

Veritas File System（VxFS）コマンドを使用する

root ユーザーとして、各ノード上に VxVM ロー # vxdg init vxvm_dg ¥
dg_name
カルディスクグループを作成します。

# vxassist -g vxvm_dg make clus_volname size
Oracle Clusterware/Oracle Grid
Infrastructure バイナリ用のボリュームと Oracle # vxassist -g vxvm_dg make ora_volname size
バイナリ用のボリュームを別個に作成します。
ボリュームにファイルシステムを作成します。

# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/clus_volname
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/ora_volname

ファイルシステムをマウントします。

# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname ¥
clus_home
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

3

Oracle RAC 用のディレクトリを作成します。
# mkdir -p grid_base
# mkdir -p clus_home
# mkdir -p oracle_base
# mkdir -p oracle_home

4

ディレクトリに対して適切な所有権と権限を設定します。
# chown -R grid:oinstall grid_base
# chmod -R 775 grid_base
# chown -R grid:oinstall clus_home
# chmod -R 775 clus_home
# chown -R oracle:oinstall oracle_base
# chmod -R 775 oracle_base
# chown -R oracle:oinstall oracle_home
# chmod -R 775 oracle_home

5

リソースを VCS 設定に追加します。
p.502 の 「VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには」 を参照
してください。

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。
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VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS 設定ファイルの権限を変更します。
# haconf -makerw

2

VxVM ボリュームを VCS の下に設定します。
# hares -add dg_resname DiskGroup cvm
# hares -modify dg_resname DiskGroup vxvm_dg -sys nodenew_name
# hares -modify dg_resname Enabled 1

3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add clusbin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify clusbin_mnt_resname MountPoint ¥
"clus_home"
# hares -modify clusbin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname" -sys nodenew_name
# hares -modify clusbin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify clusbin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify clusbin_mnt_resname Enabled 1
# hares -add orabin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify orabin_mnt_resname MountPoint ¥
"oracle_home"
# hares -modify orabin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname" -sys nodenew_name
# hares -modify orabin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify orabin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify orabin_mnt_resname Enabled 1

4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link clusbin_mnt_resname vxvm_dg
# hares -link orabin_mnt_resname vxvm_dg

5

クラスタの各ノード上で、すべての手順を繰り返します。

Oracle Clusterware と Oracle データベース用のファイルシステムとディレクトリをクラス
タファイルシステム上に作成するには
クラスタの CVM マスターノードで次の手順を実行します。
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1

root ユーザーとして VxVM 共有ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init cvm_dg dg_name

2

Oracle Clusterware 用のボリュームと Oracle データベース用のボリュームを別個
に作成します。
# vxassist -g cvm_dg make clus_volname size
# vxassist -g cvm_dg make ora_volname size

3

Oracle ベースディレクトリ、Clusterware ホームディレクトリ、Oracle ホームディレク
トリを作成します。
# mkdir -p oracle_base
# mkdir -p oracle_home
# mkdir -p clus_home
# mkdir -p grid_base

4

ボリュームにファイルシステムを作成します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/cvm_dg/ora_volname

5

ファイルシステムをマウントします。各ノード上で、この手順を実行します。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/cvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

6

クラスタのすべてのノード上で所有権と権限を変更します。
# chown -R grid:oinstall grid_base
# chmod -R 775 grid_base
# chown -R grid:oinstall clus_home
# chmod -R 775 clus_home
# chown -R oracle:oinstall oracle_base
# chmod -R 775 oracle_base
# chown -R oracle:oinstall oracle_home
# chmod -R 775 oracle_home

7

CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを VCS 設定に追加します。
p.337 の 「CLI を使って CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを VCS 設定に追
加するには」 を参照してください。
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Oracle RAC への新しいノードの追加
Oracle RAC ノード追加手順を使って、Oracle Clusterware と Oracle RAC データベー
スをノードにインストールします。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。
Oracle Clusterware と Oracle RAC データベースをインストールした後、次のインストー
ル後タスクを実行します。
1.

ファイル /var/VRTSvcs/lock/cssd-pretend-offline を削除して、CSSD リソー
スをオンラインにします。

2.

CSSD が cvm グループに設定されていない場合は、CSSD リソースを含むサービス
グループに新しいノードの情報を追加します。

3.

新しいノード用の新しい Oracle RAC データベースインスタンスを追加します。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

4.

VCS 設定ファイルの新しいデータベースインスタンスを含むように、Oracle RAC デー
タベースのサービスグループを更新します。

5.

VCS で設定されている他のサービスグループについては、新しいノードのサービス
グループの設定を手動で更新します。

SFDB ツール用の認証を使用してクラスタにノードを追加
する
SFDB ツール用の認証を使用してクラスタにノードを追加するには、root ユーザーとして
次の手順を実行します

1

sfae_auth_op コマンドの -o export_broker_config オプションを使用して、す

でに認証済みのクラスタ内のノードから、認証データをエクスポートします。
-f オプションを使用して、エクスポートされたデータを格納されるファイル名を指定

します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o export_broker_config -f exported-data

2

scp または rcp といった、利用できるコピー方法で、エクスポートされたファイルを新

しいノードにコピーします。
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3

sfae_auth_op コマンドの -o import_broker_config オプションを使用して、新

しいノードに認証データをインポートします。
-f オプションを使用して、手順 2 でコピーしたファイルの名前を指定します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o import_broker_config -f exported-data
Setting up AT
Importing broker configuration
Starting SFAE AT broker

4

新しいノードの vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl stop
Stopping Veritas vxdbd
vxdbd stop succeeded

5

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。

6

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl start
Starting Veritas vxdbd
/opt/VRTSdbed/bin/vxdbd start SUCCESS

新しいノードは、クラスタと対話するように認証されて、SFDB コマンドを実行します。

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
設定で Database Storage Checkpoints、Database FlashSnap、SmartTier for Oracle
を使っている場合は、クラスタに追加した後に SFDB リポジトリを更新して新しいノードの
アクセスを有効にします。
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ノードを追加した後に SFDB リポジトリを更新するには

1

クラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに /var/vx/vxdba/rep_loc ファイ
ルをコピーします。

2

既存のクラスタノードに /var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイルが
ある場合は、そのファイルを新しいノードにコピーします。
既存のクラスタノードのどのノードにも
/var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイルがない場合は、必要な操

作はありません。
これで SFDB リポジトリへの新しいノードの追加が完了します。
SFDB ツールの使用方法については、『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。

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例
このファイル例は、ノードをクラスタに追加したときに起きる設定変更を理解するための参
照情報として使うことができます。
次に、ノード saturn を追加する前の既存の設定例を示します。
■

既存のクラスタ rac_cluster101 は、galaxy と nebula の 2 つのノードで構成され、
単一のデータベースをホスティングしています。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

Oracle Clusterware には、プライベート IP アドレスが 1 つのみ設定されます。高可
用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理されてい
ます。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

次の設定ファイルの例では、ノード「saturn」をクラスタに追加した後に設定内に起きる変
更を太字で示しています。

include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"

cluster rac_cluster101 (
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UserNames = { admin = bopHo}
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)

system galaxy (
)
system nebula (
)
system saturn (
)

メモ: 次の oradb1_grp グループに saturn ノードが追加されました。
group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)

メモ: 次の Oracle リソースに saturn ノードの情報が追加されました。
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Sid @saturn = vrts3
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
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Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires oradata_voldg

メモ: 次の CVM リソースと CVMCluster リソースに saturn ノードの情報が追加されまし
た。

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
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)

CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

メモ: 次の PrivNIC リソースに saturn ノードの情報が追加されました。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Device@nebula = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Device@saturn = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
Address@saturn = "192.168.12.5"
NetMask = "255.255.255.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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29
SF Oracle RAC クラスタから
のノードの削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタからのノードの削除について

■

クラスタからのノードの削除

■

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更

■

CP サーバーからのノード設定の削除

■

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する

■

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル

クラスタからのノードの削除について
SF Oracle RAC クラスタから 1つ以上のノードを削除できます。
クラスタからノードを削除するには、次の作業を実行する必要があります。
■

Oracle をサポートするサービスグループとリソースをオフラインにします。

■

VCS 下で設定されていないファイルシステムまたはクラスタファイルシステムのマウン
トポイントを使うアプリケーションを停止する。

■

ノードからデータベースインスタンスおよびソフトウェアを削除する。

■

削除するノード上の VCS を停止する。

■

ノードから Oracle Clusterware を削除します。
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■

VCS 下で設定されていないファイルシステムまたはクラスタファイルシステムのファイ
ルシステムのマウントを解除する。

■

ノードから SF Oracle RAC をアンインストールする。

■

既存のノードで VCS 設定ファイルを変更する。

■

CP サーバーからノード設定を削除する（設定されている場合）。

■

ノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する（セキュアクラスタに含まれている
場合）。

■

SFDB リポジトリを更新する（SFDB ツールを使っている場合）。

Veritas 製品インストーラではノードの削除はサポートされていません。手動でノードを削
除する必要があります。手順例では、3 つのノードで構成されるクラスタからノードを削除
する方法について説明しています。

クラスタからのノードの削除
クラスタからノードを削除するには、次の手順を実行します。この手順は、クラスタ内の残
りのいずれかのノードまたはリモートホストから実行できます。
クラスタからノードを削除するには

1

削除するノードで（VCS 制御下の場合） Oracle RAC サービスグループをオフライン
にします。
# hagrp -offline oracle_group -sys saturn

2

VxFS/CFS のマウントポイントを使い、VCS の下に設定されていないアプリケーショ
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

ノードから Oracle RAC のデータベースソフトウェアを削除します。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

4

ノード上で VCS を停止します。
# hastop -local

5

ノードから Oracle Clusterware を削除します。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

6

VCS の下に設定されていない VxFS/CFS のファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point
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7

SF Oracle RAC のインストーラを使ってノードから SF Oracle RAC をアンインストー
ルします。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallsfrac saturn

インストーラはすべての SF Oracle RAC プロセスを停止し、SF Oracle RAC パッケー
ジをアンインストールします。

8

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの VCS 設定ファイルを
変更します。
p.513 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更」 を参照してください。

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更
削除されたノードへの参照を削除するために、クラスタの残りのノードの設定ファイルを変
更します。
プロセスには次のものがあります。
■

「/etc/llthosts ファイルの編集」

■

「/etc/gabtab ファイルの編集」

■

「ノードの削除に伴う VCS 設定の変更」

main.cf の例について:

/etc/llthosts ファイルの編集
既存の各ノードで、削除されたノードへの参照を含んでいる行を削除するために
/etc/llthosts ファイルの編集を行います。
たとえば、saturn がクラスタから削除されるノードである場合、ファイルから「2 saturn」の
行を削除します。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

次のように変更します。
0 galaxy
1 nebula
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/etc/gabtab ファイルの編集
ノードを削除した後のシステムの数を反映するように、/etc/gabtab ファイルで次のコマ
ンドを変更します。
/sbin/gabconfig -c -nN

N はクラスタの残りのノード数です。
たとえば、2 つのノードが残っている場合は、次のようになります。
/sbin/gabconfig -c -n2

ノードの削除に伴う VCS 設定の変更
削除されたノードへの参照をすべて削除するために、VCS の設定ファイル main.cf を変
更します。
次のいずれかの方法で、設定を変更します。
■ /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを編集する

この方法は、アプリケーションのダウンタイムを必要とします。
■

コマンドラインインターフェースを使う
この方法は、残りのすべてのノードでアプリケーションをオンラインのままにできます。

次の手順は、コマンドラインインターフェースを使い、削除されたノードへの参照を削除す
るようにサンプルの VCS 設定を変更します。クラスタの既存のノードの 1 つから、手順を
実行します。手順では、残りのノードでアプリケーションをオンラインにしたまま、VCS の
設定を変更できます。
CLI を使って VCS の設定を変更するには

1

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.3node.bak

2

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

残りのノードを希望する順序で指定して、サービスグループの AutoStartList 属性
からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm AutoStartList galaxy nebula
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4

サービスグループの SystemList 属性からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm SystemList -delete saturn

5

サービスグループの CVMNodeId 属性からノードを削除します。
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -delete saturn

6

それらの設定で削除されたノードがある他のサービスグループ（データベースのサー
ビスグループや ClusterService グループなど）がある場合、それぞれに対して手順
4 と手順 5 を実行します。

7

すべての CFS マウントリソースの NodeList 属性から削除されたノードを削除します。
# hares -modify CFSMount NodeList -delete saturn

8

クラスタ上に存在する他のサービスグループのシステムリストから削除されたノードを
削除します。たとえば、ノード saturn を削除するには、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify crsgrp SystemList -delete saturn

9

クラスタシステムリストから削除されたノードを削除します。
# hasys -delete saturn

10 ディスクに新しい設定を保存します。
# haconf -dump -makero

11 VCS の設定からノードが削除されていることを検証します。
# grep -i saturn /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

ノードが削除されていない場合、この手順に記述されているように VCS のコマンドを
使ってノードを削除します。

CP サーバーからのノード設定の削除
SF Oracle RAC クラスタからノードを削除した後、次の手順を実行して、CP サーバーか
らそのノードの設定を削除します。
メモ: この手順は、cpsadm コマンドを使って実行します。cpsadm コマンドについて詳しく
は、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。
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CP サーバーからノード設定を削除するには

1

root ユーザーとして CP サーバーにログインします。

2

次のコマンドを使って、CP サーバーの VCS ユーザーのリストを表示します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで、cp_server は、CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名です。

3

クラスタから以前に削除したノードと関連付けられている VCS ユーザーを削除しま
す。
非セキュアモードの CP サーバーの場合
# cpsadm -s cp_server -a rm_user ¥
-e cpsclient@saturn -f cps_operator

4

CP サーバーからのノードエントリを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_node

5

-g vx

-h saturn -c rac_cluster101 -n 2

CP サーバーのノードのリストを表示して、ノードエントリが削除されたことを確認しま
す。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除
する
削除するノードが、セキュアモードで動作中のクラスタの一部であれば、ノード saturn か
らセキュリティのクレデンシャルを削除する必要があります。次の手順を実行します。
セキュリティのクレデンシャルを削除するには

1

AT プロセスを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh ¥
stop

2

クレデンシャルを削除します。
# rm -rf /var/VRTSvcs/vcsauth/data/
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ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
クラスタからノードを削除した場合は、SFDB リポジトリを更新する手順を実行する必要は
ありません。
クラスタにノードを追加した後の SFDB リポジトリの更新について詳しくは、以下を参照し
てください。
p.505 の 「ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新」
を参照してください。
製品を削除した後の SFDB リポジトリの削除について詳しくは、以下を参照してください。
p.600 の 「製品削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの削除」
を参照してください。

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル
このファイル例は、クラスタからノードを削除するときに必要な設定変更を理解するための
参照情報として使うことができます。
次に、ノード saturn を削除する前の既存の設定例を示します。
■

既存のクラスタ rac_cluster101 は 3 つのノード（galaxy 、nebula、saturn）で構
成され、単一のデータベースを管理します。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

Oracle Clusterware には、プライベート IP アドレスが 1 つのみ設定されます。高可
用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理されてい
ます。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

メモ: 次のサンプルファイルでは、ノード 「saturn」がクラスタから削除されるときに削除さ
れる設定情報を太字で示しています。

include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
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cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)

system galaxy (
)
system nebula (
)
system saturn (
)

メモ: 次のグループ oradb1_grp から、ノード saturn が削除される必要があります。
group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)

メモ: 次の Oracle リソースから、ノード saturn の情報が削除される必要があります。
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Sid @saturn = vrts3
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
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CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires oradata_voldg

メモ: 次の CVM と CVMCluster リソースから、ノード saturn の情報が削除される必要が
あります。

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2}
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
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CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)

CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

メモ: 次の PrivNIC リソースから、ノード saturn の情報が削除される必要があります。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Device@nebula = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Device@saturn = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
Address@saturn = "192.168.12.5"
NetMask = "255.255.255.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
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vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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7
障害回復環境の設定

■

第30章 障害回復用のキャンパスクラスタの設定

■

第31章 レプリケートグローバルクラスタの設定

■

第32章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
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30
障害回復用のキャンパスク
ラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC キャンパスクラスタの必要条件

■

ディザスタリカバリのための SF Oracle RAC キャンパスクラスタの設定

■

キャンパスクラスタのチューニングガイドライン

■

キャンパスクラスタのベストプラクティス

SF Oracle RAC キャンパスクラスタの必要条件
SF Oracle RAC キャンパスクラスタを設定するには、次のものが必要です。
■

ハードウェアの必要条件SF Oracle RAC
p.38 の 「ハードウェア必要条件」 を参照してください。

■

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

FlashSnap のライセンス

■

Site Awareness のライセンス

キーレスライセンスを使用すると、SF Oracle RAC のエンタープライズキーにより上記の
すべての機能が有効になります。
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ディザスタリカバリのための SF Oracle RAC キャンパス
クラスタの設定
SF Oracle RAC キャンパスクラスタを設定するには、次の高いレベルのタスクを実行しし
ます。
■

キャンパスクラスタを設定するための準備

■

データ破損を防止するための I/O フェンシングの設定

■

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

■

キャンパスクラスタ向けの VxVM ディスクグループの設定

■

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

■

VCS サービスグループの設定

設定手順を説明するために使われている設定例には、4 台のノードで構成される SF
Oracle RAC キャンパスクラスタ（各サイトに 2 台のノード）が含まれています。各ノードで、
Linux 上に SF Oracle RAC 6.0 がインストールされています。
表 30-1

キャンパスクラスタの設定例

サイト

ハードウェアの説明

サイト 1: SFRAC1

サーバー: galaxy と nebula
共有 LUN:
disk01
disk02
disk03
disk04（コーディネータディスクとして使われる）
disk5

サイト 2: SFRAC2

サーバー: mercury と jupiter
共有 LUN:
disk06
disk07
disk08
disk09（コーディネータディスクとして使われる）

サイト 3

共有 LUN disk10 (コーディネータディスクとして
使われる)
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キャンパスクラスタを設定するための準備
キャンパスクラスタを設定する前に、次の準備を完了する必要があります。
キャンパスクラスタを設定するための準備をするには

1

2

キャンパスクラスタの物理的なインフラストラクチャを設定します。
■

各ノードで、ローカルストレージアレイとリモートストレージアレイに対するアクセス
権を設定します。ストレージリンクは第 3 のサイトにも拡張します。

■

プライベートハートビートネットワークを設定します。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

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

3

両方のサイトのすべてのノードに SF Oracle RAC をインストールして設定します。
p.117 の 「SF Oracle RAC の設定について」 を参照してください。
サンプル設定では、4 つのノードすべてに SF Oracle RAC 6.0 をインストールして設
定します。

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

1

CDS ディスクとしてディスクを初期化します。
# vxdisksetup -i disk01 format=cdsdisk
# vxdisksetup -i disk02 format=cdsdisk
# vxdisksetup -i disk03 format=cdsdisk
# vxdisksetup -i disk05 format=cdsdisk
# vxdisksetup -i disk06 format=cdsdisk
# vxdisksetup -i disk07 format=cdsdisk
# vxdisksetup -i disk08 format=cdsdisk

2

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

サイト名は /etc/vx/volboot ファイルに格納されます。サイト名は次のようにして表
示します。
# vxdctl list | grep siteid
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たとえば、各サイトに 2 つのノードがある 4 ノードのクラスタでは、次のようにサイトに
マークを付けます。
第 1 のサイトのノード:
# vxdctl set site= SFRAC1

第 2 のサイトのノード:
# vxdctl set site= SFRAC2

3

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

4

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

次に例を示します。
# vxdisk settag site=SFRAC1 disk01
# vxdisk settag site=SFRAC1 disk02
# vxdisk settag site=SFRAC1 disk03
# vxdisk settag site=SFRAC2 disk06
# vxdisk settag site=SFRAC2 disk08

5

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

次に例を示します。
# vxdisk listtag
DEVICE
disk01
disk02
disk03
disk06
disk08

6

NAME
site
site
site
site
site

VALUE
SFRAC1
SFRAC1
SFRAC1
SFRAC2
SFRAC2

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

ocrvotedg で使われるディスクでは、サイトの一貫性を on に設定しないでください。

7

各サイトのディスクグループでサイトベースの割り当てを有効にします。
# vxdg -g oradata addsite SFRAC1
# vxdg -g oradata addsite SFRAC2

8

エンクロージャを使う場合は、両方のサイトのエンクロージャにタグを設定します。
# vxdg -o retain -g oradatadg setting encl:3pardata0 site=SFRAC1
# vxdg -o retain -g oradatadg setting encl:3pardata1 site=SFRAC2

9

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

すべてのホストに Site Awareness ライセンスをインストールすると、作成したボリュー
ムには、デフォルトで次のような特性が設定されます。
■

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

■

ボリュームはサイト間で自動的にミラー化されます。

■

読み取りポリシー（rdpol）は、siteread に設定されます。

■

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

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

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

12 OCR 用に 1 つと投票ディスク用に 1 つ、2 つのファイルを使用します。
# touch /ocr/ocr /ocr/vote

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

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。

キャンパスクラスタのベストプラクティス
次のベストプラクティスは堅ろうな SF Oracle RAC キャンパスクラスタを保証します。
■

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

■

アプリケーションに必要なデータが格納されたすべてのボリュームを均等にミラー化
する必要があります。FlashSnap ログボリュームを含め、アプリケーションデータをホ
スティングするすべてのボリュームのミラーを、各サイトに 1 つ以上配置する必要があ
ります。

■

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

■

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

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

■

ディスクベースまたは Coordination Point Server ベースのコーディネーションポイ
ントを置換するには、コーディネーションポイントのオンライン交換の手順を使います。
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31
レプリケートグローバルクラ
スタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC 環境でのレプリケーション

■

SF Oracle RAC グローバルクラスタの必要条件

■

SF Oracle RAC 環境でのグローバルクラスタの設定について

■

プライマリサイトでのクラスタの設定

■

セカンダリサイトでのクラスタの設定

■

両方のサイトのクラスタでのレプリケーションの設定

■

グローバルクラスタ向けの ClusterService グループの変更

■

リモートクラスタとハートビートオブジェクトの定義

■

グローバルクラスタ用の VCS サービスグループの設定

SF Oracle RAC 環境でのレプリケーション
グローバル VCS サービスグループを設定して、レプリケーションテクノロジを使うことで、
プライマリ SF Oracle RAC クラスタをセカンダリ SF Oracle RAC クラスタのレプリケーショ
ン用に設定できます。セカンダリサイトのOracle RACクラスタは単一ノードクラスタにでき
ます。たとえば、プライマリサイトを 2 ノードクラスタ、セカンダリサイトを 2 ノードまたは単
一ノードクラスタにできます。
次のいずれかのレプリケーションテクノロジを使えます。
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■

ホストベースのボリュームレプリケーションを行う Veritas Volume Replicator（VVR）。
VVR では、SF Oracle RAC の共有ディスクグループにデータボリュームをレプリケー
トできます。

■

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

■

SF Oracle RAC と VVR を使って、ファイアドリルを実行し、設定のディザスタリカバリ
機能を確認できます。
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC グローバルクラスタの必要条件
必要条件情報で、設定が SF Oracle RAC でサポートされていることを確認してください。
製品ライセンス情報について詳しくは、
p.67 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。
サポート対象のハードウェアとソフトウェアには、次の情報が用意されています。
■

p.37 の 「重要なプリインストール情報」 を参照してください。

■

ハードウェアの互換性を確認するためには、シマンテック社のテクニカルサポートの
Web サイトの現在の互換性リストを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH170013

■

p.534 の 「SF Oracle RAC のサポート対象のレプリケーションテクノロジ」 を参照してく
ださい。

SF Oracle RAC のサポート対象のレプリケーションテクノロジ
SF Oracle RAC では、Veritas レプリケーションエージェントを通して、次のレプリケーショ
ンテクノロジをサポートしています。
表 31-1

SF Oracle RAC グローバルクラスタのサポート対象のレプリケーショ
ンオプション

レプリケーション技術

サポート対象モード

Veritas Volume
Replicator（VVR）

■

非同期レプリケーション ホストベースのレプリケーション

■

同期レプリケーション

技術を支えるエージェント
■

RVGShared

■

RVGSharedPri

■

RVGLogOwner

サポート対象ソフトウェア
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レプリケーション技術

サポート対象モード

EMC SRDF

■

非同期レプリケーション 全バージョンの Solutions Enabler

サポート対象エージェント:
SRDF

■

同期レプリケーション

Hitachi True Copy

■

非同期レプリケーション 全バージョンの日立 CCI

サポート対象エージェント:
HTC

■

同期レプリケーション

IBM Metro Mirror

同期レプリケーション

サポート対象エージェント:
MetroMirror

サポート対象ソフトウェア

全バージョンの IBM DSCLI
MetroMirror エージェントは DS6000
と DS8000 アレイ用にサポートされます

IBM SVC

■

非同期レプリケーション SVC への SSH のアクセス

SVC CopyServices

■

同期レプリケーション

EMC Mirror View

■

非同期レプリケーション 全バージョンの NaviCLI

サポート対象エージェント:
MirrorView

■

同期レプリケーション:
個々の LUN のみレプリ
ケート可能

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

メモ: すべてのアレイは、SF Oracle RAC 用に SCSI-3 Persistent Reservation をサポー
トしている必要があります。
SF Oracle RAC を実行するグローバルクラスタでは、上記の表に記載の Veritas レプリ
ケーションエージェントを使うことができます。Veritas レプリケーションエージェントによ
り、ユーザーのレプリケーション設定でのアプリケーションのフェールオーバーとリカバリ
がサポートされます。このエージェントは、クラスタ間でデータがレプリケートされる環境に
対してこの機能をサポートします。
VCS エージェントがレプリケーションの方向を制御します。エージェントはレプリケーショ
ンの進捗や状態は監視しません。レプリケーションエージェントは、SF Oracle RAC ノー
ドに接続している、レプリケートされたデバイスの状態を管理します。エージェントは、リ
ソースがオンライン状態にあるシステムが設定済みのデバイスに安全にしかも排他的に
アクセスできるようにします。
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この情報はこの文書がリリースされる時点のものです。レプリケーションエージェントの現
時点での情報について詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

Veritas Cluster Server Agent for EMC SRDF Installation and Configuration
Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for Hitachi TrueCopy Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM Metro Mirror Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM SVC Installation and Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for EMC MirrorView Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle Data Guard Installation and
Configuration Guide

■

レプリケーションエージェントの最新の更新またはソフトウェア情報については、次の
URL のテクニカルサポート TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH46455

SF Oracle RAC 環境でのグローバルクラスタの設定につ
いて
Oracle RACのグローバルクラスタの設定には、多数のコンポーネント設定タスク間で、調
整が必要になります。このマニュアルでは、ガイドラインとしての手順を説明します。
グローバルクラスタの設定には次のタスクが必要です。
■

プライマリサイトで SF Oracle RAC クラスタを設定する

■

セカンダリサイトで SF Oracle RAC クラスタを設定する

■

両方のサイトでクラスタのレプリケーションを設定する

■

レプリケーション用の VCS サービスグループを設定する

■

HA/DR 設定をテストする

■

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替える

ご使用の設定の詳細は以下の手順例のと異なる場合があるため、特定の開始ポイント、
環境、および設定に応じて一部の SF Oracle RAC HA/DR 設定タスクを調整する必要が
あります。プライマリクラスタとセカンダリクラスタのインストール条件およびサンプルクラス
タの設定ファイルを確認してください。
必要条件については、
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グローバルクラスタで AT を設定する手順について:
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

プライマリサイトでのクラスタの設定
プライマリサイトには既存の SF Oracle RAC クラスタを使うか、または新規 SF Oracle RAC
クラスタをインストールして使うことができます。
計画情報については、次を参照してください。
p.35 の 「ディザスタリカバリ用の SF Oracle RAC グローバルクラスタの標準的な設定」 を
参照してください。
既存のクラスタをプライマリとして使っていて、グローバルクラスタを設定する場合は、次
の手順をスキップして、セカンダリクラスタの設定に進みます。
p.539 の 「セカンダリサイトでのクラスタの設定」 を参照してください。
メモ: グローバルクラスタに対応した GCO ライセンスが必要です。レプリケーションに VVR
を使う場合は、VVR ライセンスを有効にする必要があります。
既存のクラスタがなく、SF Oracle RAC グローバルクラスタ用の 2 つの新しいサイトを設
定する場合は、次の手順に従います。
プライマリサイトでクラスタとデータベースを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

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

3

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

4

SF Oracle RAC をインストールして設定します。
準備については
インストールについては
p.81 の 「SF Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。
設定については
p.117 の 「SF Oracle RAC の設定について」 を参照してください。
マルチノードクラスタに、I/O フェンシングを設定します。

537

538

第 31 章 レプリケートグローバルクラスタの設定
プライマリサイトでのクラスタの設定

5

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

6

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

7

■

Oracle RAC と CRS のバイナリのローカルストレージ

■

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

■

データベースファイル用のレプリケートストレージ

Oracle RAC のバイナリをインストールし、設定します。
p.345 の 「Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。
p.346 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアのインストール」 を
参照してください。
p.356 の 「Oracle RAC データベースソフトウェアのインストール」 を参照してくださ
い。
メモ: OCR と投票ディスクは、レプリケートされていない共有ストレージに存在する必
要があります。
Oracle RAC のインストールと設定が成功したら、CRS デーモンとリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。
$ crs_stat -t

8

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

9

以前の手順で作成したファイルシステムにデータベースを作成します。

10 このデータベースに VCS サービスグループを設定します。
11 すべての VCS サービスグループがオンラインであることを確認します。
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セカンダリサイトでのクラスタの設定
セカンダリサイトの設定必要条件は、プライマリサイトの必要条件に多少の追加を加えた
ものです。追加部分を次に示します。
グローバルクラスタの重要な必要条件
■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ名は一意である必要があります。

■

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

■

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

セカンダリサイトでのクラスタの設定
セカンダリサイトでクラスタを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

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

3

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

4

SF Oracle RAC をインストールして設定します。
準備については
インストールについては
p.81 の 「SF Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。
設定については
p.117 の 「SF Oracle RAC の設定について」 を参照してください。
マルチノードクラスタに、I/O フェンシングを設定します。

5

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

6

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

Oracle RAC と CRS のバイナリのローカルストレージ
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■

レプリケートされていない OCR と投票ディスクの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートストレージ

メモ: CRS/GRID とデータベースのバイナリに、同じディレクトリ構造、名前、権限を
使ってください。

7

Oracle RAC のバイナリをインストールし、設定します。
p.345 の 「Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。
p.346 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアのインストール」 を
参照してください。
p.356 の 「Oracle RAC データベースソフトウェアのインストール」 を参照してくださ
い。
メモ: OCR と投票ディスクは、レプリケートされていない共有ストレージに存在する必
要があります。
Oracle RAC のインストールと設定が成功したら、CRS デーモンとリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。
$ crs_stat -t

Oracle 11gR2 の場合、以下を使用します。
$ crsctl stat res -t

セカンダリサイトでのデータベースの設定
セカンダリサイトでデータベースを設定するには

1

データベースを作成しないでください。データベースはプライマリサイトからレプリケー
トされます。
■

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

■

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

2

プライマリの $ORACLE_HOME/dbs から init$ORACLE_SID.ora ファイルをセカン
ダリの $ORACLE_HOME/dbs にコピーします。

3

プライマリサイトで作成したように、セカンダリサイトに次のサブディレクトリを作成しま
す。
Oracle RAC 10g の場合:
$
$
$
$
$
$
$

mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

-p
-p
-p
-p
-p
-p
-p

/$ORACLE_BASE/admin/adump
/$ORACLE_BASE/admin/database_name/bdump
/$ORACLE_BASE/admin/database_name/cdump
/$ORACLE_BASE/admin/database_name/dpdump
/$ORACLE_BASE/admin/database_name/hdump
/$ORACLE_BASE/admin/database_name/udump
/$ORACLE_BASE/admin/database_name/pfile

Oracle 11gR1 と 11gR2 の場合:
$ ORACLE_BASE/diag
$ ORACLE_BASE/admin
$ ORACLE_BASE/admin/adump

Oracle 11g R2 リリースの場合のみ、プライマリサイトとセタンダリサイトの両方でファ
イルを編集します。
$ORACLE_HOME/dbs/init$ORACLE_SID.ora

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

4

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

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

■

Oracle の netca ユーティリティを使って、セタンダリサイトで listener.ora ファイ
ルと tnsnames.ora ファイルを設定します。
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5

セタンダリサイトで、Oracle ユーザーとして srvctl コマンドを使ってデータベース
を登録します。
データベースは、セカンダリのクラスタの任意のノードから 1 回のみ登録される必要
があります。
$ srvctl add database -d database_name -o oracle_home -p sp_file

6

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

クラスタの任意のノードから 1 回のみこの変更を実行する必要があります。

7

srvctl コマンドを使って、インスタンスを登録します。各ノードで次のコマンドを実行
します。
$ srvctl add instance -d database_name ¥
-i instance_name -n node-name

8

セカンダリのクラスタに複数のノードがあれば、すべてのノードのインスタンスを作成
する必要があります。
たとえば、データベース名が racdb である場合、mercury のインスタンス名は racdb1
で、jupiter では racdb2 です。
$ srvctl add instance -d racdb -i racdb1 - mercury - mercury
$ srvctl add instance -d racdb -i racdb2 - jupiter - jupiter

両方のサイトのクラスタでのレプリケーションの設定
データベースファイルのレプリケーションを設定する必要があります。レプリケーションを
設定したら、先に進む前に、テストして正しく機能していることを確認します。
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両方のサイトでレプリケーションを設定するには

1

ハードウェアベースのレプリケーションを使う場合は、レプリケーションを管理するた
めのレプリケーション管理ソフトウェアが両方のクラスタのすべてのノードにインストー
ルされていることを確認してください。

2

両方のサイトで、プライマリサイトでデータベースが格納されているディスクを特定し、
セカンダリサイトで対応するディスクと関連付けます。
VVR:
p.550 の 「プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定」 を参照してくださ
い。
ハードウェアベースのレプリケーション:
2 つのサイト間のレプリケーションの設定について詳しくは、ハードウェアのマニュア
ルを参照してください。

3

サイト間のレプリケーションを開始します。
VVR:
p.557 の 「データベースボリュームのレプリケーションの開始」 を参照してください。
適切な手順については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

グローバルクラスタ向けの ClusterService グループの
変更
SF Oracle RAC 用の VCS サービスグループが各クラスタに設定されています。クラスタ
間での通信のため、各クラスタにはクラスタに関連する追加の仮想 IP アドレスが必要で
す。通常、VCS のインストールと ClusterService グループの作成には、IP アドレスの指
定が必要です。
次の項目を設定して、グローバルクラスタを設定します。
■

ハートビート

■

ワイドエリアクラスタ（wac）

■

GCO IP（gcoip）

■

リモートクラスタリソース

グローバルクラスタについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。

ウィザードを使ったグローバルクラスタ設定の変更
グローバルクラスタウィザードでは、次のタスクを実行します。
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■

グローバルクラスタ環境をサポートする現在の設定の機能を検証する

■

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

■

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

それぞれのクラスタでグローバルクラスタ設定ウィザードを実行します。クラスタの各ノード
にグローバルクラスタのライセンスが必要です。
グローバルクラスタウィザードを使って、グローバルクラスタの ClusterService グループ
を変更するには

1

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

2

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

3

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

4

ローカルクラスタの仮想 IP アドレスを入力します。

5

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

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

1

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

2

プライマリサイトで、リモートクラスタと仮想 IP アドレスを定義します。
この例では、リモートクラスタが rac_cluster102 で、IP アドレスが 10.11.10.102 で
す。
# haclus -add rac_cluster102 10.11.10.102

3

プライマリクラスタの名前と IP アドレスを使い、セカンダリサイトの手順 1 と手順 2 を
完了します。
この例では、プライマリクラスタが rac_cluster101 で、IP アドレスが 10.10.10.101
です。
# haclus -add rac_cluster101 10.10.10.101

4

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

5

ハートビートリソースの次の属性を定義します。
■

ClusterList は、リモートクラスタを一覧表示します。

■

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

次に例を示します。
# hahb -modify Icmp ClusterList rac_cluster102
# hahb -modify Icmp Arguments 10.11.10.102 -clus rac_cluster102

6

設定を保存して、ローカルクラスタでアクセスを読み取り専用に変更します。
# haconf -dump -makero
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7

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

8

両方のシステムで hastatus -sum コマンドを使い、クラスタの状態を確認します。
# hastatus -sum
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9

haclus -list コマンドを実行することにより、グローバル設定を表示します。
# haclus -list
rac_cluster101
rac_cluster102

プライマリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster rac_cluster102 (
Cluster Address = "10.11.10.102"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster102 }
Arguments @rac_cluster102 = { "10.11.10.102" }
)
system galaxy (
)
.
.

セカンダリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster rac_cluster101 (
Cluster Address = "10.10.10.101"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster101 }
Arguments @rac_cluster101 = { "10.10.10.101" }
)
system mercury (
)
.
.

ハートビートオブジェクトの必須属性とオプション属性の設定について詳しくは、
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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グローバルクラスタ用の VCS サービスグループの設定
グローバルクラスタ用の VCS サービスグループを設定するには

1

2

データベースとリソースにグローバルグループを設定し、有効にします。
■

両方のサイトで VCS サービスグループを設定します。

■

両方のサイトでレプリケーションエージェントを設定します。

■

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

■

次に例を示します。
p.565 の 「プライマリサイトにおける VCS 設定の変更」 を参照してください。

HA/DR が設定済みの環境で実データをテストするには、セカンダリサイトへのテス
ト目的の移行計画を作成します。
次に例を示します。
p.574 の 「プライマリサイトの役割のセカンダリサイトへの移行」 を参照してください。
p.575 の 「新しいプライマリサイトの役割の、もとのプライマリサイトへの移行」 を参照
してください。

3

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替えます。

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

32
VVR を使ったグローバルク
ラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VVR を使ったグローバルクラスタの設定について

■

プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定

■

セカンダリサイトで VVR を使用したレプリケーションの設定

■

データベースボリュームのレプリケーションの開始

■

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

■

SF Oracle RAC グローバルクラスタでの VCS コマンドの使用

■

SF Oracle RAC グローバルクラスタでの VVR コマンドの使用

VVR を使ったグローバルクラスタの設定について
グローバルクラスタ用にクラスタを設定する前に、両方のクラスタに製品およびデータベー
スソフトウェアがインストールされ、設定されていることを確認します。
キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、正しいインストー
ルオプションが有効であることを検証します。グローバルクラスタに GCO オプションが必
要であり、VVR が使用可能である必要があります。
p.67 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。
SF Oracle RAC が稼動している 2 つのクラスタの設定が終了すると、VVR のあるグロー
バルクラスタ環境を設定できます。グローバルクラスタ環境のレプリケーションをサポート
するように、両方のクラスタ設定を修正する必要があります。
グローバルクラスタ用に SF Oracle RAC を設定するには次の作業が必要です。

550

第 32 章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定

■

両方のクラスタをグローバルクラスタ環境の一部として設定する
p.536 の 「SF Oracle RAC 環境でのグローバルクラスタの設定について」 を参照して
ください。

■

両方のサイトでクラスタのレプリケーションを設定する
p.550 の 「プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定」 を参照してください。
p.553 の 「セカンダリサイトで VVR を使用したレプリケーションの設定」 を参照してくだ
さい。

■

データベースのレプリケーションを開始する
p.557 の 「データベースボリュームのレプリケーションの開始」 を参照してください。

■

両方のサイトでクラスタのレプリケーション用の VCS を設定する
p.560 の 「VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーションのための VCS 設
定」 を参照してください。

プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定
VVR を使ってグローバルクラスタ環境でレプリケーションを設定するには、次の作業が必
要です。
■

まだ行っていない場合は、プライマリサイトのストレージでデータボリューム、SRL、お
よび RVG を保持するディスクグループを作成します。次に例を示します。

■

データベースのディスクグループで SRL（Storage Replicator Log）を作成します。
p.550 の 「プライマリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成」 を参照してください。

■

プライマリサイトに RVG（Replicated Volume Group）を作成します。
p.551 の 「プライマリサイトの RVG の設定」 を参照してください。

■

セタンダリサイトでデータと SRL ボリュームを作成後、プライマリサイトで
/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集します。
p.554 の 「/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集」 を参照してください。

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

セカンダリサイトのデータボリュームは、プライマリサイトのデータボリュームと同じ名前
にします。

■

データボリュームと SRL ボリュームは、同じディスクグループに含まれる必要がありま
す。

■

ハードウェアベースのミラー化を行わない場合は、データボリュームのミラー化を行い
ます。
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プライマリサイトでデータボリュームを作成するには
◆

Oracle RAC データベース用に作成されたディスクグループで、データ用にプライマ
リのデータボリュームと同じサイズのデータボリュームを作成します。この場合は、プ
ライマリサイトのボリューム rac_vol1 は 6.6 GB になります。
# vxassist -g oradatadg make rac_vol1 6600M nmirror=2 disk1 disk2

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

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

■

可能であれば、SRL は他にボリュームがないディスクで作成します。

■

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

次の手順例では、oradatadg はディスクグループ、rac1_vol はレプリケートされるデータ
ボリュームです。
プライマリサイトで SRL ボリュームを作成するには

1

プライマリサイトで、設定と使用量に基づき、SRL ボリュームのサイズを決定します。
詳しくは、Veritas Volume Replicator 関連のマニュアルを参照してください。

2

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

3

CVM マスターノードで、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g oradatadg make rac1_srl 6800M nmirror=2 disk4 disk5

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

4

SRL ボリュームがまだ開始されていない場合は、ディスクグループのすべてのボリュー
ムを開始することで SRL ボリュームを開始してください。
# vxvol -g oradatadg startall

プライマリサイトの RVG の設定
RVG（Replicated Volume Group）をプライマリサイトに作成する前に、ボリュームと CVM
グループがアクティブでオンラインになっていることを確認します。

552

第 32 章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定

プライマリサイトのレプリケーションオブジェクトの状態を見直すには

1

グループに含めるボリュームがアクティブであることを確認します。

2

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

ことを確認します。

3

各サイトで、vradmin が実行中であることを確認します。
#

ps -ef |grep vradmin
root

536594

598036

0 12:31:25

0

0:00 grep vradmin

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

プライマリ RVG を作成するコマンドは、次のようになります。
vradmin -g disk_group createpri rvg_name data_volume srl_volume

各オプションの説明
■

disk_group は、データベースを含むディスクグループ名

■

rvg_name は、RVG 名

■

data_volume は、VVR がレプリケートするボリューム

■

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

1

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

2

rac1_rvg RVG を作成するには、マスターノードで次のコマンドを実行します。
# vradmin -g oradatadg createpri rac1_rvg rac1_vol rac1_srl

このコマンドは、プライマリサイトに RVG を作成し、各データボリュームに Data Change
Map（DCM）を追加します。この場合、DCM はrac1_vol にあります。

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

セタンダリサイトのストレージのデータボリューム、SRL、および RVG を保持するため
のディスクグループを作成します。これらのボリュームの名前とサイズは、プライマリサ
イトのボリュームの名前とサイズに一致する必要があります。
p.553 の 「セカンダリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成」 を参照してください。

■

セカンダリサイトで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集します。
p.554 の 「/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集」 を参照してください。

■

プライマリサイトとセカンダリサイトのホスト名としてネットワーク RLINK 接続を設定す
る解決可能な仮想 IP アドレスを使用します。
p.555 の 「各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの設定」 を参照してください。

■

セカンダリサイトでレプリケーションオブジェクトを作成します。
p.556 の 「セカンダリサイトでのレプリケーション用ディスクグループの設定」 を参照し
てください。

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

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

■

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

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

■

ボリュームのミラー化を行います。

セカンダリサイトでデータと SRL のボリュームを作成するには

1

Oracle RAC データベース用に作成されたディスクグループで、データ用にプライマ
リのデータボリュームと同じサイズのデータボリュームを作成します。この場合は、プ
ライマリサイトのボリューム rac_vol1 は 6.6 GB になります。
# vxassist -g oradatadg make rac_vol1 6800M nmirror=2 disk1 disk2

2

プライマリサイトのボリュームと同じ名前とサイズを使って、SRL のボリュームを作成し
ます。データベースボリュームで使用しているディスクとは異なるが、データボリュー
ムを持つ同じディスクグループ上のディスクにボリュームを作成します。
# vxassist -g oradatadg make rac1_srl 1500M nmirror=2 disk4 disk6

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

1

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

2

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

3

プライマリクラスタの各クラスタノードで、/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、セカ
ンダリディスクグループの ID を 1 行に入力します。
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各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの設定
vradmin コマンドでオブジェクトを作成するには、プライマリサイトとセカンダリサイトのホ
スト名としてネットワーク RLINK 接続を設定する解決可能な仮想 IP アドレスが必要です。
各クラスタの RLINK に対して IP アドレスを設定するには

1

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

CVM マスターノードの RLINK を設定する必要があります。

2

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

パブリックネットワークインターフェースは eth0:1

■

仮想 IP アドレスは 10.10.9.101

■

ネットマスクは 255.255.255.0

■ # ifconfig eth0:1 inet 10.10.9.101 netmask 255.255.255.0 up

3

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

4

■

パブリックネットワークインターフェースは eth0:1

■

仮想 IP アドレスは 10.11.9.102

■

ネットマスクは 255.255.255.0

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

5

■

rac_cluster101 の IP アドレスは 10.10.9.101

■

rac_cluster102 の IP アドレスは 10.11.9.102

ping コマンドを使って、リンクが機能することを確認します。

555

556

第 32 章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
セカンダリサイトで VVR を使用したレプリケーションの設定

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

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

1

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

各オプションの説明
■

dg_pri は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ例:rac1_vol

■

rvg_pri はプライマリサイトの RVG。例:rac1_rvg

■

pri_host はプライマリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な仮
想ホスト名。
例: rac_cluster101_1

■

sec_host はセカンダリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な仮
想ホスト名。
例: rac_cluster102_1

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

vradmin -g oradatadg addsec rac1_rvg ¥
rac_cluster101_1
rac_cluster102_1

セカンダリサイトで、上のコマンドは次のタスクを実行します。

2

■

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

■

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

■

Data Change Map（DCM）をデータボリュームに追加します。

■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ RLINK をデフォルト名で作成しま
す。たとえば、この例で作成される「プライマリ」 RLINK は
rlk_rac_cluster101_1_rac1_rvg で、「セカンダリ」 RLINK は
rlk_rac_cluster102_1_rac1__rvg になります。

次のコマンドを実行して、RDS 内の RVG のリストを確認します。
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# vradmin -g oradatadg -l printrvg

次に例を示します。
Replicated Data Set: rac1_rvg
Primary:
HostName: 10.180.88.187 <localhost>
RvgName: rac1_rvg
DgName: rac1_vol
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
srl: rac1_srl
RLinks:
name=rlk_rac_cluster102_1_rac1_rvg, detached=on,
synchronous=off
Secondary:
HostName: 10.190.99.197
RvgName: rac1_rvg
DgName: oradatadg
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
srl: rac1_srl
RLinks:
name=rlk_rac_cluster101_1_rac1_rvg, detached=on,
synchronous=off

メモ: レプリケーションが開始されると、detached フラグの値でステータスが ON から
OFF に変化します。

データベースボリュームのレプリケーションの開始
プライマリサイトとセカンダリサイトの両方でレプリケーションの設定を終えたら、プライマリ
サイトからセカンダリサイトへのレプリケーションを開始できます。
デフォルトのレプリケーション設定で開始します。
■

レプリケーションのモード: synchronous=off

■

遅延保護: latencyprot=off

■

SRL オーバーフロー保護: srlprot_autodcm

■

パケットサイズ: packet_size=8400
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■

ネットワークプロトコル: protocol=UDP

初回の同期で使う方法
■

自動同期

■

Storage Checkpoint による完全同期

これらの設定の修正に関するガイドラインと初回の同期で使うレプリケーション方法の選
択に関する情報については
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

自動同期を使ったレプリケーションの開始
vradmin コマンドを実行すると、レプリケーションが開始され、ネットワークを通してプライ

マリサイトからセカンダリサイトへのデータ転送が開始されます。セカンダリサイトのクラス
タには、ホスト名が 1 つしかないので、コマンドに sec_host 引数は必要ありません。
自動同期を使ってレプリケーションを開始するには
◆

次のコマンドを使って、自動的にプライマリサイトからセカンダリサイトに RVG を同期
させます。
vradmin -g disk_group -a startrep pri_rvg sec_host

各オプションの説明
■

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

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG の名前

■

sec_host はセカンダリサイトの仮想ホスト名

次に例を示します。
# vradmin -g oradatadg -a startrep rac1_rvg
rac_cluster102

Storage Checkpoint による完全同期を使ったレプリケーションの開始
vradmin コマンドに Storage Checkpoint オプションを指定して実行し、Storage

Checkpoint による完全同期を使ったレプリケーションを開始します。
Storage Checkpoint による完全同期を使ってレプリケーションを開始するには

1

プライマリサイトから、完全同期でセカンダリサイトの RVG を同期させます（-c
checkpoint オプションを使用）。
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vradmin -g disk_group -full -c ckpt_name syncrvg pri_rvg sec_host

各オプションの説明
■

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

■

ckpt_name はプライマリサイトの Storage Checkpoint の名前

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG の名前

■

sec_host はセカンダリサイトの仮想ホスト名

次に例を示します。
# vradmin -g oradatadg -c rac1_ckpt syncrvg rac1_rvg
rac_cluster102

2

完全同期後にレプリケーションを開始するには、次のコマンドを入力します。
# vradmin -g oradatadg -c rac1_ckpt startrep rac1_rvg
rac_cluster102

レプリケーション状態の確認
レプリケーションが適切に機能しているかを確認します。
レプリケーションの状態を確認するには

1

VVR レプリケーションの状態を確認します。
# vradmin -g disk_group_name repstatus rvg_name
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2

その状況の flags 出力を確認します。出力は、connected および consistentの
ように表示されます。次に例を示します。
# vxprint -g oradatadg -l rlk_rac_cluster102_1_rac1_rvg
Rlink: rlk_rac_cluster102_1_rac1_rvg
info: timeout=500 packet_size=8400 rid=0.1078
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
state: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=autodcm
.
.
protocol: UDP/IP
checkpoint: rac1_ckpt
flags: write enabled attached consistent connected
asynchronous

VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーション
のための VCS 設定
グローバルクラスタ用に両方のクラスタを設定し、レプリケーション用にOracle RACデー
タベースを設定した後、VCS を設定して、データベースの高可用性を確保します。特に、
レプリケーションリソースを含むクラスタリソースを制御するために VCS エージェントを設
定します。
システムでサンプルの main.cf ファイルを表示するには:
# cd /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac
# ls *sfrac* sfrac07_main.cf sfrac08_main.cf

次のファイルには、CVM/VVR の設定例が含まれています。
sfrac_07_main.cf

sfrac_08_main.cf

次のサンプルの main.cf ファイルは、レプリケーション用に既存の Oracle RAC データ
ベースを設定した後の VCS 設定の変更点を示しています。
p.665 の 「sfrac07_main.cf ファイルと sample08_main.cf ファイル」 を参照してください。

レプリケーション用の VCS 設定の修正について
次のリソースは、レプリケーション用に設定または修正する必要があります。
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■

ログ所有者グループ

■

RVG グループ

■

CVMVolDg リソース

■

RVGSharedPri リソース

■

Oracle RACデータベースサービスグループ

サービスグループの修正についての詳細例は、
p.562 の 「修正の前後の設定例」 を参照してください。
サービスレプリケーションリソースについて詳しくは、
『Veriras Cluster Server Agents for Veritas Volume Replicator 設定ガイド』を参照
してください。

ログ所有者グループ
RVGLogowner リソースを含むログ所有者グループを作成します。RVGLogowner リソー
スは、次の項目から使用されます。
■

RVG 用の RLINK

■

RVGLogowner リソース。RVG およびそれに関連付けられたディスクグループは、
RVGLogowner リソースの属性として定義されます。

RVG ログ所有者サービスグループには、RVG を含むサービスグループとの
online-local-firm 依存関係があります。
VCS は次のエージェントを使って、次のリソースを制御します。
■

RVGLogowner エージェントを使って、RVGLogowner リソースを制御

■

RVGShared エージェントを使って、RVGShared リソースを制御

RVG グループ
RVGShared リソースレプリケーションオブジェクトを含む RVG グループを作成します。
RVGShared リソースと CVMVolDg リソースを一緒に、パラレルサービスグループに定義
します。このグループは、すべてのクラスタノードで同時にオンラインになる場合があるた
め、並行と定義されます。

CVMVolDg リソース
この場合、CVMVolDg リソースには CVMVolume 属性に対して指定されたボリュームは
含まれません。ボリュームは RVG リソースに含まれています。RVG のすべてのボリュー
ムが RVGShared リソースの RVG 属性によって定義されているので、CVMVolDg リソー
スの CVMVolume 属性は空白になっています。RVG サービスグループには、CVM サー
ビスグループとの online-local-firm 依存関係があります。
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CVMVolDg エージェントについて詳しくは、本マニュアルの
p.708 の 「 CVMVolDg エージェント」 を参照してください。

RVGSharedPri リソース
RVGSharedPri リソースを、既存のOracle RACデータベースサービスグループに追加し
ます。CVMVolDg リソースを、既存のOracle RACデータベースサービスグループから削
除する必要があります。

Oracle RACデータベースサービスグループ
既存のOracle RACデータベースサービスグループは、Oracle RACデータベースリソー
ス、CVMVolDg リソース、CFSMount リソースで構成されるパラレルグループです（デー
タベースがクラスタファイルシステム内にある場合）。プライマリとセカンダリサイトのクラス
タを ClusterList グループ属性値として指定することで、Oracle RACサービスグループ
をグローバルグループとして定義します。

修正の前後の設定例
既存の Oracle RAC データベースでレプリケーションを設定した後の VCS 設定への変
更を示す次の図を確認してください。
■

修正の前の設定:
図 32-1

■

修正の後の設定:
図 32-2

親グループと子グループの間のすべての依存関係は online local firm です。CVM サー
ビスグループは、その定義を変更する必要がないため、すべての図で同じです。
レプリケーションのための修正の前の設定:
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図 32-1

レプリケーションのための修正の前の依存関係の図（Oracle RAC
10g）
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レプリケーションのための修正の後の設定:
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レプリケーションのための修正の後の依存関係の図（Oracle RAC
10g）

図 32-2
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プライマリサイトにおける VCS 設定の変更
プライマリサイトにおける既存の VCS 設定の修正に必要な処理のうち、主なものは次の
通りです。
■

2 つのサービスグループを設定します。
■

RVGLogowner リソースを含むログ所有者グループ

■

RVGShared リソースレプリケーションオブジェクトを含む RVG グループ

■

ClusterList 属性と ClusterFailOverPolicy 属性を設定することで、RVGSharedPri
リソースを既存のOracle RACデータベースサービスグループに追加し、このグルー
プをグローバルグループとして定義します。

■

CVMVolDg リソースを既存の Oracle RAC データベースサービスグループから新し
く作成した RVG グループに移動します。

プライマリサイトの VCS を修正するには

1

プライマリクラスタ上のノードの 1 つにログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero

3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

vi などのテキストエディタを使って、main.cf ファイルを編集します。SF Oracle RAC
インストール後の設定ファイル例を確認します。
クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

異なるプラットフォームの RVGLogowner サービスグループの例を次に示します。
group rlogowner (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy,nebula }
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)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.10.9.101"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device = eth0
NetworkType = ether
NetworkHosts = "10.10.8.1"
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

5

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例
group RVGgroup (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy,nebula }
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg

6

クラスタとノードに最適な値を使って、Oracle RACサービスグループを修正します。
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■

プライマリとセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として指定
することで、Oracle RACサービスグループをグローバルグループとして定義しま
す。次の例にある太字の属性を参照してください。

■

ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を追加します。値は Manual にすることを
お勧めします。例の太字の属性を参照してください。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に CVMVolDg リソースが含まれていた場合は、それを削除します。
このリソースが RVG サービスグループの一部になります。

■

RVG サービスグループ（online-local-firm）に依存するようにサービスグループ
を指定します。

■

CVM サービスグループでデータベースサービスグループの既存の依存関係を
削除します。次の行を削除します。
requires group CVM online local firm

■

データベースの CFSMount とOracle RACデータベースの CVMVoldg の間の
既存の依存関係を削除します。次の行を削除します。
oradata_mnt requires oradata_voldg

次に示すのは、レプリケーション用のOracle RACデータベースサービスグループの
設定例です。
group database_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
ClusterList = { rac_cluster101 = 0, rac_cluster102 = 1 }
Parallel = 1
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { galaxy,nebula }
)
CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/racdb_vol"
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
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Oracle rac_db (
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Owner = Oracle
Home = "/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri
rac_db requires oradata_mnt

7

main.cf ファイルを保存して閉じます。

8

次のコマンドを使って、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検
証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

9

VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を新しい設定で再起動します。
# hastart

セカンダリサイトにおける VCS 設定の変更
セカンダリサイトにおける既存の VCS 設定の修正のための処理のうち、主なものは次の
通りです。
■

ログ所有者と RVG サービスグループを追加します。

■

サービスグループを追加して、Oracle RACデータベースとサポートするリソースを管
理します。

■

セカンダリサイトのクラスタがプライマリクラスタと対になるように、オブジェクトとエージェ
ントのレプリケーションを定義します。

次の手順は、プライマリサイトと同様です。
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セカンダリサイトの VCS を修正するには

1

セカンダリサイトのノードの 1 つに、root としてログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero

3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

vi などのテキストエディタを使って、main.cf ファイルを編集します。セカンダリサイト
で CVM グループを編集します。
SF Oracle RAC のインストール後の設定ファイル例を参照し、CVM 設定を確認しま
す。
例では、セカンダリサイトにノード mercury と jupiter から成る rac_cluster102 が
あります。セカンダリサイトで CVM サービスグループを変更するには、プライマリサ
イトの CVM グループをガイドとして使います。

5

クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

RVGLogowner サービスグループの例
group rlogowner (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.11.9.102"
NetMask = "255.255.255.0"
)
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NIC nic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.10.8.1" }
NetworkType = ether
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

6

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例を次に示します。
group RVGgroup (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg

7

Oracle RACサービスグループを追加します。プライマリサイトのOracle RACサービ
スグループを、セカンダリサイトのOracle RACサービスグループのモデルとして使い
ます。
■

プライマリとセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として指定
することで、Oracle RACサービスグループをグローバルグループとして定義しま
す。

第 32 章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーションのための VCS 設定

■

このグローバルグループにプライマリサイトのグループと同じ名前を割り当てま
す。たとえば、database_grp. です。

■

ClusterList クラスタ属性と ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を含めます。値
は Manual にすることをお勧めします。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に CVMVolDg リソースが含まれていた場合は、それを削除します。
このリソースが RVG サービスグループの一部になります。

■

RVG サービスグループに依存する（online-local-firm）ようにサービスグループ
を指定します。

次に、セカンダリサイトのOracle RACグループの例を示します。
group database_grp (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
ClusterList = { rac_cluster102 = 0, rac_cluster101 = 1 }
Parallel = 1
OnlineRetryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)

CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/racdb_vol"
Critical = 0
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
Oracle rac_db (
Sid @mercury = vrts1
Sid @jupiter = vrts2
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Owner = Oracle
Home = "/oracle/orahome"
Pfile @mercury = "/oracle/orahome/dbs/initvrts1.ora"
Pfile @jupiter = "/oracle/orahome/dbs/initvrts2.ora"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri
rac_db requires oradata_mnt

8

main.cf ファイルを保存して閉じます。

9

次のコマンドを使って、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を
検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

10 VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を新しい設定で再起動します。
# hastart
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11 すべてのリソースが VCS によってオンライン状態になったことを確認します。1 つの
ノードで、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

Oracle RAC、RVG および CVM の各グループは、プライマリサイトの両方のノード
でオンラインになりました。RVGLogOwner と ClusterService グループは、クラスタ
の 1 つのノードでオンラインです。RVG グループまたは RVGLogOwner グループ
のいずれかが部分的にオンラインになっている場合は、hagrp -online コマンドを
使って、手動でグループをオンラインにできます。セカンダリクラスタについても同様
にします。ただし、Oracle RACグループはオフラインにします。

12 サービスグループとそのリソースがオンラインであることを確認します。1 つのノード
で、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

Oracle RAC サービスグループがセカンダリサイトでオフラインでも、ClusterService、
CVM、RVG log owner、RVG グループはオンラインです。
これで、レプリケーションの VVR を使った SF Oracle RAC のグローバルクラスタの
セットアップが完了します。実稼動の前にグローバルクラスタをテストすることをお勧
めします。

SF Oracle RAC グローバルクラスタでの VCS コマンドの
使用
グローバルクラスタでの VCS コマンドについて詳しくは、
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC グローバルクラスタでの VVR コマンドの
使用
レプリケーションに VVR を使うように 2 つの SF Oracle RAC クラスタを設定している場
合、次の管理機能を利用できます。
■

リモートサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

セカンダリサイトによるプライマリサイトの役割のテイクオーバー
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プライマリサイトの役割の移行とテイクオーバーについて
移行とは、あるクラスタからリモートクラスタに、プライマリレプリケーションホストの役割を計
画的に転送することです。この転送によって、リモートクラスタのアプリケーションは、レプ
リケートデータをアクティブに使うことができます。前のプライマリクラスタは、保守または他
のアクティビティを行えるようになります。
テイクオーバーは計画されていないイベント（災害など）が障害を引き起こすときに発生
し、それによって、レプリケートデータを使うアプリケーションが、リモートクラスタでオンラ
インになる必要があります。

プライマリサイトの役割のセカンダリサイトへの移行
VCS 内のレプリケーションオブジェクトを設定した後、VCS のコマンドを使って、リモートク
ラスタにプライマリサイトのクラスタの役割を移行できます。次の手順では、VCS はレプリ
ケートデータベースのサービスグループ database_grp をプライマリサイトでオフラインに
し、それをセカンダリサイトでオンラインにします。これにより、セカンダリサイトはプライマ
リサイトの役割を担うようになります。
メモ: hagrp -switch コマンドでは、クラスタ内、またはグローバルクラスタ環境のクラス
タ間でパラレルグループを移行できません。
リモートサイトへプライマリサイトの役割を移行するには

1

プライマリサイトから、次のコマンドを使って、すべてのノードで Oracle サービスグ
ループをオフラインにします。
# hagrp -offline database_grp -any

VCS がプライマリサイトのすべての Oracle サービスグループをオフラインにするま
で待ちます。

2

プライマリとセカンダリ間の RLINK が最新であることを検証します。vxrlink -g コ
マンドに status オプションを指定して実行し、プライマリクラスタに RLINK を指定し
ます。プライマリクラスタの任意のノードからこのコマンドを実行できます。
例:
# vxrlink -g data_disk_group status rlk_rac_cluster102_priv_rac1_rvg

rlk_rac_cluster101_priv_rac1_rvg は RLINK です。

3

新しくプライマリサイトになったセカンダリサイトで、すべてのノードの Oracle サービ
スグループをオンラインにします。
# hagrp -online database_grp -any
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新しいプライマリサイトの役割の、もとのプライマリサイトへの移行
セカンダリサイトにプライマリサイトの役割を移行した後、VCS のコマンドを使って、もとの
プライマリサイトに新しいプライマリサイトのクラスタの役割を移行できます。次の手順で
は、VCS はレプリケートデータベースサービスグループ database_grp を新しいプライマ
リサイト（以前のセカンダリ）でオフラインにし、それをもとのプライマリサイトでオンラインに
します。これにより、もとのプライマリサイトがプライマリサイトの役割を担うようになります。
メモ: hagrp -switch コマンドでは、クラスタ内、またはグローバルクラスタ環境のクラス
タ間でパラレルグループを移行できません。
新しいプライマリサイトの役割をもとのプライマリサイトに移行するには

1

すべての CRS リソースがオンラインであることを確認し、グループ database_grp を
もとのプライマリサイトに切り替えます。
リモートサイト上で次のコマンドを実行します。
# hagrp -offline database_grp -any

2

プライマリとセカンダリ間の RLINK が最新であることを検証します。vxrlink -g コ
マンドに status オプションを指定して実行し、プライマリクラスタに RLINK を指定し
ます。現在のプライマリクラスタの任意のノードからこのコマンドを実行できます。
次に例を示します。
# vxrlink -g data_disk_group status rlk_rac_cluster101_priv_rac1_rvg

rlk_rac_cluster101_priv_rac1_rvg は RLINK です。

3

database_grp が新しいプライマリサイトでオフラインであることを確認します。次に、
database_grp をオンラインにするためにもとのプライマリサイトで次のコマンドを実
行します。
# hagrp -online database_grp -any

リモートクラスタによるプライマリの役割のテイクオーバー
テイクオーバーは、セカンダリサイトのリモートクラスタが、レプリケートデータを使うアプリ
ケーションを起動するときに発生します。この状況は、プライマリサイトが停止しているとセ
カンダリサイトが認識する場合や、プライマリサイトがアクセス不能（おそらく既知の理由
で）になるときに発生する可能性があります。プライマリの役割のテイクオーバーの概念に
ついて詳しくは、
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。
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セカンダリサイトでプライマリの役割をテイクオーバーできるようにする前に、セカンダリサ
イトの管理者はリモート（この場合、プライマリ）サイトでの障害のタイプを宣言し、haclus
コマンドのオプションの 1 つを使って障害のタイプを指定する必要があります。
テイクオーバーオプションは次のとおりです。
■

「災害（Disaster）」

■

「停電（Outage）」

■

「切断（Disconnect）」

■

「レプリカ（Replica）」

災害（Disaster）
プライマリサイトのクラスタがアクセス不能で、停止しているように見えるとき、管理者は障
害のタイプを「災害（Disaster）」と宣言します。たとえば、火事はプライマリサイト、ボリュー
ム内のすべてのデータを含むデータセンターを破壊することがあります。この宣言後、管
理者はセカンダリサイトにあるサービスグループをオンラインにし、「プライマリ」サイトとし
て運用できます。

停電（Outage）
セカンダリサイトの管理者は、一時的な停電など、既知の理由のためにプライマリサイトが
アクセス不能になっている場合、「停電（Outage）」として障害を宣言できます。通常、管
理者はプライマリサイトがもとの状態に戻ることを期待します。
停電の宣言が出された後、RVGSharedPri エージェントは DCM のログ記録を有効にし、
セカンダリサイトがプライマリのレプリケーションロールを維持します。もとのプライマリサイ
トが稼動するようになってもとの状態に戻った後、データがもとのクラスタと再同期化され
るときに、DCM のログ記録によって高速フェールバック再同期が可能になります。
現在のプライマリサイトからもとのプライマリサイトに高速フェールバックオプションを使っ
てデータの再同期化を試みる前に、もとのプライマリサイトでもとのデータのスナップショッ
トを作るよう、十分注意してください。この処理では、再同期が完了する前に現在のプライ
マリサイトがエラーとなった場合に使用するように、もとのプライマリサイトの有効なデータ
複製を作成します。
p.577 の 「テイクオーバーと再同期の例」 を参照してください。
p.577 の 「レプリカ（Replica）」 を参照してください。

切断（Disconnect）
クラスタが両方とも正しく機能し、クラスタ間のハートビートリンクが送られてこないとき、ス
プリットブレイン状態が発生しています。この場合、管理者はこのエラーを「切断
（Disconnect）」と宣言できます。これは、セカンダリサイトでプライマリサイトのロールをテ
イクオーバーする試行は起きないことを意味します。この宣言は勧告にすぎず、サーバー
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の停止ではなくネットワークの切断によりエラーが起きたことを示すメッセージを VCS ログ
に記録します。

レプリカ（Replica）
高速フェールバック方法を使って現在のプライマリサイトからもとのプライマリサイトにデー
タを再同期中に、現在のプライマリサイトがアクセス不能になるまれなケースでは、もとの
プライマリサイトの管理者は、高速フェールバック操作の開始前に取ったデータスナップ
ショット（ある場合）を使用してこの状況に対処できます。この場合、障害タイプは「レプリ
カ（Replica）」と指定されます。

テイクオーバーと再同期の例
この例は停電のテイクオーバーと再同期に必要な手順を説明します。
停電の後でテイクオーバーするには

1

セカンダリサイトの任意のノードから、haclus コマンドを実行します。
# haclus -declare outage -clus rac_cluster101

2

リモートクラスタの状態を宣言した後、セカンダリサイトの database_grp サービスグ
ループをオンラインにします。次に例を示します。
# hagrp -online -force database_grp -any
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停電の後で再同期するには

1

もとのプライマリサイトで、再同期の間に現在のプライマリサイトでエラーが発生する
場合に備えて、再同期化する前に RVG のスナップショットを作成します。ディスクグ
ループを data_disk_group、RVG を rac1_rvg として、次のように入力します。
# vxrvg -g data_disk_group -F snapshot rac1_rvg

RVG スナップショットについて詳しくは、『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。

2

RVG を再同期します。現在のプライマリサイトの任意のノードから、fbsync アクショ
ントークンを使って、hares コマンドに -action オプションを指定して実行し、
RVGSharedPri リソースを再同期化します。次に例を示します。
# hares -action ora_vvr_shpri fbsync -sys mercury

# vxdctl -c mode

3

現在のプライマリサイトからのもとのプライマリサイトへのデータの再同期が成功した
かどうかに応じて、次のコマンドのいずれかを実行します。
■

データの再同期が成功した場合は、snapback オプションを指定して vxrvg コ
マンドを実行し、指定の RVG のもとのボリュームにもとのプライマリサイトのスナッ
プショットボリュームを再接続します。
# vxrvg -g data_disk_group snapback rac1_rvg

■

データの再同期時にエラーが起きた（たとえば、再同期が進行中のときにプライ
マリ RVG に災害が起きた）場合、一貫性の失われたデータが生成される可能性
があります。
手順 1 で取ったスナップショットから RVG データボリュームの内容を復元できま
す。
# vxrvg -g data_disk_group snaprestore rac1_rvg

SF Oracle RAC の CVM および VVR コンポーネントのトラブルシュー
ティング
次のトピックは、SF Oracle RAC の VVR コンポーネントをトラブルシューティングする場
合に有用です。
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rlink の更新
rlink が最新ではない場合、RVG を同期するために resync アクショントークンを指定し
て hares -action コマンドを実行します。
次のコマンド例は、RVGSharedPri のリソース ora_vvr_shpri を指定する、プライマリク
ラスタの任意のノード（この場合、galaxy）で実行されます。
# hares -action ora_vvr_shpri resync -sys galaxy

広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント
VCS エージェントは、広域フェールオーバーの一部である外部オブジェクトを管理できま
す。これらのオブジェクトには、レプリケーション、DNS の更新などが含まれます。これら
のオブジェクトは、属性や再起動を指定するための堅ろうなフレームワークを備えており、
フェールオーバー時にオンラインにできます。
VCS は、他のアレイベースソリューションまたはアプリケーションベースソリューション用の
エージェントも提供します。ここでは、VVR（Veritas Volume Replicator）にバンドルされ
ているレプリケーションエージェントについて説明します。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てください。
メモ: RVG と RVGPrimary エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server
Agents for Veritas Volume Replicator 設定ガイド』を参照してください。

メモ: SF Oracle RAC では RVGSnapshot エージェントはサポートされていません。

DNS エージェント
DNS エージェントは、広域フェールオーバーの実行後、ドメインネームサーバーの正規
名マッピングを更新します。エージェントについて詳しくは、『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。

RVG エージェント
RVG エージェントは、RVG（Replicated Volume Group）を管理します。具体的には、
RVG のオンライン化、RVG への読み書きアクセスの監視および RVG のオフライン化を
行います。VVR を使ってレプリケーションを行う場合は、このエージェントを使います。
RVGPrimary エージェントは、アプリケーションのフェールオーバー後、セカンダリからプ
ライマリへの移行（つまりテイクオーバー）を行います。このエージェントでは、オフライン
化および monitor ルーチンに関連するアクションは実行されません。
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8
SF Oracle RAC のアンインス
トール

■

第33章 クラスタから SF Oracle RAC をアンインストールする準備

■

第34章 クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール
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33
クラスタから SF Oracle RAC
をアンインストールする準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストールについて

■

SF Oracle RAC をアンインストールするためのオプション

■

クラスタから SF Oracle RAC をアンインストールする準備

クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストールにつ
いて
uninstallsfrac プログラムを使って SF Oracle RAC をアンインストールできます。
メモ: SF Oracle RAC をアンインストールした後は、Veritas Volume Manager と Veritas
File System がクラスタからアンインストールされるため、Oracle データベースにアクセス
できません。SF Oracle RAC をアンインストールする前に、必ず Oracle データベースの
バックアップを作成してください。
図 33-1 に、クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストールに必要な手順を示します。
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SF Oracle RAC のアンインストール

図 33-1

各ノードで Oracle インスタンスを停止する
Oracle データベースのバックアップを作成する
ライブラリをリンク解除する（省略可能）
Oracle RAC バイナリをアンインストールする（省略可能）

いいえ

アプリケーションは
VCS で制御される
CFS と CVM を
使っているか?

CVM/CFS
を使うアプリケーションを停止する
各ノードの CFS をマウント解除する

はい

すべてのノード上で VCS を停止する
VxVM/VxFS を使い、VCS の制御下にないアプリケーションを
停止する
VCS の制御下にない各ノードの VxFS をマウント解除する

すべてのノードから SF Oracle RAC を削除する
ノードを再起動する

SF Oracle RAC をアンインストールするためのオプション
表 33-1 は、SF Oracle RAC をアンインストールするために利用可能なオプションの一覧
です。
表 33-1
オプション

SF Oracle RAC をアンインストールするためのオプション
説明

SF Oracle RAC アンインス SF Oracle RAC をアンインストールするときは uninstallsfrac プログ
トールプログラム
ラムを使います。
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オプション

説明

応答ファイル

SF Oracle RAC のアンインストールを自動化（無人アンインストール）
するときは、応答ファイルを使います。
p.602 の 「応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアンインストール」
を参照してください。

クラスタから SF Oracle RAC をアンインストールする準備
SF Oracle RAC をクラスタからアンインストールする前に、次の手順を実行します。
クラスタから SF Oracle RAC をアンインストールするために準備するには

1

Oracle インスタンスを停止します。
p.586 の 「Oracle インスタンスの停止」 を参照してください。

2

Oracle データベースのバックアップを作成します。
p.587 の 「Oracle データベースのバックアップ」 を参照してください。

3

Oracle RAC ライブラリから SF Oracle RAC ライブラリをリンク解除します（オプショ
ン）。
p.587 の 「Oracle RAC からの SF Oracle RAC ライブラリのリンク解除」 を参照してく
ださい。

4

Oracle RAC のアンインストール（オプション）
p.588 の 「Oracle RAC のアンインストール（オプション）」 を参照してください。

5

ルートディスクのカプセル化を解除します。
p.588 の 「ルートディスクのカプセル化の解除」 を参照してください。

6

CFS を使うアプリケーションを停止します（VCS の制御外）。
p.589 の 「CVM または CFS（VCS 制御外）を使うアプリケーションの停止」 を参照し
てください。

7

CFS ファイルシステムをマウント解除します（VCS の制御外）。
p.590 の 「CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」 を参照してくださ
い。

8

VCS を停止します。
p.590 の 「VCS の停止」 を参照してください。
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9

VxFS を使うアプリケーションを停止します（VCS の制御外）。
p.591 の 「VxVM または VxFS（VCS 制御外）を使うアプリケーションの停止」 を参照
してください。

10 VxFS ファイルシステムをマウント解除します（VCS の制御外）。
p.591 の 「VxFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」 を参照してくださ
い。

Oracle インスタンスの停止
SF Oracle RAC をアンインストールするクラスタノードの Oracle Clusterware と Oracle
インスタンスを停止する必要があります。 Oracle インスタンスを停止する前に、Oracle が
含まれているサービスグループに依存しているアプリケーションを停止します。
この項の手順は、2 ノードクラスタ（ノードは galaxy と nebula）のインスタンスを停止する
方法を示します。 Oracle インスタンスを停止する手順は、VCS 設定によって異なることが
あります。
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Oracle インスタンスを停止するには

1

クラスタ内のいずれかのノードでスーパーユーザーとしてログインします。

2

各ノードで、VCS 設定ファイル（main.cf）の Oracle リソースをオフラインにします。
# hagrp -offline oracle_group -sys node_name

次に例を示します。
# hagrp -offline ora1 -sys galaxy
# hagrp -offline ora1 -sys nebula

これらのコマンドは、VCS 制御下にある Oracle リソースを停止します。
データベースが VCS によって管理されていない場合は、Oracle データベースを次
のように停止します。
$ srvctl stop database -d db_name

3

Oracle の状態（データベースが VCS によって管理されている場合）がオフラインで、
CVM サービスグループがオンラインであることを確認します。
# hagrp -state
Group
ora1
ora1
cvm
cvm

Attribute
State
State
State
State

System
galaxy
nebula
galaxy
nebula

Value
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|

Oracle データベースのバックアップ
Oracle データベースを保持する場合は、Oracle データベースのバックアップを作成す
る必要があります。
Oracle データベースのバックアップの作成手順については、Oracle のマニュアルを参
照してください。

Oracle RAC からの SF Oracle RAC ライブラリのリンク解除
Oracle RAC バイナリを再利用する場合は、Oracle RAC から SF Oracle RAC ライブラリ
をリンク解除します。
メモ: アンインストール後は、Veritas File System 上にある Oracle RAC バイナリにアク
セスすることはできません。
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Oracle RAC ライブラリから SF Oracle RAC ライブラリをリンク解除するには

1

Oracle の Clusterware を停止します。
# hares -offline cssd_resname -sys node_name

2

Veritas VCSMM ライブラリをリンク解除します。
Oracle ライブラリがローカルストレージ上にある場合は、各ノードでこの手順を実行
します。Oracle ライブラリが共有ストレージにインストールされている場合は、1 つの
ノードでのみこの手順を実行します。
$ cd $GRID_HOME/lib
$ ln -sf $GRID_HOME/lib/libskgxns.so libskgxn2.so

3

Veritas ODM ライブラリをリンク解除します。
Oracle ライブラリがローカルストレージ上にある場合は、各ノードでこの手順を実行
します。Oracle ライブラリが共有ストレージにインストールされている場合は、1 つの
ノードでのみこの手順を実行します。
$ cd $ORACLE_HOME/lib
$ ln -sf $ORACLE_HOME/lib/libodmd11.so libodm11.so

Oracle RAC のアンインストール（オプション）
SF Oracle RAC をアンインストールした後は、Oracle データベースを使うことができませ
ん。ただし、Oracle Clusterware とデータベースバイナリが Veritas ファイルシステムに
インストールされていなければ、Oracle RAC ソフトウェアを使い続けることができます。
Oracle RAC を使い続けるには、前のトピックの説明に従って SF Oracle RAC ライブラリ
を Oracle RAC からリンク解除します。
Oracle RAC のアンインストール手順については、Oracle のマニュアルを参照してくださ
い。

ルートディスクのカプセル化の解除
この手順は、VxVM と VVR RPMsを削除する予定の場合にのみ実行します。
VxVM と VVR がインストールされている場合は、クラスタ内のすべてのノードから VxVM
RPMsを削除するかどうかをインストーラに指示する必要があります。これらのRPMsを削
除する場合は、ルートディスクがカプセル化されていないことを確認する必要があります。
ルートディスクがカプセル化されているときは、これらのRPMsを削除するように選択する
とアンインストールに失敗します。
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/dev/vx/dsk/rootvol がルート（/）ファイルシステムとしてマウントされていると表示さ

れた場合、ルートディスクは VxVM の制御下にあります。制御下にある場合は、次の手
順に従ってルートディスクのミラー化およびカプセル化を解除します。
ルートディスクのカプセル化を解除するには

1

vxplex のコマンドを使って、ルートディスク以外のディスクにあるボリューム rootvol、
swapvol、usr、var opt、home のすべてのプレックスを削除します。
たとえば、次のコマンドを実行すると、ルートディスク以外のディスク上に設定された
mirrootvol-01 と mirswapvol-01 プレックスが削除されます。
# vxplex -o rm dis mirrootvol-01 mirswapvol-01

メモ: もとのディスクパーティションに対応しているルートディスク上のプレックスを削
除しないでください。

2

ボリュームデバイスからではなくディスクパーティションから直接アクセスできるように
するには、ルートディスクにあるすべてのカプセル化ボリュームを変換します。正常
に変換するためには、vxunroot のルートディスクに加え、rootdg ディスクグループ
に少なくとももう 1 つ別のディスクが必要です。
# /etc/vx/bin/vxunroot

3

ルートディスクのカプセル化が解除されたことを確認するには
# df -v /

カプセル化が解除された後、システムはカプセル化されていないルートディスクから
再起動されます。

CVM または CFS（VCS 制御外）を使うアプリケーションの停止
VCS によって制御されていない CVM ボリュームまたは CFS マウントポイントを使うアプリ
ケーションを停止する必要があります。
CVM または CFS（VCS 制御外）を使うアプリケーションを停止するには

1

アプリケーション固有のコマンドを使って、CVM または CFS を使うアプリケーション
を停止します。

2

CFS マウントポイントを使っているプロセスがないことを確認します。
# fuser -c mount_point
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CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）
すべてのノードで、VCS の制御下にない CFS ファイルシステムのマウントを解除する必
要があります。
VCS の制御下にない CFS ファイルシステムをマウント解除するには

1

mount コマンドの出力をチェックすることで、マウント解除する必要があるファイルシ
ステムを判断します。このコマンドによって、すべてのマウント済みクラスタファイルシ
ステムの一覧が表示されます。main.cf ファイルを参照して、VCS の制御下にある
ファイルを識別します。
# mount | grep vxfs | grep cluster

2

VCS が制御していないすべてのファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point

VCS の停止
VCS を停止して、すべてのノードのサービスグループをオフラインにします。
この処理によってレプリケーションサービスグループもオフラインになるため、レプリケー
ションも停止します。
VCS を停止するには

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

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

3

VCS が停止したことを確認するには、gabconfig -a コマンドの出力を確認します。
このコマンド出力には、VCS エンジンまたは HAD（High Availability Daemon）ポー
ト h が表示されていません。 この出力は VCS が停止していることを示しています。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0b membership 01
Port b gen 5c3d10 membership 01
Port d gen 5c3d0c membership 01
Port o gen 5c3d0f membership 01
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VxVM または VxFS（VCS 制御外）を使うアプリケーションの停止
VCS の制御下にない VxVM ボリュームまたは VxFS マウントポイントを使うすべてのアプ
リケーションを停止する必要があります。
VxVM または VxFS（VCS 制御外）を使うアプリケーションを停止するには

1

アプリケーション固有のコマンドを使って、VxVM または VxFS を使うアプリケーショ
ンを停止します。

2

VxFS マウントポイントを使っているプロセスがないことを確認します。
# fuser -c mount_point

VxFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）
すべてのノードで、VCS の制御下にない VxFS ファイルシステムのマウントを解除する必
要があります。
メモ: 再ブートの問題を回避するためには、/etc/fstab ファイルから VxFS のすべてのエ
ントリを削除する必要があります。
VCS の制御下にない VxFS ファイルシステムをマウント解除するには

1

mount コマンドの出力を調べることによって、マウント解除する必要があるファイル
システムを確認します。このコマンドはマウントされているすべてのファイルシステム
を表示します。
# mount | grep vxfs

2

VCS の制御下にない各ファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point
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34
クラスタからの SF Oracle
RAC のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール

■

Veritas の Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC のアンインストール

■

応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアンインストール

クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール
uninstallsfrac プログラムを使って SF Oracle RAC クラスタ内のすべてのノードから SF
Oracle RAC RPMsを削除できます。uninstallsfrac プログラムには、製品ディスクまたは
/opt/VRTS/install ディレクトリからアクセスできます。
SF Oracle RAC をクラスタから削除するには、次の手順を実行します。
SF Oracle RAC をクラスタから削除するには

1

削除スクリプトを使って CP サーバー設定を削除します。
p.594 の 「 削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除」 を参照してください。

2

SF Oracle RAC RPMsを削除します。アンインストールプログラムまたは応答ファイ
ルを使ってRPMsを削除できます。
アンインストールプログラムを使用する場合
p.598 の 「SF Oracle RAC RPMsの削除」 を参照してください。
応答ファイルを使用する場合
p.602 の 「応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアンインストール」 を参照してく
ださい。
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3

その他の設定ファイルを削除します（オプション）。
p.600 の 「その他の設定ファイルの削除（オプション）」 を参照してください。

4

製品を削除した後で、SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリを削除
します。
p.600 の 「製品削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの削
除」 を参照してください。

5

ノードを再ブートします。
# shutdown -r now

削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除
ここでは、CP サーバーをホストしているノードまたはクラスタから CP サーバー設定を削除
する方法について説明します。
警告: 設定を削除する CP サーバーを使用している SF Oracle RAC クラスタ（アプリケー
ションクラスタ）がないことを確認します。
CP サーバー設定ユーティリティ（configure_cps.pl）を使用して、CP サーバー設定を
削除できます。CP サーバーの設定を削除することを選択すると、ユーティリティにより、次
のタスクが実行されます。
■

すべての CP サーバー設定ファイルの削除

■

CP サーバーの VCS 設定の削除

ユーティリティを実行した後、ノードまたはクラスタから VCS をアンインストールできます。
メモ: CP サーバーの設定を削除する場合、設定ユーティリティは CP サーバーごとに 1
回だけ実行する必要があります（シングルノードの VCS クラスタまたは SFHA クラスタで
ある場合もあります）。
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CP サーバー設定を削除するには

1

設定の削除スクリプトを実行するには、CP サーバー設定を削除するノードで次のコ
マンドを入力します。
root@mycps1.symantecexample.com # /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl

2

CP サーバーの設定を削除するには、メニューからのオプション 3 を選択します。
VERITAS COORDINATION POINT SERVER CONFIGURATION UTILITY
=======================================================
Select one of the following:
[1] Configure Coordination Point Server on single node VCS system
[2] Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
[3] Unconfigure Coordination Point Server

3

警告メッセージを確認し、CP サーバーの設定の削除を確定します。
WARNING: Unconfiguring Coordination Point Server stops the
vxcpserv process. VCS clusters using this server for
coordination purpose will have one less coordination point.
Are you sure you want to bring down the cp server? (y/n)
(Default:n) :y

4

5

CP サーバーの設定を削除するには、スクリプトが以下の手順を実行するときの画面
出力を確認します。
■

CP サーバーの停止

■

VCS 設定からの CP サーバーの削除

■

リソースの依存関係の解除

■

CP サーバーのサービスグループ（CPSSG）がオンラインの場合はオフラインに
する

■

VCS 設定から CPSSG サービスグループを削除する

CP サーバーデータベースを削除するには、y と応答します。
Do you want to delete the CP Server database? (y/n) (Default:n) :
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6

プロンプトで y と入力して、CP サーバーデータベースの削除を確認します。
Warning: This database won't be available if CP server
is reconfigured on the cluster. Are you sure you want to
proceed with the deletion of database? (y/n) (Default:n) :

7

y と応答して、CP サーバーの設定ファイルとログファイルを削除します。
Do you want to delete the CP Server configuration file
(/etc/vxcps.conf) and log files (in /var/VRTScps)? (y/n)
(Default:n) : y

8

hagrp -state コマンドを実行して、CPSSG サービスグループがノードから削除さ

れたことを確認します。次に例を示します。
root@mycps1.symantecexample.com # hagrp -state CPSSG
VCS WARNING V-16-1-40131 Group CPSSG does not exist
in the local cluster

CP サーバーのフェンシング設定の手動削除
次の手順では、CP サーバーから CP サーバーのフェンシング設定を手動で削除する方
法について説明します。この手順は、サーバーベースの I/O フェンシングの停止と削除
を行うプロセスの一部として実行されます。
メモ: この手順は、SF Oracle RAC クラスタが停止されて、SF Oracle RAC クラスタソフト
ウェアがアンインストールされるまでに実行する必要があります。
この手順は、今後、CP サーバーデータベースを再利用して、同じSF Oracle RAC クラス
タにサーバーベースのフェンシングを設定できるようにするために必要です。
手動で CP サーバーのフェンシング設定を削除するには、次の手順を実行します。
メモ: cpsadm コマンドは次の手順で使います。cpsadm コマンドについて詳しくは、『Veritas
Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。
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CP サーバーのフェンシング設定を手動で削除するには

1

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーからすべてのSF Oracle RAC クラス
タノードを登録解除します。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node -u uuid -n nodeid

2

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーからSF Oracle RAC クラスタを削除し
ます。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus -u uuid

3

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーから CP サーバーと通信しているすべ
てのSF Oracle RAC クラスタユーザーを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_user -e user_name -g domain_type

4

SF Oracle RAC クラスタソフトウェアのアンインストールに進みます。

手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除する
次の手順により、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）から手動でクラスタ
の詳細を削除できます。
手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除するには

1

CP サーバークラスタのノードをリスト表示します。

# cpsadm -s mycps1 -a list_nodes
ClusterName
===========
cluster1

UUID
Hostname(Node ID) Registered
===================================
================ ===========
{3719a60a-1dd2-11b2-b8dc-197f8305ffc0} node0(0)
1

2

CP サーバーのユーザーをリスト表示します。

# cpsadm -s mycps1 -a list_users
Username/Domain Type Cluster Name/UUID
==================== ==================
cpsclient@hostname/vx cluster1/{3719a60a-1dd2-11b2-b8dc-197f8305ffc0}

Role
=======
Operator
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3

CP サーバークラスタから、手順 2 でリスト表示されたクラスタの各ユーザーの権限を
削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_clus_from_user
-c cluster1 -e cpsclient@hostname -g vx -f cps_operator
Cluster successfully deleted from user cpsclient@hostname privileges.

4

手順 2 でリスト表示されたクラスタの各ユーザーを削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_user -e cpsclient@hostname -g vx
User cpsclient@hostname successfully deleted

5

CP サーバークラスタに登録されている各ノードを登録解除します。手順 1 での登録
済みノードの出力を参照してください。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a unreg_node -c cluster1 -n 0
Node 0 (node0) successfully unregistered

6

CP サーバークラスタから各ノードを削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_node -c cluster1 -n 0
Node 0 (node0) successfully deleted

7

クラスタを削除します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_clus -c cluster1
Cluster cluster1 deleted successfully

8

クラスタの詳細が正常に削除されることを確認します。
# cpsadm -s mycps1 -a list_nodes
ClusterName
===========

UUID
================

Hostname(Node ID) Registered
================ ===========

# cpsadm -s mycps1 -a list_users
Username/Domain Type Cluster Name/UUID
==================== ==================

Role
=======

SF Oracle RAC RPMsの削除
開いているボリュームがない場合にのみ、uninstallsfrac プログラムはこれらのRPMsを
削除できます。
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インストーラで次のタスクが実行されます。
■

SF Oracle RAC RPMsを削除します。

■

インストールされている言語RPMsがあれば削除します。

メモ:
/opt/VRTS、/opt/VRTSperl、/etc/VRTSvcs、/var/VRTSvcs、/var/VRTSat_lhc、/var/VRTSat

の各ディレクトリはアンインストール後も削除されずに残ります。これらのディレクトリには、
後で参照できるログと設定情報が格納されています。これらのディレクトリは削除してもし
なくても構いません。
SF Oracle RAC RPMsを削除するには

1

クラスタ内のいずれかのノードでスーパーユーザーとしてログインします。

2

uninstallsfrac プログラムのあるディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

3

uninstallsfrac プログラムを起動します。
# ./uninstallsfrac galaxy nebula

ログが作成されるディレクトリと著作権情報が表示されます。

4

SF Oracle RAC をアンインストールすることを確認します。
All SF Oracle RAC processes that are currently running
must be stopped.
Do you want to stop SF Oracle RAC processes now?
[y,n,q,?] (y) y

メモ: VxFS ファイルシステムをまだマウント解除していない場合は、ファイルシステム
のマウント解除を要求するメッセージが表示されます。続行する前に必ずファイルシ
ステムをマウント解除してください。
次のタスクが実行されます。
■

エージェントを停止し、アンインストールを続行するための検証を各ノードで実行
します

■

SF Oracle RAC プロセスを停止し、SF Oracle RAC RPMsをアンインストールし
ます。

■

アンインストールの概略、応答ファイル、およびログファイルの場所を参照用に表
示します。
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その他の設定ファイルの削除（オプション）
uninstallsfrac プログラム の実行後に残された Veritas の設定ファイルとRPMsを削除
できます。
残っている Veritas 設定ファイルを削除するには（オプション）

1

削除できるすべての VRTS RPMsを一覧表示します。
# rpm -qa |grep -i vrts

2

rpm -e rpm_name コマンドを実行して、残りの VRTS RPMsを削除します。

3

残っている Veritas 設定ファイルを vrts.bkp ディレクトリに移動します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

cd /var
mkdir vrts.bkp
mv *VRTS* vrts.bkp
mv vx vrts.bkp
cd /var/opt
mkdir vrts.bkp
mv *VRTS* vrts.bkp
cd /opt
mkdir vrts.bkp
mv *VRTS* vrts.bkp
cd /etc
mkdir vrts.bkp
mv vx *llt* *fen* *gab* *vcs* vcsmmtab vrts.bkp

vrts.bkp ディレクトリは後で削除できます。

製品削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの
削除
製品を削除した後に、SFDB リポジトリファイルとバックアップを削除できます。
SFDB リポジトリファイルを削除すると、SFDB ツールが無効になります。

第 34 章 クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール
Veritas の Web ベースのインストーラを使った SF Oracle RAC のアンインストール

SFDB リポジトリを削除するには

1

ホストで作成された SFDB リポジトリを特定します。
# cat /var/vx/vxdba/rep_loc
{
"sfae_rept_version" : 1,
"oracle" : {
"SFAEDB" : {
"location" : "/data/sfaedb/.sfae",
"old_location" : "",
"alias" : [
"sfaedb"
]
}
}
}

2

location キーで特定されるディレクトリを削除します。
# rm -rf /data/sfaedb/.sfae

3

リポジトリの場所にあるファイルを削除します。
# rm -rf /var/vx/vxdba/rep_loc

これで SFDB リポジトリの削除が完了します。

Veritas の Web ベースのインストーラを使った SF Oracle
RAC のアンインストール
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使うアンインストールの方法につい
て説明します。
メモ: 製品をアンインストールした後は、SF Oracle RAC の以前のバージョンで SF Oracle
RAC 6.0 のデフォルトのディスクレイアウトバージョンを使って作成したファイルシステムに
アクセスできません。
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SF Oracle RAC をアンインストールするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースインストーラを開始します。
p.87 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから ［製品のアンインストール（Uninstall a Product）］を選択し
ます。

4

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

アンインストール先のシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムから
SF Oracle RAC をアンインストールします。

7

ターゲットシステムで動作しているプロセスがある場合、インストーラはプロセスを停
止します。［次へ（Next）］をクリックします。

8

インストーラがプロセスを停止した後、指定したシステムから製品が削除されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

アンインストールが完了した後、概略ファイル、応答ファイル、およびログファイルの
場所が表示されます。必要に応じて、削除の状態を確認するためにファイルを表示
します。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。
システムの再ブートを推奨するプロンプトが表示されて、その次は Web ページに
戻って追加のタスクを完了します。

応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアンインストー
ル
応答ファイルを使って SF Oracle RAC をアンインストールするには、次の手順を実行しま
す。
応答ファイルを使って SF Oracle RAC をアンインストールするには

1

アンインストール前タスクが完了していることを確認してください。
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2

利用可能ないずれかのオプションを使って応答ファイルを作成します。
応答ファイルを作成するために利用できる各種オプションについては、
p.397 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
メモ: 応答ファイル内のホスト名を、SF Oracle RAC をアンインストールするシステム
のホスト名に置き換える必要があります。
サンプル応答ファイルについては、
p.604 の 「SF Oracle RAC をアンインストールするためのサンプル応答ファイル」 を
参照してください。

3

SF Oracle RAC アンインストールプログラムのあるディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

4

アンインストールを開始します。
# ./uninstallsfrac -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

5

存在する可能性のあるその他の Veritas 設定ファイルと RPMs を削除します。

6

ノードを再ブートします。
# shutdown -r now

7

必要に応じて、残っている設定ファイルがあれば削除します。
p.600 の 「その他の設定ファイルの削除（オプション）」 を参照してください。

SF Oracle RAC をアンインストールのための応答ファイルの変数
表 34-1 に、SF Oracle RAC をアンインストールするために定義できる応答ファイルの変
数の一覧を示します。
表 34-1

SF Oracle RAC のアンインストールに固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{uninstall}

スカラー

SF Oracle RAC RPMsをアンインストー
ルします。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{systems}

リスト

製品がアンインストールされるシステム
のリスト。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

アンインストールされる製品を定義しま
す。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）

SF Oracle RAC をアンインストールするためのサンプル応答ファイル
次のサンプル応答ファイルでは、ノード galaxy と nebula から SF Oracle RAC をアンイ
ンストールします。
our %CFG;
$CFG{opt}{uninstall}=1;
$CFG{prod}="SFRAC60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
1;

9
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A
インストールスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトについて

■

インストールスクリプトオプション

■

postcheck オプションの使用について

インストールスクリプトについて
Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions 製品 6.0 では複数の
インストールスクリプトを提供します。スクリプトディレクトリの製品メディアのルートでこれら
のスクリプトを見つけることができます。
installer スクリプトの代わりに、製品別のインストールスクリプトを使うこともできます。シ

マンテック社のダウンロードサイトから Veritas 製品を入手した場合、インストーラが含ま
れていないため、適切な製品インストールスクリプトを使ってください。
次の製品インストールスクリプトを利用できます。
Veritas Cluster Server（VCS）

installvcs

Veritas Storage Foundation（SF）

installsf

Veritas SFHA（Storage Foundation and High installsfha
Availability）
Veritas Storage Foundation Cluster File
System High Availability（SFCFSHA）

installsfcfsha

Veritas SF Oracle RAC（Storage Foundation installsfrac
for Oracle RAC）
Veritas Storage Foundation for Sybase ASE installsfsybasece
CE（SF Sybase CE）
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Veritas Volume Manager

installvm

Veritas File System

installfs

Veritas Dynamic Multi-pathing

installdmp

Symantec VirtualStore

installsvs

インストールスクリプトを使うには、プロンプトでスクリプト名を入力します。たとえば、Veritas
Storage Foundation をインストールするには、プロンプトで ./installsf と入力します。

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Veritas Storage
Foundation 製品スクリプトで使えます。
p.607 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
表 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

system1 system2...

インストールオプションを実行するシステムを指定しま
す。システム名はすべてのオプションに必要です。指
定しないと、システム名を入力するよう求めるメッセー
ジが表示されます。

-addnode

高可用性クラスタにノードを追加します。

-allpkgs

指定の製品に必要なRPMsとパッチをすべて表示しま
す。RPMsとパッチは正しいインストール順序で列挙さ
れます。出力を使って、コマンドライン経由のインストー
ルスクリプトまたはネットワーク経由のインストールスク
リプトを作成できます。

-comcleanup

-comcleanup オプションを指定すると、インストーラ
によってシステムに追加されたセキュアシェルまたは
リモートシェルの設定が削除されます。このオプション
は、シェルの自動設定を実行したインストールルーチ
ンが突然終了した場合にのみ必要とされます。

-configure

インストール後、製品を設定します。

-fencing

実行中のクラスタ内の I/O フェンシングを設定します。

付録 A インストールスクリプト
インストールスクリプトオプション

コマンドラインオプション

機能

-hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。

-install

-install オプションは、システムに製品をインストー
ルするために使われます。

-installallpkgs

すべてのRPMsがインストールされることを指定します。

-installminpkgs

最小のRPMセットがインストールされることを指定しま
す。

-installrecpkgs

必須のRPMセットがインストールされることを指定しま
す。

-keyfile ssh_key_file

セキュアシェル（SSH）インストール用のキーファイルを
指定します。このオプションは、-i ssh_key_file
をすべての SSH 呼び出しに渡します。

-kickstart dir_path

Linux RHEL Kickstart でのインストールのために
Kickstart 設定ファイルを生成します。ファイルは、
Kickstart インストールに使うことができる形式で、正
しいインストール順序でのシマンテック社の rpm のリ
ストが含まれます。dir_path は、ファイルを作成する
ディレクトリへのパスを示します。

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

-logpath log_path

インストーラログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の保存場所として、/opt/VRTS/install/logs
以外のディレクトリを指定します。

-makeresponsefile

-makeresponsefile オプションは、応答ファイル
を生成するためにのみ使います。このオプションを使
用すると、実際のソフトウェアインストールは行われま
せん。

-minpkgs

指定の製品に必要な最小限のRPMsとパッチを表示
します。RPMsとパッチは正しいインストール順序で列
挙されます。オプションのRPMsは列挙されません。出
力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプ
トまたはネットワーク経由のインストールスクリプトを作
成できます。allpkgs オプションを参照してください。
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コマンドラインオプション

機能

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品RPMsをインストー
ルできるようにします。このオプションを指定した場合、
ライセンスがある機能の設定、起動、使用はできませ
ん。

-pkginfo

RPMsのリストとインストールの順序を、人間が読み取
り可能な形式で表示します。このオプションは、個々
の製品インストールスクリプトにのみ適用されます。た
とえば、-pkginfo オプションを指定して installvcs ス
クリプトを実行し、VCS RPMsを表示します。

-pkgpath package_path

インストールするすべてのRPMsを含むディレクトリの
パスを指定します。ディレクトリは、通常は NFS マウン
トした場所であり、すべての指定したインストールシス
テムでアクセス可能である必要があります。

-pkgset

指定のシステムにインストールされているRPMグルー
プ（最小、推奨、すべて）とRPMを検出して表示しま
す。

-pkgtable

製品のRPMを正しいインストール順序でグループごと
に表示します。

-postcheck

さまざまな HA およびファイルシステム関連プロセス、
さまざまなポートの利用可能性、クラスタ関連サービス
グループの利用可能性を検査します。

-precheck

インストール前のチェックを実行し、システムがすべて
のインストールの必要条件を満たしているかどうかを
確認します。事前に確認を行ってから製品をインストー
ルすることをお勧めします。

–recpkgs

指定の製品に必要な推奨されるRPMsとパッチを表示
します。RPMsとパッチは正しいインストール順序で列
挙されます。オプションのRPMsは列挙されません。出
力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプ
トまたはネットワーク経由のインストールスクリプトを作
成できます。allpkgs オプションを参照してください。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-requirements

-requirements オプションを指定すると、製品をイ
ンストールするために必要な OS バージョン、必要な
RPMsとパッチ、ファイルシステム領域、その他のシス
テム必要条件が表示されます。
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コマンドラインオプション

機能

-responsefile response_file

情報の入力を求めるメッセージを表示する代わりに、
指定ファイルに格納されているシステム情報と設定情
報を使って、インストールと設定を自動化します。
response_file は絶対パス名にする必要があります。
以降のインストールで応答ファイルを使うには、その
ファイルを編集する必要があります。ファイル内で変数
フィールドを定義します。

-rolling_upgrade

ローリングアップグレードを開始します。このオプショ
ンを使うと、インストーラは、ローリングアップグレード
の段階 1 または段階 2 を明示的に指定しなくても自
動的にクラスタシステムでローリングアップグレードの
状態を検出します。

-rollingupgrade_phase1

-rollingupgrade_phase1 オプションは、ローリ
ングアップグレードの段階 1 を実行するために使われ
ます。この段階では、製品カーネルRPMsが最新バー
ジョンにアップグレードされます。

-rollingupgrade_phase2

-rollingupgrade_phase2 オプションは、ローリ
ングアップグレードの段階 2 を実行するために使われ
ます。この段階では、VCS とその他のエージェント
RPMsが最新バージョンにアップグレードされます。製
品カーネルドライバが最新プロトコルバージョンにロー
リングアップグレードされます。

-rsh

このオプションは、システム間の通信に、デフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指定
します。

-serial

各システムでシリアルにインストールスクリプトでインス
トール、アンインストール、起動、停止処理を実行する
ことを指定します。このオプションが指定されていない
場合、これらの操作はすべてのシステムで同時に実
行されます。

-settunables

製品をインストールして設定した後でチューニングパ
ラメータを設定する場合に、このオプションを指定しま
す。チューニングパラメータ値を有効にするには、製
品のプロセスを再起動しなければならない場合があり
ます。このオプションは -tunablesfile オプション
とともに使う必要があります。

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。
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コマンドラインオプション

機能

-tmppath tmp_path

/var/tmp 以外のディレクトリをインストールスクリプト
の作業ディレクトリとして指定します。指定したディレク
トリは初期ログの記録先になるほか、リモートシステム
へのRPMsのインストールに先立つパッケージのコピー
先として使われます。

-uninstall

-uninstall オプションは、システムから製品をアン
インストールするために使われます。

-tunablesfile

チューニングパラメータファイルを指定する際にこのオ
プションを指定します。チューニングパラメータファイ
ルにはチューニングパラメータが含まれている必要が
あります。

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

インストールされている製品とそのバージョンを確認
し、報告します。製品に該当するインストール済みの
RPMとパッチ、および不足しているRPMとパッチを洗
い出します。該当するインストール済みのRPMsとパッ
チ、および不足しているRPMsとパッチの件数を含む
概略を表示します。インターネット接続が利用可能で
ある場合、インストール済みの製品に対してインストー
ルされているパッチ、Hotfix、利用可能な更新を一覧
表示します。

-yumgroupxml

-yumgroupxml オプションは、yum グループ定義
XML ファイルを生成するために使われます。
createrepo コマンドは、製品の RPM すべての自
動インストールに対して yum グループを作成するた
めに Red Hat Linux のファイルを使うことができます。
XML ファイルを格納するのに使用可能な場所は、絶
対パスとして指定してください。-yumgroupxml オプ
ションは Red Hat Linux でのみサポートされます。

postcheck オプションの使用について
インストール後チェックを使うことで、インストールに関連する問題を判断し、トラブルシュー
ティングに役立てることができます。
メモ: このコマンドオプションを使うと、ノードでダウンタイムが発生します。

付録 A インストールスクリプト
postcheck オプションの使用について

postcheck オプションを使うと、次の VCS 関連の問題をトラブルシューティングするとき

に役立ちます。
■

ハートビートリンクが存在しません。

■

ハートビートリンクが通信できません。

■

ハートビートリンクは結合または集約された NIC の一部を構成しています。

■

重複したクラスタ ID が存在します。

■

ノード間で VRTSllt pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

llt-linkinstall 値が正しくありません。

■

llthosts(4) 設定または llttab(4) 設定が正しくありません。

■ /etc/gabtab

ファイルが正しくありません。

■

GAB の linkinstall 値の中に、正しくない値が存在します。

■

ノード間で VRTSgab pkg バージョンの整合性がとれていません。

■ main.cf

ファイルまたは types.cf ファイルが無効です。

■ /etc/VRTSvcs/conf/sysname ファイルとホスト名の整合性がとれていません。
■

クラスタ UUID が存在しません。

■ uuidconfig.pl
■

ファイルが見つかりません。

ノード間で VRTSvcs pkg バージョンの整合性がとれていません。

■ /etc/vxfenmode

ファイルが見つからないか、または正しくありません。

■ /etc/vxfendg file

ファイルが無効です。

■

vxfen link-install 値が正しくありません。

■

VRTSvxfen pkg バージョンの整合性がとれていません。

postcheck オプションは次の SFHA または SFCFSHA の問題をトラブルシューティング

するうえで役立ちます。
■ /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db ファイルが削除されなかったため、

Volume Manager を起動できません。
■ Volboot ファイルがロードされていないため、Volume Manager を起動できません。
■

ライセンスが存在しないため、Volume Manager を起動できません。
ファイルの CVM 設定が正しくないため、Volume Manager を起動できま
せん。たとえば、Autostartlist 値がノードで見つかりません。

■ main.cf

■ /etc/llthosts ファイルでノード ID の整合性がとれていないため、Cluster Volume

Manager をオンラインにすることができません。
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■

Vxfen が起動されていないため、Cluster Volume Manager をオンラインにすること
ができません。

■

gab が設定されていないため、Cluster Volume Manager を起動できません。

■

CVM プロトコルが一致しないため、Cluster Volume Manager をオンラインにするこ
とができません。

■

Cluster Volume Manager のグループ名が「cvm」から変更されたため、CVM がオ
フラインになります。

p.183 の 「ノードでのインストール後チェックの実行」 を参照してください。

B
インストール用のチューニン
グパラメータファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定について

■

インストール用、設定用、アップグレード用のチューニングパラメータの設定

■

他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラメータの設定

■

未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定

■

チューニングパラメータファイルの準備

■

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定

■

チューニングパラメータ値のパラメータ定義

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパ
ラメータの設定について
チューニングパラメータファイルを使って、非デフォルトの製品とシステムチューニングパ
ラメータを設定できます。このファイルを使うと、I/O ポリシーのようなチューニングパラメー
タを設定したり、ネーティブマルチパスを切り替えたりすることができます。チューニングパ
ラメータファイルはインストーラスクリプトに引数を渡し、チューニングパラメータを設定で
きるようにします。このファイルを使うと、次の操作に対してチューニングパラメータを設定
できます。
■

システムをインストール、設定、アップグレードする場合。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name
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p.616 の 「インストール用、設定用、アップグレード用のチューニングパラメータの設
定」 を参照してください。
■

他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータファイルを適用する場合。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
system1 system2 ...]

p.617 の 「他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラメータの設定」 を参
照してください。
■

未統合の応答ファイルとともにチューニングパラメータファイルを適用する場合。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

p.618 の 「未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定」 を参照してく
ださい。
応答ファイルについて詳しくは、「応答ファイルについて」の章を参照してください。
使用対象のチューニングパラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.620 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。

インストール用、設定用、アップグレード用のチューニン
グパラメータの設定
インストール手順にチューニングパラメータファイルを使って、非デフォルトのチューニン
グパラメータを設定できます。インストールスクリプトは、tunablesfile オプションを指定
して呼び出します。チューニングパラメータファイルはスクリプトに引数を渡し、選択した
チューニングパラメータを設定できるようにします。使用対象のチューニングパラメータは
このマニュアルから選択する必要があります。
p.620 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
インストール用、設定用、アップグレード用に非デフォルトのチューニングパラメータを設
定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.619 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF Oracle RAC をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを
確認します。
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3

インストール前タスクを完了します。

4

製品をインストール、設定、アップグレードするシステムの 1 つにチューニングパラ
メータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

インストール、設定、アップグレードに対してインストーラを起動します。次に例を示
します。
# ./installer -tunablesfile /tmp/tunables_file

ここで、/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラ
メータの設定
インストーラを使うと、他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定で
きます。パラメータについては、このマニュアルに記載されているものを使う必要がありま
す。パラメータの多くは製品に固有であることに注意してください。使用対象のチューニ
ングパラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.620 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.619 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF Oracle RAC をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを
確認します。

3

インストール前タスクを完了します。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

617

618

付録 B インストール用のチューニングパラメータファイル
未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys123 sys234 ...]

ここで、/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの
設定
インストーラを使うと、未統合の応答ファイルを使ってチューニングパラメータを設定でき
ます。パラメータについては、このマニュアルに記載されているものを使う必要があります。
パラメータの多くは製品に固有であることに注意してください。使用対象のチューニング
パラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.620 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
未統合応答ファイルを使ってチューニングパラメータを設定するには

1

SF Oracle RAC をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを
確認します。

2

インストール前タスクを完了します。

3

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.619 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。
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6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name -settunables

ここで、response_file_name は応答ファイルの絶対パス名、tunables_file_name
はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

応答ファイルについて詳しくは、「応答ファイルについて」の章を参照してください。

チューニングパラメータファイルの準備
チューニングパラメータファイルは Perl モジュールで、開始文と終了文、およびそれらの
間に定義されたチューニングパラメータで構成されます。行をコメントアウトするには、行
の始めにハッシュ記号を使います。チューニングパラメータファイルは、「our %TUN;」と
いう行で開始し、「1;」という return true 行で終了します。最後の return true 行は、ファ
イルの終わりに一度のみ表示する必要があります。各チューニングパラメータはそれぞれ
独自の行で定義してください。
チューニングパラメータの形式は次のとおりです。
$TUN{"tunable_name"}{"system_name"|"*"}=value_of_tunable;

system_name に対しては、システムの名前、その IP アドレス、ワイルドカード記号を使い
ます。value_of_tunable は、設定しているチューニングパラメータのタイプによって決ま
ります。セミコロンを使って行を終了してください。
チューニングパラメータファイルの例を次に示します。
#
# Tunable Parameter Values:
#
our %TUN;
$TUN{"tunable1"}{"*"}=1024;
$TUN{"tunable3"}{"sys123"}="SHA256";
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1;

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定
各チューニングパラメータファイルには、さまざまなチューニングパラメータを定義します。
使用できる値については、各パラメータの説明を参照してください。チューニングパラメー
タファイルに追加するチューニングパラメータを選択してから、各パラメータを設定します。
p.620 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
パラメータ値の各行は、$TUN で開始します。チューニングパラメータの名前は、中カッ
コと二重引用符文字内にあります。システム名は中カッコと二重引用符文字で囲まれま
す。最後に値を定義し、行の最後にセミコロンを指定します。次に例を示します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"node123"}=16;

この例では、dmp_daemon_count value の値を、デフォルトの 10 から 16 に変更してい
ます。ワイルドカード記号「*」は、すべてのシステムで使うことができます。次に例を示しま
す。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"*"}=16;

チューニングパラメータ値のパラメータ定義
インストーラに対してチューニングパラメータファイルを作成する際には、次のリストのパラ
メータのみを使うことができます。
チューニングパラメータへの更新を行う前に、製品のチューニングパラメータの範囲と推
奨事項について『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions チュー
ニングガイド』をお読みください。
表 B-1 に、チューニングパラメータファイルで指定できるサポート対象チューニングパラ
メータを説明します。
表 B-1

サポートされるチューニングパラメータ

チューニングパラメータ

説明

dmp_cache_open

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）ASL（Array Support
Library）によって実行されるデバイスの最初の起動がキャッ
シュに保存されるかどうか。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_daemon_count

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 管理タスクに対す
るカーネルスレッドの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_delayq_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）デバイスがビジー状態
の場合に DMP がエラー処理を遅延する時間間隔。この
チューニングパラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing
の起動後に設定する必要があります。

dmp_fast_recovery

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP が HBA インター
フェースから直接 SCSI エラー情報を取得しようとしなければ
ならないかどうか。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_health_time

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）パスが健全であり続け
なければならない時間（秒単位）。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_log_level

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP コンソールメッセー
ジが表示される詳細のレベル。このチューニングパラメータ
は、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する
必要があります。

dmp_low_impact_probe

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）LIPP（Low-Impact Path
Probing）機能が有効化されるかどうか。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_lun_retry_timeout

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）一時的なエラーを処理
するための再試行期間。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_monitor_fabric

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモン
（vxesd）が SNIA（Storage Networking Industry
Association）HBA API を使うかどうか。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_monitor_osevent

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモン
（vxesd）がオペレーティングシステムのイベントを監視するか
どうか。このチューニングパラメータは、Veritas Dynamic
Multi-Pathing の起動後に設定する必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_monitor_ownership

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）LUN 所有権の動的な
変更が監視されるかどうか。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_native_support

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP がネーティブデバ
イスのマルチパス化を行うかどうか。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_path_age

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）断続的にエラーの発生
しているパスが健全状態として DMP でマーク付けされる前
に監視されなければならない時間。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_pathswitch_blks_shift

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）次に使用可能なパスに
切り替わる前に DMP パスを通してアレイに送信される連続
I/O ブロックのデフォルト数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_probe_idle_lun

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）パスリストアカーネルス
レッドがアイドル状態の LUN をプローブするかどうか。この
チューニングパラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing
の起動後に設定する必要があります。

dmp_probe_threshold

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンによっ
てプローブされるパスの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_cycles

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアポリシーが
check_periodic である場合の check_all ポリシーの実行間
におけるサイクルの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンがパス
の状態を分析する時間間隔（秒単位）。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_restore_policy

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP パスリストアスレッ
ドによって使われるポリシー。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_state

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP パスリストアのカー
ネルスレッドが開始されるかどうか。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_retry_count

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）エラー状態として DMP
でマーク付けされる前にパスがパスビジーエラーを連続して
報告する回数。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_scsi_timeout

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 経由で送信され
る SCSI コマンドのタイムアウト値。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_sfg_threshold

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）サブパスフェールオー
バーグループ（SFG）機能の状態。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_stat_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 統計情報の収集
間の時間間隔。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

max_diskq

（Veritas File System）単一ファイルによって生成される最
大ディスクキューを指定します。インストーラは max_diskq
のシステムデフォルト値のみを設定します。特定のブロックデ
バイスに対するこのチューニングパラメータの設定について
詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページを参照してくださ
い。

read_ahead

（Veritas File System）値 0 は先読み機能を無効にし、値
1（デフォルト）は従来の順次先読み動作を維持し、値 2 は
すべての読み取りに対して拡張先読みを有効にします。イン
ストーラは read_ahead のシステムデフォルト値のみを設定
します。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパ
ラメータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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チューニングパラメータ

説明

read_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在できるサイ
ズ read_pref_io の並列読み取り要求の数。インストーラは
read_nstream のシステムデフォルト値のみを設定します。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラメータ
の設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

read_pref_io

（Veritas File System）優先読み取り要求サイズ。インストー
ラは read_pref_io のシステムデフォルト値のみを設定しま
す。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラ
メータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。

vol_cmpres_enabled

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対して圧縮の有効化を可能にします。

vol_cmpres_threads

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対する圧縮スレッドの最大数。

vol_default_iodelay

（Veritas Volume Manager）VxVM ユーティリティからの
I/O 要求間で一時停止する時間（10 ms 単位）。このチュー
ニングパラメータを有効にするには、システムを再ブートする
必要があります。

vol_fmr_logsz

（Veritas Volume Manager）変更されたブロックを追跡する
ために Fast Mirror Resync が使うビットマップの最大サイズ
（KB）。このチューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_max_adminio_poolsz

（Veritas Volume Manager）VxVM 管理 I/O によって使わ
れるメモリの最大容量（バイト）。このチューニングパラメータ
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。

vol_max_nmpool_sz

（Veritas Volume Manager）最大名前プールサイズ（バイ
ト）。

vol_max_rdback_sz

（Veritas Volume Manager）ストレージレコード readback
プールの最大値（バイト）。

vol_max_wrspool_sz

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のクラスタ化バージョンで使われる最大メモリ（バイト）。

vol_maxio

（Veritas Volume Manager）論理 VxVM I/O 操作の最大
サイズ（セクタ）。このチューニングパラメータを有効にするに
は、システムを再ブートする必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

vol_maxioctl

（Veritas Volume Manager）VxVM ioctl 呼び出しに渡さ
れるデータの最大サイズ（バイト）。このチューニングパラメー
タを有効にするには、システムを再ブートする必要がありま
す。

vol_maxparallelio

（Veritas Volume Manager）vxconfigd が一度に要求でき
る I/O 操作の数。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vol_maxspecialio

（Veritas Volume Manager）ioctl 呼び出しによって発行さ
れる VxVM I/O 操作の最大サイズ（セクタ）。このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

vol_min_lowmem_sz

（Veritas Volume Manager）メモリの低水準点（バイト）。

vol_nm_hb_timeout

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のタイムアウト値（時刻刻み）。

vol_rvio_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
によって要求される最大メモリ（バイト）。

vol_stats_enable

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O 統計情報収集を有
効にします。

vol_subdisk_num

（Veritas Volume Manager）単一の VxVM プレックスに接
続されるサブディスクの最大数。このチューニングパラメータ
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。

voldrl_max_drtregs

（Veritas Volume Manager）非シーケンシャル DRL に存在
できるダーティ VxVM リージョンの最大数。このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

voldrl_max_seq_dirty

（Veritas Volume Manager）シーケンシャルモードのダー
ティリージョンの最大数。このチューニングパラメータを有効
にするには、システムを再ブートする必要があります。

voldrl_min_regionsz

（Veritas Volume Manager）VxVM ダーティリージョンログ
（DRL）リージョンの最小サイズ（セクタ）。このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要が
あります。

voldrl_volumemax_drtregs

（Veritas Volume Manager）ログプレックス DRL における
ボリュームあたり最大のダーティリージョン。

voldrl_volumemax_drtregs_20

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 20 における
ボリュームあたり最大のダーティリージョン。
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チューニングパラメータ

説明

voldrl_dirty_regions

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 30 に対して
キャッシュに保存されるリージョンの数。

voliomem_chunk_size

（Veritas Volume Manager）VxVM メモリ割り当て要求の
サイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にするに
は、システムを再ブートする必要があります。

voliomem_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）VxVM によって使われるメモリ
の最大容量（バイト）。このチューニングパラメータを有効に
するには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_errbuf_dflt

（Veritas Volume Manager）VxVM エラートレースバッファ
のサイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_limit

（Veritas Volume Manager）すべての VxVM I/O トレース
バッファの最大合計サイズ（バイト）。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

voliot_iobuf_max

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレースバッファの
最大サイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にす
るには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_max_open

（Veritas Volume Manager）vxtrace コマンドに対して使用
可能な VxVM トレースチャネルの最大数。このチューニング
パラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

volpagemod_max_memsz

（Veritas Volume Manager）インスタントスナップショットに
よって使われる最大ページングモジュールメモリ（KB）。

volraid_rsrtransmax

（Veritas Volume Manager）並行して実行できる VxVM
RAID-5 一時再構築操作の最大数。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

vx_era_nthreads

（Veritas File System）VxFS が read_ahead パターンを検
出するスレッドの最大数。このチューニングパラメータを有効
にするには、システムを再ブートする必要があります。

vx_bc_bufhwm

（Veritas File System）VxFS メタデータバッファキャッシュ
の高水準点。このチューニングパラメータを有効にするには、
システムを再ブートする必要があります。
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説明

vxfs_mbuf

（Veritas File System）VxFS バッファキャッシュに対して使
われる最大メモリ。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vxfs_ninode

（Veritas File System）VxFS i ノードテーブル内のエントリ
の数。このチューニングパラメータを有効にするには、システ
ムを再ブートする必要があります。

write_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在できるサイ
ズ write_pref_io の並列書き込み要求の数。インストーラは
write_nstream のシステムデフォルト値のみを設定します。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラメータ
の設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

write_pref_io

（Veritas File System）優先書き込み要求サイズ。インストー
ラは write_pref_io のシステムデフォルト値のみを設定しま
す。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラ
メータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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C
SF Oracle RAC のインストー
ルと設定の参考値
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールワークシートと設定ワークシートについて

■

SF Oracle RAC ワークシート

■

Oracle RAC ワークシート

■

VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ

■

SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報

■

Oracle データベースのインストールに必要な情報

インストールワークシートと設定ワークシートについて
インストールプログラムでは、SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストールと設定中に
情報を入力するよう求められます。 インストールワークシートと設定ワークシートには、
Veritas インストールプログラムまたは Oracle Universal Installer の実行時に必要な情
報の例として使えるサンプル値が用意されています。
インストールと設定の手順を開始する前に、ワークシートを使ってシステムの値を記録す
ることをお勧めします。

SF Oracle RAC ワークシート
ここでは、SF Oracle RAC、そのコンポーネント製品、各種機能をインストールして設定す
るためのワークシートを示します。
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表 C-1 では、SF Oracle RAC をインストールして設定するときに使うことができるサンプル
値を示しています。次の表にシステムの SF Oracle RAC 値を記入します。
表 C-1

SF Oracle RAC ワークシート

インストール情報

サンプル値

クラスタ内のノードの数

2

プライマリクラスタのホスト名

galaxy と nebula

メモ: ホスト名には下線文字を使わない
でください。下線文字を使ったホスト名
は RFC 標準に違反し、問題の原因にな
ります。
追加または削除されたノード
のホスト名

saturn

メモ: ホスト名には下線文字を使わない
でください。下線文字を使ったホスト名
は RFC 標準に違反し、問題の原因にな
ります。

ライセンスキー

ライセンスキーは、次のいずれかの種類
になります。
クラスタ内の各システム用の有効な
ライセンスキー
■ サイト用の有効なライセンスキー
■

■

デモ用の有効なライセンスキー

グローバルクラスタを設定してディザスタ
リカバリを有効にする場合は、適切なラ
イセンスキーを入力する必要があります。

メモ: ライセンスキーは SF Oracle RAC
オプションと SF Oracle RAC Disaster
Recovery and High Availability オプ
ションから選択できます。

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

SF Oracle RAC クラスタにイ
ンストールするRPMs

次のいずれかのオプションを選択しま
す。
最小の必須の Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC RPMs
をインストールする
■ 推奨される Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC RPMs
をインストールする
■ すべての Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC RPMs
をインストールする
■

オプションのコンポーネントまたは機能
を設定しない場合は、必須RPMsのみを
インストールします。
デフォルトのオプションでは、推奨RPMs
がインストールされます。
プライマリクラスタ名

rac_cluster101

プライマリクラスタ ID 番号

101

プライベートネットワークリンク eth1, eth2
クラスタマネージャ NIC（プラ eth0
イマリ NIC）
クラスタマネージャ IP

10.10.12.1, 10.10.12.2

仮想 IP アドレスのネットマス
ク

255.255.240.0

VCS ユーザー名（クラスタをセ VCS ユーザー名は 1024 文字を超えな
キュアモードで設定する場合 いようにしてください。
は不要）
例: smith
VCS ユーザーのパスワード

VCS パスワードは 512 文字を超えない
ようにしてください。

VCS ユーザー権限

ユーザー権限には、A=Administrator、
O=Operator、G=Guest の 3 つのレベ
ルがあります。
例: A

SMTP サーバーのドメイン
ベースのアドレス

smtp.symantecexample.com

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

SMTP 通知受信者の電子メー admin@symantecexample.com
ルアドレス
SMTP 電子メール通知のため イベントは重要度の 4 つのレベルを持ち
のイベントの重要度の下限
ます。
■

I=Information

■

W=Warning

■

E=Error

■

S=SevereError

例: I
重要度は次のように定義されます。
Information - 通常動作の重要イベ
ント
■ Warning - 通常と異なる動作の警告
■

コンソールの SNMP トラップ
デーモンのポート番号

■

Error - 障害

■

SevereError - データの消失や破壊
の可能性のある致命的エラー

162

SNMP コンソールのシステム system2
名
SNMP トラップ通知のための イベントは重要度の 4 つのレベルを持ち
イベントの重要度の下限
ます。
■

I=Information

■

W=Warning

■

E=Error

■

S=SevereError

例: I
重要度は次のように定義されます。
Information - 通常動作の重要イベ
ント
■ Warning - 通常と異なる動作の警告
■

■

Error - 障害

■

SevereError - データの消失や破壊
の可能性のある致命的エラー

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

割り当てられた値

Vxfen ディスク

/dev/sdc、/dev/sdd、/dev/sde

これらの値は、設定で SCSI-3
ディスクをコーディネーション
ポイントとして使う場合に必要
です。
Vxfen ディスクグループ

vxfencoordg

Veritas Cluster Server コンポーネントの情報
表 C-2 は Veritas Cluster Server コンポーネントを設定するために必要な情報を表しま
す。
表 C-2

Veritas Cluster Server コンポーネントの情報

情報

例

クラスタの名前

名前は英字（a から z、A から Z）
で始めます。含めることのできる
文字は、a から z、A から Z、1 か
ら 0、ハイフン（-）、下線文字（_）
のみです。
例: rac_cluster101

クラスタの重複のない ID 番 0 から -65535 までの数字です。
号
各クラスタには、そのクラスタを含
むサイト内で重複のない ID を指
定する必要があります。
例: 101

割り当てられた値
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情報

例

割り当てられた値

システム間のプライベート 統合インターフェースの一部で
ネットワークで使う NIC のデ はないネットワークインターフェー
バイス名
スカード、または統合インター
フェースを選択できます。
各ネットワークリンクの各 NIC に
関連付けされているインター
フェース名は、すべてのノードで
同じにする必要があります。
次に例を示します。
■

eth1

■

eth2

パブリックネットワークに使われて
いるネットワークインターフェース
カード（通常は eth0）は使わない
でください。

I/O フェンシングの情報
表 C-3 は、I/O フェンシングを設定するために必要な情報を表します。
表 C-3
情報

I/O フェンシングの情報
サンプル値

割り当てられた値

コーディネータディスクグ 次はディスク名の例です。
ループを形成する 3 つの
■ /dev/sdc
ディスク名
■ /dev/sdd
■

/dev/sde

コーディネータディスクグ 例は次のとおりです。
ループの各ディスクの名
■ /dev/vx/rdmp/sdc3
前（DMP を使う場合）
■ /dev/vx/rdmp/sdd3
■

/dev/vx/rdmp/sde3

SF Oracle RAC ユーザー情報の追加
表 C-4 は、VCS ユーザーを追加するために必要な情報を表します。SF Oracle RAC クラ
スタをセキュアモードで設定する場合は、VCS ユーザーを追加する必要があります。
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メモ: VCS のユーザーの追加はオプションです。
表 C-4

SF Oracle RAC ユーザー情報の追加

情報

例

割り当てられた値

ユーザー名

smith

ユーザーパスワード

*****

ユーザー権限

ユーザーは権限の 3 つのレベル
を持ちます。
■

A=Administrator

■

O=Operator

■

G=Guest

例: A
VCS 権限レベルの種類は次のと
おりです。
Administrator - クラスタ、
サービスグループ、システム、
リソース、ユーザーに対する
設定オプションを含むすべて
の操作を実行できます。
■ Operator - クラスタまたは
サービスグループでの特定
の操作を実行できます。
■ Guest - 特定のオブジェクトを
表示できます。
■

グローバルクラスタ情報
表 C-5 は、グローバルクラスタを設定するために必要な情報を表します。
メモ: グローバルクラスタは、ライセンスを必要とするオプション機能です。
表 C-5

グローバルクラスタ情報

情報

例

パブリック NIC の名前

プロンプトに従って NIC の適切な
値を指定する必要があります。
例: eth0

割り当てられた値
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情報

例

割り当てられた値

NIC の仮想 IP アドレス

プロンプトに従って仮想 IP アドレ
スの適切な値を指定する必要が
あります。
例: 10.10.12.1

仮想 IP アドレスのネットマ プロンプトに従ってネットマスクの
スク
適切な値を指定する必要がありま
す。
例: 255.255.255.0

Oracle RAC ワークシート
ここでは、Oracle RAC をインストールし、設定するためのワークシートとサンプル値につ
いて説明します。
メモ: カッコ内の Italicized テキストは手順で使われる、対応する変数を示します。手順を
実行するとき、変数を、このワークシートに割り当てられている値で置換してください。
表 C-6 に、該当するタスクを実行するときの参照用としてサンプルワークシートを示しま
す。
表 C-6

Oracle RAC に必要な情報

サンプル値シート

参照先

Oracle ユーザーとグループ

p.637 の 表 C-7 を参照してください。

パブリック IP アドレスとホスト名

p.637 の 表 C-8 を参照してください。

PrivNIC と MultiPrivNIC

p.638 の 表 C-9 を参照してください。

Oracle RAC のホームディレクトリ

p.642 の 表 C-10 を参照してください。

OCR と投票ディスク

p.644 の 表 C-11 を参照してください。

CSSD と Oracle データベースの設定

p.646 の 表 C-12 を参照してください。

表 C-7 に、Oracle ユーザーとグループを作成するときに使用可能なサンプル値を示しま
す。
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表 C-7

サンプル値シート - Oracle ユーザーとグループ

情報

サンプル値

Oracle ユーザー名

■

（user_name）

Oracle Clusterware の場合
oracle
■ Oracle Grid Infrastructure の場合
grid

Oracle ユーザー ID

1000

割り当てられた値

（user_id）
Oracle グループ名 - プ oinstall（インベントリグループをプライマリグ
ライマリグループ
ループとして使う場合）
（grp_name）
Oracle グループ名 - セ dba（dba グループをセカンダリグループとして
カンダリグループ
使う場合）
（grp_name_sec）
Oracle グループ ID - 1000（インベントリグループをプライマリグルー
プライマリグループ ID プとして使う場合）
（grp_id）
Oracle グループ ID - 1001（dba グループをセカンダリグループとし
セカンダリグループ ID て使う場合）
（grp_id_sec）
Oracle ユーザーの
ホームディレクトリ

/home/oracle

（usr_home_ora）
Grid ユーザーのホー
ムディレクトリ

/home/grid

（usr_home_grid）

表 C-8 に、パブリック IP アドレスとホスト名のサンプル値を示します。
表 C-8

サンプル値シート - パブリック IP アドレスとホスト名

情報

サンプル値

クラスタのノード名

2 ノードクラスタの場合

（node_name1）

■

galaxy

（node_name2）

■

nebula

割り当てられた値
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情報

サンプル値

割り当てられた値

クラスタに追加された新 saturn
しいノードの名前
（nodenew_name）
仮想 IP アドレス

10.10.10.10

仮想 IP エイリアス

galaxy-vip

スキャン IP アドレス
（Oracle RAC 11g リ
リース 2 専用）

3 つ以上のアドレスを指定することを推奨して
います。
10.10.10.20
10.10.10.21
10.10.10.22

SCAN 名（Oracle RAC rac_cluster101_scan
11g リリース 2 専用）

表 C-9 に、PrivNIC または MultiPrivNIC を設定するときに使用可能なサンプル値を示
します。
表 C-9
情報

サンプル値シート - PrivNIC と MultiPrivNIC
サンプル値

クラスタの最初のノード 192.168.12.1（galaxy 上）
のプライベート IP アド メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先頭
レス - PrivNIC
にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
（privnic_ip_node1） X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。galaxy
と nebula に、プライベート IP アドレスが上の
例のような形式で表示されることを確認してく
ださい。
クラスタの 2 番目のノー 192.168.12.2（nebula 上）
ドのプライベート IP ア メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先頭
ドレス - PrivNIC
にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
（privnic_ip_node2） X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。galaxy
と nebula に、プライベート IP アドレスが上の
例のような形式で表示されることを確認してく
ださい。

割り当てられた値
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情報

サンプル値

クラスタにノードを追加 192.168.12.5（nebula 上）
する場合のプライベー メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先頭
ト IP アドレス - PrivNIC にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
（privnic_ip_newnode） X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。galaxy
と nebula に、プライベート IP アドレスが上の
例のような形式で表示されることを確認してく
ださい。
クラスタの最初のノード Oracle Clusterware ハートビートのデバイスと
のネットワークの NIC ア して LLT デバイスを選択する必要があります。
ドレス
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
（nic1_node1）
合計数にします。
（nic2_node1）
たとえば、galaxy 上の LLT デバイスが次のよ
うに eth1、eth2 である場合
eth1、eth2
PrivNIC または MultiPrivNIC のデバイス名
は次のようになります。
Device@galaxy= { eth1 = 0, eth2 = 1 }
LLT 配下に設定した集約デバイス名は、
PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントで
使用する必要があります。

メモ: LLT の統合インターフェースを設定する
と、LLT 用に設定した同じ統合インターフェー
スの名前を使うように Device 属性の値を設定
します。
たとえば、galaxy の LLT のデバイスが次の名
前である場合
aggr1
MultiPrivNIC エージェントの Device 属性は
次のようになります。
Device@galaxy = { aggr1 = 0 }

割り当てられた値
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640

付録 C SF Oracle RAC のインストールと設定の参考値
Oracle RAC ワークシート

情報

サンプル値

クラスタの 2 番目のノー Oracle Clusterware ハートビートのデバイスと
ドのネットワークの NIC して LLT デバイスを選択する必要があります。
アドレス
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
（nic1_node2）
合計数にします。
（nic2_node2）
たとえば、nebula 上の LLT デバイスが次のよ
うに eth1、eth2 である場合
eth1、eth2（nebula の場合）
PrivNIC または MultiPrivNIC のデバイス名
は次のようになります。
Device@nebula= { eth1 = 0, eth2 = 1 }
LLT 配下に設定した集約デバイス名は、
PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントで
使用する必要があります。

メモ: LLT の統合インターフェースを設定する
と、LLT 用に設定した同じ統合インターフェー
スの名前を使うように Device 属性の値を設定
します。
たとえば、nebula の LLT のデバイスが次の名
前である場合
aggr1（nebula の場合）
MultiPrivNIC エージェントの Device 属性は
次のようになります。
Device@nebula = { aggr1 = 0 }
PrivNIC 用の VCS リ
ソース名

ora_priv

（priv_resname）
MultiPrivNIC 用の
VCS リソース名
（multipriv_resname）

multi_priv

割り当てられた値
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情報

サンプル値

クラスタの最初のノード galaxy の場合:
のプライベート IP アド
■ 192.168.12.1（Oracle Clusterware）
レス - MultiPrivNIC
■ 192.168.2.1
（multipriv_ip1_node1）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメータ
に使用する UDP）
（multipriv_ip2_node1）
■ 192.168.3.1
（multipriv_ip3_node1）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメータ
に使用する 2 番目の UDP）

メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先頭
にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。galaxy
と nebula に、プライベート IP アドレスが上の
例のような形式で表示されることを確認してく
ださい。
すべての Oracle Clusterware と UDP Cache
Fusion リンクが LLT リンクであることを推奨し
ます。
クラスタの 2 番目のノー nebula の場合:
ドのプライベート IP ア
■ 192.168.12.2（Oracle Clusterware）
ドレス - MultiPrivNIC
■ 192.168.2.2
（multipriv_ip1_node2）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメータ
に使用する UDP）
（multipriv_ip2_node2）
■ 192.168.3.2
（multipriv_ip3_node2）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメータ
に使用する 2 番目の UDP）

メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先頭
にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。galaxy
と nebula に、プライベート IP アドレスが上の
例のような形式で表示されることを確認してく
ださい。
すべての Oracle Clusterware と UDP Cache
Fusion リンクが LLT リンクであることを推奨し
ます。

割り当てられた値
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サンプル値

割り当てられた値

クラスタの新しいノード nebula の場合:
を追加する場合のプラ
■ 192.168.12.5（Oracle Clusterware）
イベート IP アドレス ■ 192.168.2.6
MultiPrivNIC
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメータ
（multipriv_ip1_newnode）
に使用する UDP）
（multipriv_ip2_newnode） メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先頭
にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。galaxy
と nebula に、プライベート IP アドレスが上の
例のような形式で表示されることを確認してく
ださい。
すべての Oracle Clusterware と UDP Cache
Fusion リンクが LLT リンクであることを推奨し
ます。
クラスタの最初のノード galaxy の場合:
のプライベートホスト名
■ galaxy-priv
（/etc/hosts に設定）
■ galaxy-priv1
（ip_node1）
クラスタの 2 番目のノー nebula の場合:
ドのプライベートホスト
■ nebula-priv
名（/etc/hosts に設定）
■ nebula-priv1
（ip_node2）
クラスタ用のネットマス
ク

255.255.255.0

（netmask_ip）

表 C-10 に、Oracle RAC ホームディレクトリを作成するときに使用可能なサンプル値を示
します。
表 C-10
情報

サンプル値シート - Oracle RAC ホームディレクトリ
サンプル値

各ノード上で Oracle
Disk_1
Clusterware とデータ
ベースのバイナリが含
まれるディスク
disk_name

割り当てられた値
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情報

サンプル値

VxVM ローカルディス ■ bindg_galaxy（galaxy 上）
クグループ名
■ bindg_nebula（nebula 上）
dg_name
CVM ディスクグループ bindg
名
cvm_dg
Oracle Clusterware ■ Oracle Clusterware の場合
バイナリのボリューム名
crsbinvol
■
Oracle Grid Infrastructure の場合
clus_volname
gridbinvol
Oracle Clusterware
ホームディレクトリ
clus_home

Oracle Clusterware の場合、crs_home
へのパス
/u01/app/oracle/product/10.2.0/crshome
■ Oracle Grid Infrastructure の場合、
grid_home へのパス
/u01/app/grid/product/11.2.0/gridhome
■

Oracle データベースバ orabinvol
イナリのボリューム名
ora_volname
Oracle
bin_dg
Clusterware/Grid
Infrastructure と
Oracle データベースの
ホームディレクトリを含
むディスクグループの
VCS リソース名
dg_resname
Oracle Clusterware の ■ Oracle Clusterware の場合
バイナリマウントポイン
crsbin_mnt
トのリソース名
■ Oracle Grid Infrastructure の場合
gridbin_mnt
clusbin_mnt_resname
Oracle データベースの orabin_mnt
バイナリマウントポイン
トのリソース名
orabin_mnt_resname

割り当てられた値
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情報

サンプル値

割り当てられた値

Oracle Clusterware の /u01/app/oracle
Oracle ベースディレク
トリ
oracle_base
Oracle Grid
/u01/app/grid
Infrastructure の
Oracle ベースディレク
トリ
grid_base
データベースの Oracle /u01/app/oracle
ベースディレクトリ
oracle_base
Oracle データベースの /u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
ホームディレクトリ
db_home
Oracle Grid
/u01/app/11.2.0/grid
Infrastructure ホーム
ディレクトリ
grid_home

表 C-11 に、OCR と投票ディスクのストレージを作成するときに使用可能なサンプル値を
示します。
表 C-11
情報

サンプル値シート - OCR と投票ディスク
サンプル値

OCR と投票ディスクの Disk_2
共有ディスクグループ
Disk_3
作成に使用するディス
ク
disk_name2
disk_name3
OCR と投票ディスク用 ocrvotedg
の共有ディスクグルー
プ
ocrvote_dgname

割り当てられた値
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情報

サンプル値

割り当てられた値

CVM RAW ボリューム ocrvol
上の OCR ボリューム
ocr_volname
CVM RAW ボリューム votevol
上の投票ディスクボ
リューム
vote_volname
CFS 上の OCR と投票
ディスクボリューム

ocrvotevol

ocrvote_volname
OCR と投票ディスク用 nmirror=2
のボリュームオプション
共有ボリューム上のファ /dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvotevol
イルシステム（CFS）
共有ファイルシステムの /ocrvote
マウントポイント
ocrvote_mnt
OCR と投票ディスクの ocrvote_voldg_ocrvotedg
CVMVolDg のリソース
名
ocrvotevol_resname
OCR と投票ディスクの ocrvote_mnt_ocrvotedg
CFSMount のリソース
名
ocrvotemnt_resname
アーカイブログ用のマ
ウントポイント

/oradata

CVM グループ名

cvm

cvm_grpname

表 C-12 に、CSSD エージェントと Oracle データベースを設定するときに使用可能なサ
ンプル値を示します。
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サンプル値シート - CSSD と Oracle データベースの設定

情報

サンプル値

CVM グループ名

cvm

cvm_grpname
CSSD グループ名

cssd

cssd_grpname
Oracle データベース用 oradb_grp
の VCS サービスグルー
プ
oradb_grpname
Oracle 用の VCS リ
ソース名

oradb

db_resname
Oracle データベース名 db
db_name
グローバルデータベー db.symantecexample.com（データベース名.
ス名
ドメイン）
Oracle データベース用 oradatadg（共有）
のディスクグループ名
oradb_dgname
Oracle データベース用 oradatavol
のボリューム名
oradb_volname
Oracle データベース用 /oradata（共有）
のマウントポイント
oradb_mnt
Oracle データベースの oradata_voldg
CVMVolDg リソース
oradbdg_resname
Oracle データベースの oradata_mnt
CFSMount リソース
oradbmnt_resname

割り当てられた値
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情報

サンプル値

割り当てられた値

ポリシー管理された
db
データベースの SID プ
レフィックス
oradb_sid_prefix
クラスタの最初のノード db1
の SID
oradb_sid_node1
クラスタの 2 番目のノー db2
ドの SID
oradb_sid_node2

VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ
表 C-13 では、CVM と VVR をインストールして設定するときに使うことができるサンプル
値を示しています。該当する場合は、次の表にシステム用の CVM/VVR 値を記入しま
す。
表 C-13

VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ

インストール情報

サンプル値

セカンダリクラスタのホスト名

mercury、jupiter

セカンダリクラスタ名

rac_cluster102

セカンダリクラスタ ID 番号

102

プライマリクラスタアドレス

10.10.10.101

プライマリクラスタログの所有者 10.10.9.101
IP
セカンダリクラスタアドレス

10.11.10.102

セカンダリクラスタログの所有者 10.11.9.102
IP
RVG 名

rac1_rvg

グローバルデータベース名

vrts

データベースリソース名

ora1

割り当てられた値
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サンプル値

割り当てられた値

データベースグループ名（cvm oradb1_grp
に依存し、リソース、oracle エー
ジェントなどを含む）
SRL ボリューム名

rac1_srl

（VVR 用）プライマリサイト上の rac_clus101_priv
クラスタの、解決可能な仮想ホ
スト名
（VVR 用）セカンダリサイト上の rac_clus102_priv
クラスタの、解決可能な仮想ホ
スト名
セカンダリクラスタのプライベー 192.168.12.3 - 192.168.12.4
ト IP アドレス

SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ
表 C-14 では、CVM と VVR をインストールして設定するときに使うことができるサンプル
値を示しています。該当する場合は、次の表にシステム用の CVM/VVR 値を記入しま
す。
表 C-14

SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ

インストール情報

サンプル値

セカンダリクラスタのホスト
名

mercury、jupiter

セカンダリクラスタ名

rac_cluster102

セカンダリクラスタ ID 番号 102
プライマリクラスタアドレス

10.10.10.101

プライマリクラスタログの所 10.10.9.101
有者 IP
セカンダリクラスタアドレス

10.11.10.102

セカンダリクラスタログの所 10.11.9.102
有者 IP
RVG 名

rac1_rvg

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

割り当てられた値

グローバルデータベース名 vrts
データベースリソース名

ora1

データベースグループ名 oradb1_grp
（cvm に依存し、リソース、
oracle エージェントなどを
含む）
SRL ボリューム名

rac1_srl

（VVR 用）プライマリサイト rac_clus101_priv
上のクラスタの、解決可能
な仮想ホスト名
（VVR 用）セカンダリサイト rac_clus102_priv
上のクラスタの、解決可能
な仮想ホスト名
セカンダリクラスタのプライ 192.168.12.3 ベート IP アドレス
192.168.12.4

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストー
ルに必要な情報
この項では、Oracle データベースソフトウェアをインストールするために Oracle Universal
Installer で必要な情報について説明します。
表 C-15 に、Oracle Grid Infrastructure をインストールするときに Oracle Universal
Installer で必要な情報を示します。
表 C-15

Oracle Grid Infrastructure のインストールに必要な情報 - Oracle RAC
11g リリース 2

OUI メニュー

説明

［Select installation option］

［クラスタのグリッドインフラのインストールと設定（Install and
Configure Grid Infrastructure for a Cluster）］オプションを選
択します。

［Select installation type］

［高度なインストール（Advanced Installation）］オプションを選
択します。

［Specify cluster
configuration］

データベースクライアントでクラスタ内のデータベースに接続す
るために使われるクラスタの SCAN 名を入力します。
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OUI メニュー

説明

［Grid Plug and Play
information］

次の情報を指定します。
■

クラスタの名前

SCAN 名
ドメインネームサーバー（DNS）上の SCAN アドレスは、3 つ
のアドレス（推奨）または少なくとも 1 つのアドレスに解決され
る必要があります。
■ SCAN ポート
■

［Specify network interface
usage］

各インターフェースに対して計画された使用方法（パブリック、プ
ライベート、未使用のいずれか）を特定します。

メモ: PrivNIC と MultiPrivNIC の設定時に指定したのと同じプ
ライベートインターフェースが画面に表示されていることを確認
します。

メモ: PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントによって管理
されるプライベート IP アドレスを含むサブネットのインターフェー
スに「プライベート」のマークを付けます。
プライベートのインターフェースは、Oracle Grid Infrastructure
通信とデータベース Cache Fusion トラフィックの
「cluster_interconnect」として GPnP プロファイルに格納され
ます。
［Storage option information］ ［共有ファイルシステム（Shared File System）］オプションを選
択します。
［OCR storage option］

OCR 情報を格納する場所の絶対パスを入力します。
たとえば、CFS 上に OCR 情報を格納する場合
は、/ocrvote/ocr と入力します。

メモ: Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインストール
するときは、［外部冗長性（External Redundancy）］オプション
を選択します。CVM によってミラー化が実行されます。
CVM RAW ボリュームを使用する ASM ディスクグループに OCR
情報を格納する場合
は、/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvol と入力します。

メモ: ASM のディスクグループとインスタンスを作成するときは、
［External］オプションを選択します。CVM によってミラー化が
実行されます。
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OUI メニュー

説明

［Voting Disk storage option］ 投票ディスクの情報を格納する場所の絶対パスを入力します。
たとえば、CFS 上に投票ディスク情報を格納する場合
は、/ocrvote/vote と入力します。

メモ: Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインストール
するときは、［外部冗長性（External Redundancy）］オプション
を選択します。CVM によってミラー化が実行されます。
CVM RAW ボリュームを使用する ASM ディスクグループに投
票ディスク情報を格納する場合
は、/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/votevol と入力します。

メモ: ASM のディスクグループとインスタンスを作成するときは、
［External］オプションを選択します。CVM によってミラー化が
実行されます。
［Specify installation
location］

Oracle ベースディレクトリと Oracle Grid Infrastructure のホー
ムディレクトリへの絶対パスを入力します。

［Create inventory］

インストールファイルを格納する Oracle インベントリディレクトリ
への絶対パスを入力します。

Oracle データベースのインストールに必要な情報
この項では、Oracle データベースソフトウェアをインストールするために Oracle Universal
Installer で必要な情報について説明します。
表 C-16 に、Oracle データベースソフトウェアをインストールするときに Oracle Universal
Installer で必要な情報を示します。
表 C-16

Oracle データベースのインストールに必要な情報 - Oracle RAC 11g
リリース 2

OUI メニュー

説明

［Select installation option］

［ソフトウェアのみインストール（Install database software
only）］オプションを選択します。

［Node selection］

［Real Application Clusters データベースのインストール
（Real Application Clusters database installation）］を
選択します。
Oracle RAC データベースソフトウェアをインストールする
必要があるノードを選択します。

［Select database edition］

［Enterprise Edition］を選択します。
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OUI メニュー

説明

［Specify installation location］

ORACLE_BASE と ORACLE_HOME のディレクトリパスを
確認するか、またはそれらのパスを入力します。
Oracle Universal Installer によって製品固有の前提条
件チェックが実行されます。フラグが付けられた項目がある
場合、それらを手動で確認して設定する必要があります。

D
設定ファイルの例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

VCS 設定ファイルについて

■

LLT と GAB の設定ファイルについて

■

I/O フェンシングの設定ファイルについて

■

サンプル設定ファイル

VCS 設定ファイルについて
この項では SF Oracle RAC のインストールに続く VCS 設定ファイルの内容に関するハイ
レベルの概要を説明します。SF Oracle RAC をインストールした後、Oracle をインストー
ルする前に、設定ファイルを確認します。
設定ファイルは次の情報を含んでいます。
■

「include」文には、SF Oracle RAC のさまざまな VCS タイプファイル（.cf）が記述さ
れています。
これらのファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリ内に配置されています。
これらのファイルには、クラスタ内のリソースを制御するエージェントが定義されます。

■

クラスタ定義（インストール中に rac_cluster101 などのクラスタ名が付けられる）には、
クラスタのユーザー名と管理者名が含まれます。UseFence = SCSI3 属性は、自動で
設定されないため、インストール後に手動で追加する必要があります。
p.152 の 「ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。

■

main.cf には、cvm サービスグループが含まれています。このサービスグループに
は、CFS リソースと CVM リソースの監視に関する定義が含まれます。CVMCluster
エージェントのリソース定義には、ノードが GAB を使ってメッセージ操作を行うことが
示されています。
cvm グループのパラレル属性は 1 に設定されています。この値が設定されていると、
システムリスト内の各ノード上でリソースを並列実行できます。
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LLT と GAB の設定ファイルについて
LLT と GAB は、VCS の通信サービスです。LLT には、/etc/llthosts ファイルと /etc/llttab
ファイルが必要です。GAB には、/etc/gabtab ファイルが必要です。
表 D-1 は、LLT 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
LLT 設定ファイル

表 D-1
ファイル

説明

/etc/sysconfig/llt

このファイルは LLT の開始と停止の環境変数を格納します。
LLT_START は、システム再起動後の LLT モジュールの起動動作を定義します。有効な値は次の
とおりです。
1 は、LLT の起動が有効になっていることを示します。
0 は、LLT の起動が無効になっていることを示します。
■ LLT_STOP は、システムシャットダウン時の LLT モジュールのシャットダウン動作を定義します。有
効な値は次のとおりです。
1 は、LLT のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、LLT のシャットダウンが無効になっていることを示します。
■

SF Oracle RAC の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
/etc/llthosts

llthosts ファイルは、システムごとの 1 つのエントリを持つデータベースです。このファイルは LLT の
ホスト名と LLT のシステム ID（最初のカラム）をリンクします。このファイルは、クラスタ内の各ノードで同
一にする必要があります。ファイルの内容が不一致の場合、クラスタで予測できない動作が発生するこ
とがあります。
たとえば、ファイル /etc/llthosts には次のようなエントリが含まれます。
0
1

galaxy
nebula

付録 D 設定ファイルの例
LLT と GAB の設定ファイルについて

ファイル

説明

/etc/llttab

ファイル llttab には、インストール時に入力し、lltconfig(1M) で使用するクラスタ情報が定義さ
れています。インストール後、このファイルには、特定のシステムに対応する LLT ネットワークリンクが一
覧表示されます。
set-node galaxy
set-cluster 2
link eth1 eth1 - ether - link eth2 eth2 - ether - たとえば、ファイル /etc/llttab には次のようなエントリが含まれます。
set-node galaxy
set-cluster 2
link eth1 eth-00:04:23:AC:12:C4 - ether - link eth2 eth-00:04:23:AC:12:C5 - ether - 統合インターフェースを使うと、ファイルには eth-MAC_address の代わりに統合インターフェースの名
前が記載されます。
先頭の行はシステムを識別するためのものです。2 行目は、クラスタを識別するためのものです（インス
トーラを使った場合、クラスタ ID として設定した値）。次の 2 つの行は link コマンドから始まります。こ
れらの行は LLT のプロトコルが使う 2 つのネットワークカードを識別します。
LLT の下で優先度が低いリンクを設定すると、ファイルには「link-lowpri」の行も追加されます。
LLT の設定ファイルの編集方法について詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してください。
このマニュアルページには、llttab ファイルのパラメータについての解説があります。

表 D-2 は、GAB 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
表 D-2
ファイル

GAB 設定ファイル
説明

/etc/sysconfig/gab このファイルは GAB の開始と停止の環境変数を格納します。
GAB_START は、システム再起動後の GAB モジュールの起動動作を
定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB の起動が有効になっていることを示します。
0 は、GAB の起動が無効になっていることを示します。
■ GAB_STOP は、システムシャットダウン時の GAB モジュールのシャット
ダウン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、GAB のシャットダウンが無効になっていることを示します。
■

SF Oracle RAC の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に
設定します。
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ファイル

説明

/etc/gabtab

SF Oracle RAC のインストールを終了した時点で、/etc/gabtab ファイルに
は、GAB ドライバを使うための gabconfig（1）コマンドが設定されていま
す。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションにより、使用するドライバを設定します。-nN のオプションは、
少なくとも N 台のノードがクラスタを形成する準備ができるまでクラスタが形
成されないことを指定します。N がクラスタのノードの合計数になるように設
定することをお勧めします。

メモ: /sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧め
しません。-c -x を使うとスプリットブレイン状態になる場合があります。

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 D-3 に、I/O フェンシングの設定ファイルを一覧表示します。
表 D-3
ファイル

I/O フェンシングの設定ファイル

説明

/etc/sysconfig/vxfen このファイルには I/O フェンシングの起動と停止の環境変数が格納されます。
VXFEN_START - システムの再起動後における I/O フェンシングモジュールの起動動作を定義し
ます。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングの起動が有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングの起動が無効であることを示します。
■ VXFEN_STOP - システムのシャットダウン中における I/O フェンシングモジュールのシャットダウン
動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングのシャットダウンが有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングのシャットダウンが無効であることを示します。
■

SF Oracle RAC の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
/etc/vxfendg

このファイルにはコーディネータディスクグループの情報が含まれています。
このファイルはサーバーベースのフェンシングには適用できません。

付録 D 設定ファイルの例
I/O フェンシングの設定ファイルについて

ファイル

説明

/etc/vxfenmode

このファイルには次のパラメータがあります。
■

vxfen_mode
■ scsi3 — ディスクベースのフェンシングの場合
■

customized — サーバーベースのフェンシングの場合

■

disabled — I/O フェンシングドライバを実行するが、フェンシング操作は行わない場合

vxfen_mechanism
このパラメータはサーバー型のフェンシングにのみ該当します。値は cps と設定します。
■ scsi3_disk_policy
■ dmp — DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
このディスクポリシーは、デフォルトでは DMP です。iSCSI のデバイスを使う場合は、ディスクポ
リシーを DMP と設定する必要があります。
■ raw — 下位 RAW キャラクタデバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
■

メモ: すべてのノードで同じ SCSI-3 ディスクポリシーを使う必要があります。
security
このパラメータはサーバー型のフェンシングにのみ該当します。
1 - CP サーバーとの通信がセキュアモードで行われることを示します。この設定がデフォルト値です。
0 - CP サーバーとの通信が非セキュアモードで行われることを示します。
■ コーディネーションポイントのリスト
このリストはサーバーベースのフェンシング設定でのみ必要です。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントには、コーディネータディスク、CP サー
バー、または両方の組み合わせを含めることができます。コーディネータディスクを使う場合は、コー
ディネータディスクの名前でコーディネータディスクグループを作成する必要があります。
コーディネーションポイントと複数の IP アドレスを各 CP サーバーに指定する方法について詳しくは、
サンプルファイル /etc/vxfen.d/vxfenmode_cps を参照してください。
■ single_cp
このパラメータは、1 つの高可用性 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
ベースのフェンシングに適用できます。また、単一ディスクを持つコーディネータディスクグループを
使う場合にも適用できます。
■ autoseed_gab_timeout
このパラメータを使うと、使用できないクラスタノードがある場合でも、GAB のクラスタの自動シーディ
ングを使用できるようになります。この機能では I/O フェンシングが有効である必要があります。
0 - GAB の自動シーディング機能を有効にします。0 より大きい値は、自動的にクラスタをシーディン
グする前の GAB の遅延時間（秒数）を示します。
-1 - GAB の自動シーディング機能をオフにします。この設定がデフォルト値です。
■
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ファイル

説明

/etc/vxfentab

I/O フェンシングを起動すると、起動スクリプト vxfen で各ノード上にこの /etc/vxfentab ファイルが作
成されます。この起動スクリプトは /etc/vxfendg および /etc/vxfenmode ファイルのコンテンツを使用
します。システムが再起動されると必ず、フェンシングドライバによって、すべてのコーディネータポイン
トの最新リストで vxfentab ファイルが再初期化されます。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルであるため、変更しないでください。
ディスク型の I/O フェンシングの場合、各ノードの /etc/vxfentab ファイルは各コーディネータディスク
へのすべてのパスのリストを含んでいます。あるノードでのディスクベースのフェンシングの設定におけ
る /etc/vxfentab ファイルの例を次に示します。
■

RAW ディスク:
/dev/sdx
/dev/sdy
/dev/sdz

■

DMP ディスク:
/dev/vx/rdmp/sdx3
/dev/vx/rdmp/sdy3
/dev/vx/rdmp/sdz3

サーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルにセキュリティ設定の情報も含まれま
す。
1 つの CP サーバーのみのサーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルに single_cp
設定情報も含まれます。

サンプル設定ファイル
SF Oracle RAC には、様々なシナリオを示す複数のサンプル設定ファイルがあります。ク
ラスタ環境を設定するためのガイドラインとしてサンプルファイルを使うことができます。こ
れらのサンプルファイルは /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ にあります。
この項では、各サンプルファイルについて簡潔に説明し、それぞれのサービスグループ
の設定を示します。この項には main.cf ファイルのコピーは含まれていません。
この項では、次のサンプルファイルについて説明します。
■

「sfrac02_main.cf ファイル」

■

「sfrac03_main.cf ファイル」

■

「sfrac04_main.cf ファイル」

■

「sfrac05_main.cf ファイル」

■

「sfrac06_main.cf ファイル」

付録 D 設定ファイルの例
サンプル設定ファイル

■

「sfrac07_main.cf ファイルと sample08_main.cf ファイル」

■

「sfrac09_main.cf ファイルと sample10_main.cf ファイル」

■

「sfrac11_main.cf ファイル」

■

「sfrac12_main.cf ファイルと sample13_main.cf ファイル」

■

「sfrac14_main.cf ファイル」

sfrac02_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

1 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CVM RAW ボリュームに格納され
ています。

図 D-1 に設定を示します。
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sfrac02_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-1

oradb_grp (パラレル)
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

cvm (パラレル)
cssd
アプリケーション

vxfsckd
CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

ora_priv
PrivNI
C

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfig
d

sfrac03_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Cache Fusion 用に 1 つ目の IP アドレス（eth1 上）が Oracle Clusterware と 1 つ目
のデータベースで共有されます。
Cache Fusion 用に 2 つ目の IP アドレス（eth2 上）が 2 つ目のデータベースで使わ
れます。
高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。
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図 D-2 に設定を示します。
sfrac03_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-2

racdb_grp (パラレル)

oradb_grp (パラレル)

rac_db

ora_db
Oracle

Oracle
oradata_mnt
CFSMount

racdata_mnt
CFSMount

oradata_voldg
CVMVoIDG

racdata_voldg
CVMVoIDG

cvm (パラレル)
cssd
アプリケーション

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_mpriv
vxfsckd

MultiPrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfig
d

sfrac04_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは VCS では管理されません。Oracle Clusterware がデータベースの
開始、停止、監視を行います。
CRSResource エージェントは、Oracle Clusterware で設定されたデータベース、VIP
リソース、リスナーリソースの状態を監視します。
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メモ: Oracle データベースの CFSMount リソースと CVMVolDg リソースは、グルー
プ内のクリティカルなリソースとして設定できません。
CRSResource エージェントは、Oracle Clusterware がデータベースを起動するまで
は FAULTED と表示されます。

■

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。

■

Cache Fusion 用に 1 つ目の IP アドレス（eth1 上）が Oracle Clusterware と 1 つ目
のデータベースで共有されます。
Cache Fusion 用に 2 つ目の IP アドレス（eth2 上）が 2 つ目のデータベースで使わ
れます。
高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-3 にこの設定を示します。
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sfrac04_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-3
app1_grp (パラレル)

app2_grp (パラレル)

app1

app2

アプリケーション

CRSResourc
e
crsr_oradb_db

CRSResourc
e
crsr_oradb_vip

アプリケーション

CRSResourc
e
crsr_racdb_db

CRSResourc
e
crsr_oradb_lsnr

CRSResourc
e
crsr_racdb_vip

cssd
アプリケーション

mpriv
MultiPrivNIC

ocrvote_mnt

CRSResourc
e
crsr_racdb_lsnr

crs_grp
(パラレル)

CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

cvm グループ (パラレル)
oradata_mnt
Critical=0 CFSMount
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

CVMVoIDG

racdata_voldg
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac05_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

1 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは ASM に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。
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■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-4 に設定を示します。
sfrac05_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-4

dbgrp（並行）
asm_db
Oracle
ASMD
G

asm_dg

rac_voldg
CVMVoIDG

CVM グループ（並行）
cssd
アプリケーシ
ョン

ocrvote_mnt
CFSMount

vxfsckd
CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

ora_priv
PrivNI
C

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfig
d

sfrac06_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースは Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。各データベース
に専用のリンクが使われます。
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■

1 つ目のプライベート IP アドレス（eth1 上）は Oracle Clusterware によって使われ
ます。
Cache Fusion 用に eth2 上のプライベート IP アドレスが 1 つ目のデータベースに
よって使われます。
Cache Fusion 用に NIC3 上のプライベート IP アドレスがもう一方のデータベースに
よって使われます。
高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-5 に設定を示します。
sfrac06_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-5

racdb_grp (パラレル)

oradb_grp (パラレル)

rac_db

ora_db
Oracle

Oracle
oradbdata_mnt
CFSMount

racdbdata_mnt
CFSMount

oradbdata_voldg
CVMVoIDG

racdbdata_voldg
CVMVoIDG

cvm (パラレル)
cssd
アプリケーション

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_mpriv
vxfsckd

MultiPrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfig
d

sfrac07_main.cf ファイルと sample08_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac07_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。サンプル設定 sample08_main.cf には、セカンダリサイトのディザスタリカ
バリ設定が記述されています。設定では、VVR を使ってサイト間でデータがレプリケート
されます。
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このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる 2 つのノードから構成される 2 つの 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。

■

サイト間でログ情報をやり取りするために VVR が使うレプリケーションリンクは、
rlogowner グループ内に設定されます。これはフェールオーバーグループとして、
各サイトのクラスタ内で 1 つのノードだけでオンラインになります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。データベースグ
ループがオンラインになるノードは、RVGSharedPri リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

図 D-6 に設定を示します。サービスグループ設定はプライマリサイトとセカンダリサイトで
同じです。グループの可用性（オンライン/オフライン）はサイト間で異なります。
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sfrac07_main.cf ファイルと sfrac08_main.cf ファイルのサービスグ
ループ設定

図 D-6

rlogowner（フェールオー
バー）

oradb_grp（並行）

logowner
RVGLogowne
r

ora_db
Oracle

logowner_ip

oradata_mnt
CFSMount

IP

ora_vvr_sharedpri

nic
NIC

RVGSharedPri

RVGgroup（並行）
racdata_rvg
RVGShared
racdata_vold
g
CVMVoIDG

CVM（並行）
cssd
アプリケーシ
ョン

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfig
d

sfrac09_main.cf ファイルと sample10_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac09_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。サンプル設定 sample10_main.cf には、セカンダリサイトのディザスタリカ
バリ設定が記述されています。サンプル設定では、EMC SRDF 技術を使ってサイト間で
データがレプリケートされます。
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メモ: この設定では、サポートされている他のハードウェアベースのレプリケーション技術
を使うことができます。
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる 2 つのノードから構成される 2 つの 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。

■

EMC SRDF はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

SRDF 技術とレプリケーションモードを使ってサイト間でレプリケートされる SRDF ディ
スクグループは、データベースグループ内の SRDF リソースで指定されます。SRDF
ディスクグループを構成する CVM ディスクグループは、データベースグループ内の
CVMVolDg リソースで設定されている必要があります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。データベースグ
ループがオンラインになるノードは、SRDF リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

図 D-7 にプライマリサイトの設定を示します。
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sfrac09_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-7

oradb_grp (パラレル)
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVolD
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d

図 D-8 にセカンダリサイトの設定を示します。
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sfrac10_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-8
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sfrac11_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのサイトでホストされる 4 つのノードで構成される SF Oracle RAC キャンパスクラ
スタ。

■

各サイトは単一のデータベースをホストする 2 ノードのクラスタで構成されます。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

eth1 上の IP アドレスは Oracle Clusterware によって使われます。
Oracle データベース Cache Fusion 用に NIC2 上の 2 つ目の IP アドレスが使われ
ます。
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高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。
■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

SystemZones 属性を使って各物理サイトのホストを独立した論理システムゾーンに
グループ化します。

図 D-9 に設定を示します。
sfrac11_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-9

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

CVM（並行）
cssd
アプリケーション

ocrvote_mnt
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CFSMount
vxfsckd

MultiPrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
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sfrac12_main.cf ファイルと sample13_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac12_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。サンプル設定 sample13_main.cf には、ファイアドリル機能を備えたセカン
ダリサイトのディザスタリカバリ設定が記述されています。サンプル設定では、Hitachi
True Copy 技術を使ってサイト間でデータがレプリケートされます。
メモ: この設定では、サポートされている他のハードウェアベースのレプリケーション技術
を使うことができます。
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このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる 2 つのノードから構成される 2 つの 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。

■

Hitachi True Copy はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

HTC 技術とレプリケーションモードを使ってサイト間でレプリケートされる HTC ディス
クグループは、データベースグループ内の HTC リソースで指定されます。HTC ディ
スクグループを構成する CVM ディスクグループは、データベースグループ内の
CVMVolDg リソースで設定されている必要があります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。データベースグ
ループがオンラインになるノードは、HTC リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

■

セカンダリ上のデータベースグループ oradb_grp_fd はファイアドリル用に設定され
ています。

■

グループ oradb_grp_fd がオンラインになると、HTCSnap によってデータベースグ
ループ oradg_grp 内の HTC リソースに設定されているディスクグループのスナップ
ショットが作成されます。
さらに、サービスグループ oradb_grp_fd に設定されている Oracle データベースお
よび関連付けられているボリュームとマウントポイントは、HTCSnap が作成するスナッ
プショットを使ってオンラインになります。

図 D-10 にプライマリサイトの設定を示します。
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sfrac12_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-10
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図 D-11 にセカンダリサイトの設定を示します。
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sfrac13_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-11

oradb_grp_fd (パラレル)

oradb_grp (パラレル)

ora_db_fd

ora_db
Oracle

Oracle

oradata_mnt_fd

oradata_mnt
CFSMount

CFSMount
oradata_voldg_fd

oradata_voldg

CVMVolDG

CVMVolDG
gc_htc

HTCSnap-gc_htc
HTCSnap

HTC

cvm (パラレル)
cssd
アプリケーション

ocrvote_mnt
ora_priv

CFSMount

vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG

cvm_clus

ocrvote_voldg

CVMCluster
cvm_vxconfigd
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sfrac14_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

1 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-12 に設定を示します。
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sfrac14_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-12
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CP サーバーの設定ファイルの例
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）の設定は、/etc/vxcps.conf ファイ
ルが決定します。
p.681 の 「CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル」 を参照してく
ださい。
次は、シングルノード上でホストされている CP サーバーおよび SFHA クラスタ上でホスト
されている CP サーバーの main.cf ファイルの例です。
■

シングルノード上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.676 の 「VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf ファ
イルの例」 を参照してください。

■

SFHA クラスタ上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.678 の 「2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイルの
例」 を参照してください。
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メモ: CP サーバーは、SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）との通信におい
て、インターネットプロトコルバージョン 4 またはバージョン 6（IPv4 または IPv6 のアドレ
ス指定）をサポートしています。次は IPv4 アドレス を使用する main.cf ファイルの例で
す。

VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの
main.cf ファイルの例
次に、シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf の例を示します。
このシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

ノード名: mycps1

include "types.cf"
include "/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"
// cluster name: cps1
// CP server: mycps1
cluster cps1 (
UserNames = { admin = bMNfMHmJNiNNlVNhMK, haris = fopKojNvpHouNn,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx" = aj,
"root@mycps1.symantecexample.com" = hq }
Administrators = { admin, haris,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx",
"root@mycps1.symantecexample.com" }
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system mycps1 (
)
group CPSSG (
SystemList = { mycps1 = 0 }
AutoStartList = { mycps1 }
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth0
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Address = "10.209.3.1"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth1
Address = "10.209.3.2"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth0
PingOptimize = 0
NetworkHosts @mycps1 = { "10.209.3.10 }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
ConfInterval = 30
RestartLimit = 3
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
vxcpserv requires quorum

// resource dependency tree
//
// group CPSSG
// {
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
Process vxcpserv
{
Quorum quorum
}
}

2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファ
イルの例
次に、CP サーバーが SFHA クラスタでホストされる場合の main.cf の例を示します。
SFHA クラスタでホストされるこの CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくださ
い。
■

クラスタ名: cps1

■

クラスタ内のノード: mycps1、mycps2

include
include
include
include

//
//
//
//

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"

cluster: cps1
CP servers:
mycps1
mycps2

cluster cps1 (
UserNames = { admin = ajkCjeJgkFkkIskEjh,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx" = JK,
"mycps2.symantecexample.com@root@vx" = dl }
Administrators = { admin, "mycps1.symantecexample.com@root@vx",
"mycps2.symantecexample.com@root@vx" }
SecureClus = 1
)
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system mycps1 (
)
system mycps2 (
)
group CPSSG (
SystemList = { mycps1 = 0, mycps2 = 1 }
AutoStartList = { mycps1, mycps2 } )
DiskGroup cpsdg (
DiskGroup = cps_dg
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth0
Device @mycps2 = eth0
Address = "10.209.81.88"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth1
Device @mycps2 = eth1
Address = "10.209.81.89"
NetMask = "255.255.252.0"
)
Mount cpsmount (
MountPoint = "/etc/VRTScps/db"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cps_dg/cps_volume"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth0
Device @mycps2 = eth0
PingOptimize = 0
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NetworkHosts @mycps1 = { "10.209.81.10 }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = eth1
Device @mycps2 = eth1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
Volume cpsvol (
Volume = cps_volume
DiskGroup = cps_dg
)
cpsmount requires cpsvol
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
cpsvol requires cpsdg
vxcpserv requires cpsmount
vxcpserv requires quorum

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group CPSSG
{
IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
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// Process vxcpserv
//
{
//
Quorum quorum
//
Mount cpsmount
//
{
//
Volume cpsvol
//
{
//
DiskGroup cpsdg
//
}
//
}
//
}
// }

CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル
次にコーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）設定ファイル /etc/vxcps.conf
の出力例を示します。
## The vxcps.conf file determines the
## configuration for Veritas CP Server.
cps_name=mycps1
vip=[10.209.81.88]
vip=[10.209.81.89]:56789
port=14250
security=1
db=/etc/VRTScps/db
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E
システム間通信の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas インストーラでの ssh または rsh の使用について

■

システム間通信の設定

Veritas インストーラでの ssh または rsh の使用につい
て
インストーラにより、システム間でパスワードを使わないセキュアシェル（ssh）通信またはリ
モートシェル（rsh）通信が使われます。オペレーティングシステムに付属の ssh デーモン
または rsh デーモンが使われます。インストール時に、使いたい通信方法を選択します。
それから、インストール先システムのスーパーユーザーパスワードを入力します。システム
間の ssh 通信または rsh 通信は、インストール処理が完了すると削除されます（インス
トールが突然終了した場合を除く）。インストールが突然終了した場合は、インストールス
クリプトの -comcleanup オプションを使って、システムから ssh 設定または rsh 設定を削
除してください。
p.608 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。
インストール、設定、アップグレード（必要時）、アンインストールのシナリオではほとんどの
場合、インストーラを使って対象システムの ssh または rsh を設定できます。次のシナリ
オでは、手動で ssh または rsh を設定する必要があります。
■

既存のクラスタに新しいノードを追加する場合。

■

段階的アップグレードで、ノードがサブクラスタ内にある場合。

■

応答ファイルを使ってインストーラセッションを実行する場合。
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システム間通信の設定
通信モードを手動で設定する必要がある場合は、この手順を参照してください。 クラスタ
内のすべてのシステムで ssh または rsh コマンドを実行するには、ルート権限が必要で
す。システム間通信に ssh を使う場合は、パスワードまたはパスフレーズの要求なしで動
作するように設定する必要があります。rsh についても、パスワードを要求する画面が表
示されないように設定する必要があります。
ssh または rsh を使ってシステム間で通信できない場合は、シマンテック社のサポートに
お問い合わせください。 http://support.symantec.com を参照してください。
警告: SF Oracle RAC をインストールするリモートシステムへの rsh や ssh コマンドは、
無関係の文字を印刷することはできません。

クラスタシステムでの ssh の設定
クラスタ外部のシステムからクラスタ内のすべてのシステムに対して SF Oracle RAC をイ
ンストールする場合は、セキュアシェル（ssh）を使ってください。インストール処理を開始
する前に、ssh が正しく設定されていることを確認します。
セキュアシェル（ssh）で次の操作を実行します。
■

ネットワーク上の別のシステムにログオンします

■

リモートシステムのコマンドを実行します

■

1 つのシステムからの別のシステムにファイルをコピーします

ssh は、強力な認証機能と、チャネルを介したセキュアな通信を提供します。ssh は、
rlogin、rsh、rcp に置き換わるプログラムです。
安全のため、リモートシェル（rsh）はデフォルトで無効化されています。リモートコマンドの
実行には、ssh を使用してください。

ssh の設定
ssh を設定するための手順では、OpenSSH のサンプルのファイル名とコマンドを使いま
す。
メモ: ssh には別の設定方法もあります。ssh の設定方法にかかわらず、例の最後のステッ
プを実行して、設定を確認してください。
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ssh を設定するには

1

SF Oracle RAC のインストールを実行するシステムにログインします。

2

このシステムで、次のコマンドを実行して DSA キーペアを生成します。
# ssh-keygen -t dsa

3

デフォルトの ~/.ssh/id_dsa ディレクトリを使います。

4

コマンドプロンプトが表示されたら、パスフレーズを入力して確定します。

5

次のコマンドを入力して、.ssh ディレクトリの権限を変更します。
# chmod 755 ~/.ssh

6

~/.ssh/id_dsa.pub ファイルには、ssh_dss で始まり、このファイルが作成されたシス
テムの名前で終わる行が記述されます。SF Oracle RAC のインストール先となるす
べてのシステムの /root/.ssh/authorized_keys2 ファイルに、この行をコピーしま
す。
ローカルシステムがクラスタの一部である場合は、必ずそのシステムの
authorized_keys2 ファイルを編集してください。

7

インストール先となるシステムで次のコマンドを実行します。
# exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
# ssh-add

このステップはシェルに固有なので、そのシェルが存続している間は有効です。

8

コマンドプロンプトが表示されたら、DSA パスフレーズを入力します。
これで、次のいずれかの方法で VCS を複数のシステムにインストールする準備がで
きました。
■

installvcs プログラムをシステムのいずれかで実行します

■

installvcs プログラムをクラスタ外の独立したシステム上で実行します

ssh-agent が各シェルで起動することを防ぐため、X-Window システムを実行して、
パスフレーズの入力を求められないように設定します。詳しくは、ご使用のオペレー
ティングシステムのマニュアルを参照してください。

9

SF Oracle RAC のインストール先となるシステムに接続できることを確認するには、
次のように入力します。
# ssh -x -l root north ls
# ssh -x -l root south date

これで、パスフレーズやパスワードを入力しなくても、リモートシステムでコマンドを実
行できるようになります。
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F
Automatic Storage
Management
この付録では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC 環境の ASM について

■

SF Oracle RAC での ASM の設定

■

SF Oracle RAC 環境での ASM の設定

■

Veritas CVM および ASM main.cf ファイルのサンプル設定ファイル

SF Oracle RAC 環境の ASM について
ASM はファイルシステムとボリューム管理の機能を組み合わせた、Oracle RAC の統合
ストレージ管理ソリューションです。
CVM（Cluster Volume Manager）を使って ASM を設定すると、パフォーマンスと可用
性を向上させることができます。DMP（Dynamic Multi-Pathing）と共に CVM ミラーボ
リュームを使うと、データアクセスのパフォーマンスが改善され、大規模な異機種混在の
SAN 環境でも持続的なデータ可用性を実現できます。CVM ディスクグループとボリュー
ムを作成して ASM ディスクグループとして使い 、Veritas ASMDG エージェントで ASM
ディスクグループを管理するように設定できます。ASMDG エージェントは ASM ディスク
グループのマウント、マウント解除、監視を行います。
ASM では、OCR（Oracle Cluster Registry）デバイス、投票ディスク、データファイル、制
御ファイル、オンライン REDO ログ、アーカイブログファイル、バックアップファイル用のス
トレージが提供されます。
メモ: ASM では Oracle バイナリ、トレースファイル、警告ログ、エクスポートファイル、tar
ファイル、コアファイル、アプリケーションバイナリとデータはサポートされていません。
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SF Oracle RAC での ASM の設定
SF Oracle RAC 環境で CVM ボリューム上に ASM ディスクグループを設定します。CVM
ボリュームは、データのの可用性を高めるためにミラー化され、DMP（Dynamic
Multi-Pathing）を利用して共有ストレージにアクセスします。
図 F-1 に、CVM 上の ASM ディスクグループの設定を示します。
図 F-1

CVM 上の ASM ディスクグループ
ASM ディスク
グループ

Veritas Volume
Manager

ミラーボリューム

ミラーボリューム

ミラーボリューム

共有ストレージ
への複数パス

共有ストレージ

図 F-2 は、Oracle RAC 11g リリース 2 でサポートされている次の設定を示します。
■

CVM ボリューム上に構成されている ASM ディスクグループ

■

ローカルに格納されている Oracle Clusterware とデータベースのバイナリ

■

CVM 経由で設定された ASM に格納されている Oracle データベースファイル
Oracle データベースは Oracle Clusterware で管理されます。

■

CVM ボリューム上の ASM に格納されている Oracle Cluster Registry と投票ディス
ク
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図 F-2

サポートされている Oracle RAC 設定（Oracle RAC 11g リリース 2）
Oracle RAC インスタンス

CFS

ASM

CVM
DMP
共有ストレージ
への複数パス

共有ストレージ上のデータファイル、
OCR、投票ディスク、Oracle 以外の
ファイル

ASM を介した
OCR、投票ディスク、
データファイルの格納
CVM または CFS を介した
Oracle 以外のファイルの
格納

SF Oracle RAC 環境での ASM の設定
ASM を設定する前に、ASM の計画ガイドラインを確認します。
p.54 の 「CVM 上の Oracle ASM の計画」 を参照してください。
メモ: ASM を設定する前に、SF Oracle RAC と Oracle RAC がインストールされているこ
とを確認します。
ASM ホームディレクトリは Oracle Grid Infrastructure ホームディレクトリ（GRID_HOME）
と同じです。
SF Oracle RAC で ASM を設定するには

1

Veritas ODM ライブラリを ORACLE_HOME ディレクトリからリンク解除します。
p.690 の 「Unlinking the SF Oracle RAC ODM library」 を参照してください。

2

ASM ディスクとして使うために CVM ディスクグループとボリュームを作成して、ASM
に必要なデータベースストレージを作成します。
p.690 の 「ASM でのデータベースストレージの作成」 を参照してください。

3

ASM ディスクグループとインスタンスを作成します。
p.691 の 「ASM ディスクグループとインスタンスの作成」 を参照してください。
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4

ASM 設定を確認します。
p.692 の 「ASM 設定の確認」 を参照してください。

5

Oracle データベースを作成します。手順については、Oracle RAC のマニュアルを
参照してください。

6

VCS サービスグループを Oracle データベース用に設定します。
p.693 の 「ASM のデータベースインスタンス用の VCS サービスグループの設定」 を
参照してください。

Unlinking the SF Oracle RAC ODM library
ODM is a disk management interface for data files that reside on the Veritas File
system.
You need to unlink the ODM library from the ORACLE_HOME directory for ASM
before you configure the database storage on ASM with SF Oracle RAC.
For Oracle RAC 11g Release 2, the Oracle home directory for ASM is the same as
the GRID_HOME directory.
Perform the steps in the procedure on each node in the cluster.
To unlink the Veritas ODM library

1

Log in as the Oracle user.

2

Shut down the ASM instance if it is running:
$ srvctl stop asm -n galaxy
$ srvctl stop asm -n nebula

3

Change to the Oracle home directory for ASM:
$ cd $ORACLE_HOME/lib

4

Unlink the Veritas ODM libraries:
$ ln -sf libodmd11.so libodm11.so

ASM でのデータベースストレージの作成
この手順では、CVM ボリュームを使って ASM にデータベースストレージを作成します。
ASM に Oracle データベース用のストレージを作成するには、まず必要な CVM ディスク
グループとボリュームを作成します。次に、この CVM ボリュームを使ってデータベースファ
イルを格納するための ASM ディスクグループを作成します。
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ASM にデータベースストレージを作成するには

1

CVM マスターに root ユーザーとしてログインします。
CVM マスターを特定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdctl -c mode

2

VxVM ディスクとしてディスクを初期化します。
# vxdisksetup -i sdx

3

CVM ディスクグループとボリュームを作成します。
# vxdg -s init ora_asm_dg sdx
# vxassist -g ora_asm_dg make ora_asm_vol 2000M

4

ボリュームに Oracle ユーザーの権限を設定します。
# vxedit -g ora_asm_dg

¥

set group=dba user=oracle mode=660 ora_asm_vol

Configure ASM using either ASMCA or OEM.

ASM ディスクグループとインスタンスの作成
You can create ASM disk groups using ASM Configuration Assistant (ASMCA) or
manually.
次のタスクが実行されます。
■

ASM ディスクグループとインスタンスが作成されます。

■

ASM インスタンスが起動され、ディスクグループがクラスタ内のすべてのノードにマウ
ントされます。デフォルトの ASM インスタンス名は +ASMn で、n は ASM インスタン
スの数に応じたインスタンス番号です。
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メモ: pfile ファイルを使っている ASM インスタンスの場合は、ノードの再起動時に、
ASM ディスクグループがマウントされる前に下位のボリュームが使用可能であること
を確認してください。 次に、ASM 用に作成された VxVM ボリュームが含まれている
絶対パスで ASM init.ora パラメータを更新してください。
spfile ファイルを使っている ASM インスタンスでは、このパラメータは Oracle
Configuration Assistant によって自動的に更新されます。
どちらの場合にも、依存関係は手動で管理する必要があります。シマンテック社では、
ASM ディスクグループの管理を簡素化にするために、ASMDG エージェントを使うこ
とをお勧めします。
SF Oracle RAC では、ASM ディスクグループとインスタンスを作成するときに次の設定が
必要です。
ASM インスタンスのパラメータ
ファイルの種類

サーバーパラメータファイル（spfile）

ディスク検出パス

ASM 用に作成された VxVM ボリュームが含まれている絶対パ
ス（たとえば /dev/vx/rdsk/ora_asm_dg/ora_asm_vol）
を入力します。

Redundancy

［外部（External）］オプションを選択します。CVM によってミラー
化が実行されます。

Select member disks

使用する VxVM ディスクを選択します。ディスクグループの作成
に失敗した場合に使う ASM ディスクの横にある［強制実行
（Force）］チェックボックスにチェックマークが必要になる場合が
あります。

手順について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

ASM 設定の確認
インストール後に、ASM のデータベースサービスが動作中であることを確認します。
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ASM インストールを確認するには

1

Change to the Oracle Grid Infrastructure home directory:
# cd $GRID_HOME/bin

2

クラスタ内のすべてのノードで ASM の状態を確認します。
# ./srvctl status asm
ASM instance +ASM1 is running on node galaxy

出力例は、ローカルノードで 1 つの ASM インスタンスが実行中であることを示して
います。

ASM のデータベースインスタンス用の VCS サービスグループの設定
この項では、CLI を使って ASM のデータベース用に Oracle サービスグループを設定す
る方法について説明します。
サービスグループの例の図については、
p.663 の 「sfrac05_main.cf ファイル」 を参照してください。
設定が記述されている設定ファイルの例については、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/
ディレクトリの sfrac05_main.cf ファイルを参照してください。
次の手順はデータベースが作成済みであることを前提としています。
CLI を使って Oracle サービスグループを設定するには

1

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS 設定にサービスグループを追加します。
# hagrp -add dbgrp

3

サービスグループの属性を修正します。
# hagrp -modify dbgrp Parallel 1
# hagrp -modify dbgrp SystemList galaxy 0

nebula 1

# hagrp -modify dbgrp AutoStartList galaxy nebula

4

サービスグループ用の CVMVolDg リソースを追加します。
# hares -add oradata_voldg CVMVolDg dbgrp
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5

サービスグループ用に CVMVolDg リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradata_voldg CVMDiskGroup ora_asm_dg
# hares -modify oradata_voldg CVMActivation sw
# hares -modify oradata_voldg CVMVolume ora_asm_vol

6

サービスグループ用の ASMDG リソースを追加します。
# hares -add asmdg ASMDG dbgrp

7

サービスグループ用に ASMDG リソースの属性を修正します。
メモ: $ASM_HOME 変数は ASM ホームディレクトリを指しています。
For Oracle RAC 11g Release 2, the ASM home directory is the same as the
GRID_HOME directory.
# hares -modify asmdg DiskGroups ASM_RAC_DG
# hares -modify asmdg Home "$ASM_HOME"
# hares -local asmdg

Sid

# hares -modify asmdg Sid "+ASM1" -sys galaxy
# hares -modify asmdg Sid "+ASM2" -sys nebula
# hares -modify asmdg Owner grid

8

サービスグループに Oracle RAC データベースインスタンスを追加します。
# hares -add asmdb Oracle dbgrp

9

サービスグループ用に Oracle リソースの属性を修正します。
# hares -modify asmdb Owner oracle
# hares -local asmdb Sid
# hares -modify asmdb Sid oradb1 -sys galaxy
# hares -modify asmdb Sid oradb2 -sys nebula
# hares -modify asmdb Home "$ORACLE_HOME"
# hares -modify asmdb StartUpOpt SRVCTLSTART
# hares -modify asmdb ShutDownOpt SRVCTLSTOP

10 Oracle サービスグループ用に ASMDG リソースと CVMVolDg リソースの依存関係
を設定します。
# hares -link asmdg oradata_voldg
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11 Oracle サービスグループ用に Oracle リソースと ASMDG リソースの依存関係を設
定します。
# hares -link asmdb asmdg

12 dbgrp サービスグループと cvm サービスグループ間に online local firm 依存関
係を作成します。
# hagrp -link dbgrp cvm online local firm

13 Oracle サービスグループを有効にします。
# hagrp -enableresources dbgrp

14 クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

15 すべてのノードで Oracle サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online dbgrp -any

Veritas CVM および ASM main.cf ファイルのサンプル
設定ファイル
SF Oracle RAC の ASM 設定を示すサンプル設定ファイル（sfrac05_main.cf）は
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ に存在します。
For an illustration of the service group configuration:
p.663 の 「sfrac05_main.cf ファイル」 を参照してください。
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G
テストデータベースの作成
この付録では以下の項目について説明しています。
■

テストデータベースの作成について

■

Oracle 用データベースの作成

テストデータベースの作成について
テストデータベースは、テストおよびトラブルシューティングの目的の両方のために、作成
され、使われることができます。
次のオプションの手順は、テストデータベースを作成するための方法を説明します。

Oracle 用データベースの作成
データベースの作成を始める前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。
■

CRS デーモンが動作している必要があります。
Oracle Clusterware の状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# $CRS_HOME/bin/crs_stat

■

各ノードのすべてのプライベート IP アドレスが動作している必要があります。
ping コマンドを使って、各ノードのすべてのプライベート IP アドレスが動作している
ことを確認します。

Oracle データベースをインストールする方法については、Oracle のマニュアルを参照し
てください。
データベースは、次のいずれかの種類のストレージに作成できます。
■

共有 RAW ボリューム
p.698 の 「RAW ボリュームへのデータベースストレージの作成」 を参照してください。
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■

クラスタファイルシステム（CFS）
p.699 の 「CFS へのデータベースストレージの作成」 を参照してください。

■

ASM
p.690 の 「ASM でのデータベースストレージの作成」 を参照してください。

RAW ボリュームへのデータベースストレージの作成
共有 RAW ボリュームにデータベースストレージを作成できます。
共有 RAW ボリュームにデータベースストレージを作成するには

1

root ユーザーとしてログインします。

2

マスターノードで共有ストレージ上にディスクグループを作成します。
# vxdg -s init oradatadg Disk_1

3

必須表領域のそれぞれに対するボリュームを共有グループに作成します。
表領域の必要条件については、Oracle のマニュアルを参照してください。
たとえば、次のように入力します。
# vxassist -g oradatadg make VRT_galaxy 1000M
# vxassist -g oradatadg make VRT_spfile1 10M
.
.

4

Oracle データを格納するボリュームに対するアクセス権限とアクセスモードを定義し
ます。
$ORACLE_HOME/raw_config に示された各ボリュームに対して、vxedit（1M）コ
マンドを使います。
# vxedit -g disk_group set group=group user=user mode=660 volume

次に例を示します。
# vxedit -g oradatadg set group=dba user=oracle mode=660 ¥
VRT_galaxy

この例では、VRT_galaxy はボリュームの 1 つの名前です。コマンドを繰り返し実行
して、oradatadg 内の各ボリュームに対するアクセスモードおよびアクセス権を定義
します。

5

Oracle のマニュアルを参照して、データベースを作成します。
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CFS へのデータベースストレージの作成
Oracle データベースを格納するためにクラスタファイルシステムを使用する計画の場合
は、次の手順でファイルシステムを作成します。
CFS にデータベースストレージを作成するには

1

ディスクグループ（たとえば oradatadg）を作成します。
# vxdg -s init oradatadg Disk_1

2

単一の共有ボリューム（たとえば、oradatavol）を作成します。このボリュームには、
すべての表領域のファイルシステムを格納するために十分なサイズが必要です。
たとえば、データベースストレージに 6.8 GB のサイズが必要な場合は、次のように
入力します。
# vxassist -g oradatadg make oradatavol 6800M

3

ディスクグループのボリュームを起動します。
# vxvol -g oradatadg startall

4

このボリュームに VxFS ファイルシステムを作成します。ノードの 1 つで、次のように
入力します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/oradatadg/oradatavol

5

共有ファイルシステムのマウントポイントを作成します。
# mkdir /oradata

6

同じノードで、ファイルシステムをマウントします。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol ¥
/oradata

7

Oracle ユーザーをファイルシステムの所有者として設定し、アクセス権限として "755"
を設定します。
# chown oracle:oinstall /oradata
# chmod 755 /oradata

8

その他のノードでも手順 5 と手順 6 を行います。

9

Oracle のマニュアルを参照して、データベースを作成します。
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H
高可用性エージェントの情
報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エージェントについて

■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd エージェント

■

PrivNIC エージェント

■

MultiPrivNIC エージェント

■

CSSD エージェント

■

Oracle 用の VCS エージェント

■

CRSResource エージェント

エージェントについて
エージェントは、1 つのタイプのすべての設定されたリソースを起動、停止および監視し、
それらの状態を VCS（Veritas Cluster Server）に報告するプロセスとして定義されます。
エージェントはエントリポイントと属性の両方を持ちます。エントリポイントは別名エージェ
ント機能ともいい、このマニュアルでは「エージェント機能」と呼ばれます。
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属性はエージェントに関するデータを含みます。1 つの属性には、定義と値があります。
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ためにともに働く個々のコン
ポーネントとして定義されたリソースを設定するために、属性値を変更します。たとえば、
リソースとしては、ディスク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、Oracle 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。
属性は、ある設定ではオプションである属性が別の設定では必須である場合があります
が、オプションかまたは必須のどちらかです。多くの省略可能な属性には事前定義済み
の値（デフォルト値）があり、必要に応じて変更できます。内部使用の属性もあります。 こ
れらの属性を変更しないでください。変更すると、クラスタで重要な問題が起きる可能性
があります。属性には型と値の種類があります。 一部の属性値では数字を指定でき、そ
の他の属性値では英数字の値、または英数字の値のグループを指定できます。その他
にはブールのオンまたはオフの値のみを指定できる属性値があります。
各 SF Oracle RAC エージェントのエントリポイントおよび属性はこの付録で説明されます。

SF Oracle RAC に含まれる VCS エージェント
SF Oracle RAC は次の VCS エージェントを含みます。
■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

SF Oracle RAC インストールは自動的に CVMCluster リソースと CVMVxconfigd リソー
スを設定します。
各共有ディスクグループの CVMVolDg エージェントを設定する必要があります。データ
ベースがクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループの各ボリュームに対し
て CFSMount エージェントを設定します。
この付録の情報を使って、上に列挙したエージェントのエントリポイントおよび属性に必要
な設定変更を行ってください。VCS の設定を修正する方法について詳細は、
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC に含まれる Oracle 用の VCS エージェント
SF Oracle RAC には次の Oracle 用 VCS エージェントが含まれています。
■

Oracle エージェント
Oracle エージェントはデータベースプロセスを監視します。

■

Netlsnr エージェント

付録 H 高可用性エージェントの情報
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Netlsnr エージェントは、リスナーサービスをオンラインに切り替え、状態を監視し、オ
フラインに切り替えます。
■

PrivNIC エージェント
PrivNIC エージェントは、システムの LLT イーサネットインターフェース間で使われる
1 つのプライベート IP アドレスに高可用性を提供します。

■

MultiPrivNIC エージェント
MultiPrivNIC エージェントは、システムの LLT イーサネットインターフェース間で使
われる複数のプライベート IP アドレスに高可用性を提供します。

■

CSSD エージェント
CSSD（Cluster Synchronization Services Daemon）エージェントは、Oracle
Clusterware を監視するためのリソースを提供します。 このエージェントは、OCR と
投票のリソースおよび PrivNIC（オプション）リソースに対する cssd の依存関係が満
たされるようにします。

■

ASMDG エージェント
ASMDG エージェントは、ASM インスタンスに ASM ディスクグループをマウントした
り、マウント解除したります。

『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。

CVMCluster エージェント
CVMCluster エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）に関連付けられたク
ラスタポートでシステムメンバーシップを制御します。
CVMCluster エージェントは、次の機能を実行します。
■

CVM クラスタポートにノードを接続します。

■

CVM クラスタポートからノードを削除します。

■

ノードのクラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントのエントリポイント
表 H-1 は、CVMCluster エージェントによって使われるエントリポイントを説明します。
表 H-1

CVMCluster エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

CVM クラスタポートにノードを接続します。共有ディスクグループを自動イン
ポートすることにより、Volume Manager クラスタ機能を有効にします。
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エントリポイント

説明

Offline

CVM クラスタポートからノードを削除します。

Monitor

ノードの CVM クラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントの属性定義
表 H-2 は、CVMCluster のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
表 H-2
属性

説明

CVMClustName

クラスタ名
■

CVMNodeAddr

データ形式と値の種類: 文字列 - 関連

関連リスト第 1 部分はシステムに名前付けします。第 2 部分はシステムの LLT ID 番号を含みます。
■

CVMTransport

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

ホスト名と IP アドレスのリスト
■

CVMNodeId

CVMCluster エージェントの属性

データ形式と値の種類: 文字列 - 関連

クラスタのメッセージサービスを指定します。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは gab です。

メモ: この値は変更しないでください。
PortConfigd

vxconfigd レベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

PortKmsgd

カーネルレベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

CVMTimeout

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

CVM クラスタの再設定で使われるタイムアウト（秒）。
■

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

■

デフォルトは 200 です。

CVMCluster エージェントタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMCluster (
static int InfoTimeout = 0
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMTransport, CVMClustName,
CVMNodeAddr, CVMNodeId, PortConfigd, PortKmsgd,
CVMTimeout }
NameRule = ""
str CVMClustName
str CVMNodeAddr{}
str CVMNodeId{}
str CVMTransport
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
)

メモ: 属性 CVMNodeAddr、PortConfigd、PortKmsgd は SF Oracle RAC 環境では使わ
れません。クラスタ通信メッセージサービスに必要な機能である GAB は、これらの属性を
使いません。

CVMCluster エージェントの設定例
次に示すのは、CVMCluster サービスグループの定義例です。
CVMCluster cvm_clus (
Critical = 0
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd エージェント
CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモンを起動して監視します。vxconfigd
デーモンは、ディスクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更をカーネルに伝え
て、ディスクに保存されている設定情報を変更します。CVMVxconfigd は、CVM サービ
スグループに存在する必要があります。
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CVMVxconfigd は OnOnly エージェントです。このエージェントは、クラスタが起動する
とリソースを起動し、必要に応じていつでも VCS によって再起動されます。Operations
属性は、スタートアップ時におけるこれらのデフォルトの動作を指定します。
syslog オプションを指定して vxconfigd デーモンを起動し、デバッグメッセージのログ

出力を有効にするようお勧めします。SF Oracle RAC インストールでは、 CVMVxconfigd
エージェントに syslog オプションを設定することに注意してください。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF （Intelligent Monitoring Framework）
とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

CVMVxconfigd エージェントのエントリポイント
表 H-3 は CVMVxconfigd エージェントのエントリポイントを説明します。
表 H-3

CVMVxconfigd エントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxconfigd デーモンを起動します。

Offline

N/A

Monitor

vxconfigd デーモンが実行されているかどうかを監視します。

imf_init

AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントを初期化しま
す。この機能は、エージェントが起動すると実行されます。

imf_getnotification

vxconfigd プロセスの状態についての通知を取得します。この機能
は、AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化さ
れた後に実行されます。この機能は継続的に通知を待機します。
vxconfigd プロセスが失敗した場合、この機能は、従来の
CVMVxconfigd の monitor エントリポイントを開始します。

imf_register

vxconfigd プロセス ID （pid）の AMF カーネルモジュールへの登録
および登録解除を行います。この機能は、リソースが安定したオンライ
ン状態に入った後に実行されます。

CVMVxconfigd エージェントの属性定義
表 H-4 は CVMVxconfigd リソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
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表 H-4

CVMVxconfigd エージェント属性

属性

説明

CVMVxconfigdArgs

online エントリポイントに送られる引数の一覧。
常に syslog オプションを指定することをお勧めします。
■

IMF

データ形式と値の種類: keylist

このリソースタイプレベルの属性は、CVMVxconfigd 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を決定します。リソースレベルでこの属性の値を上書きする
こともできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリ
ソースについてはポーリングベースの監視を実行する
デフォルト: 0
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定
します。このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する
必要がある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェント
はポーリングベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェン
ト機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要が
ある回数が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リ
ソースの状態が変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無
効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値の種類: 整数 - 関連

エージェントタイプの IMF 属性について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CVMVxconfigd エージェントのタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMVxconfigd (
static int FaultOnMonitorTimeouts = 2
static int RestartLimit = 5
static str ArgList[] { CVMVxconfigdArgs }
static str Operations = OnOnly
keylist CVMVxconfigdArgs
)

CVMVxconfigd エージェントの設定例
次に示すのは、CVM サービスグループの CVMVxconfigd リソースの定義例です。
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

CVMVolDg エージェント
CVMVolDg エージェントは、次の機能を実行することで、CVM ディスクグループとディス
クグループ内の CVM ボリュームおよびボリュームセットを管理します。
■

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートする

■

ディスクグループのボリュームおよびボリュームセットを起動する

■

ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットを監視する

■

オプションで、依存関係にあるアプリケーションがオフラインになったときに、ディスク
グループをデポートします。エージェントがディスクグループをデポートするのは、適
切な属性が設定されている場合のみです。

Oracle サービスグループが使う各ディスクグループに CVMVolDg エージェントを設定し
ます。1 つのディスクグループは、1 つの Oracle サービスグループに対してのみ設定し
ます。データベースにクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループ内の各ボ
リュームまたはボリュームセットに CFSMount エージェントを設定します。

CVMVolDg エージェントのエントリポイント
表 H-5 は、CVMVolDg エージェントにより使われるエントリポイントを説明します。
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CVMVolDg エージェントのエントリポイント

表 H-5
エントリポイント

説明

Online

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートします（ディ
スクグループがまだインポートされていない場合）。
CVMVolume 属性により指定された共有ディスクグループ内のすべて
のボリュームおよびボリュームセットを起動します。
CVMActivation 属性の値が sw に設定されている場合は、ディスクグ
ループアクティブ化モードを shared-write に設定します。アクティブ化
モードは、スレーブシステムとマスターシステムのいずれにも設定できま
す。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Offline

CVMDeportOnOffline 属性が 1 に設定されていて、クラスタ内のい
ずれのノードにおいても共有ディスクグループに起動しているボリュー
ムが含まれない場合、ディスクグループが CVM マスターノードからデ
ポートされます。
Monitor

ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットがオンラインであ
るかどうかを判断します。
監視サイクルでボリュームセットのファイルシステムメタデータのボリュー
ムがオフラインであることが検出された場合、エージェントはボリューム
セットをオフラインにします。

メモ: CFSMount リソースがオフラインになり、ボリュームセットのファイ
ルシステムがマウントを解除された場合、ボリュームセットのファイルシス
テムメタデータのボリュームがオフラインであっても、エージェントはボ
リュームセットのオンラインの状態を保持します。 これは、CVMVolDg
エージェントが、オフラインのボリュームがメタデータのボリュームである
かどうかを判断できないためです。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Clean

CVMVolDg エージェントの属性定義
表 H-6 は、CVMVolDg のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
CVMVolDg エージェントの属性

表 H-6
属性

説明

CVMDiskGroup（必須）

共有ディスクグループ名
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
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属性

説明

CVMVolume（必須）

共有ボリュームまたはボリュームセットの名前。このリストは、リソースのオンライン化を許可す
る前にボリュームまたはボリュームセットが正しい状態にあることを確認するか、ボリュームが
有効化の状態のままであることを確認するために使用されます。
■

CVMActivation（必須）

データ形式と値の種類: 文字列 - キーリスト

ディスクグループのアクティブ化モード。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは sw（共有書き込み） です。

これはローカライズされた属性です。
CVMVolumeIoTest（オプショ 可用性をテストするために定期的にポーリングされるボリュームとボリュームセットのリスト。リス
ン）
ト内の最大 10 個のボリュームまたはボリュームセットに対して、ポーリングは監視サイクルごと
に 4 KB の読み込みで行われます。ボリュームセットの場合、読み取りは、各ボリュームセット
の最大 10 のコンポーネントボリュームに対して行われます。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - キーリスト

CVMDeportOnOffline （オプ ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、共有
ション）
ディスクグループをデポートする必要があるかどうかを示します。
値 1 は、ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったとき
に、エージェントが共有ディスクグループを CVM マスターノードからデポートすることを示しま
す（まだデポートされていない場合）。
値 0 は、CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、エージェントが共有ディスクグルー
プをデポートしないことを示します。
■

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

■

デフォルトは 0 です。

メモ: 共有ディスクグループに複数の CVMVolDg リソースが設定されている場合は、すべて
のリソースで属性値を 1 または 0 に設定します。
CVM ディスクグループは、CVMVolDg リソースがオフラインになる順序に基づいてデポート
されます。ディスクグループの CVMVolDg リソースで、CVMDeportOnOffline 属性の設
定に 1 と 0 が混在している場合、オフラインになった最後の CVMVolDg リソースの属性値が
1 の場合にのみディスクグループがデポートされます。オフラインになった最後の CVMVolDg
リソースの属性値が 0 の場合は、ディスクグループはデポートされません。
共有ディスクグループに起動しているボリュームが含まれている場合、デポート操作は失敗し
ます。

CVMVolDg エージェントタイプの定義
CVMVolDg タイプ定義は CVMTypes.cf ファイルに登録されています。
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type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation, CVMVolume }
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume, CVMActivation,
CVMVolumeIoTest, CVMDGAction, CVMDeportOnOffline }
str CVMDiskGroup
str CVMDGAction
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolumeIoTest
int CVMDeportOnOffline
temp int voldg_stat
)

CVMVolDg エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CVMVolDg リソースタイプを定義する必要があり
ます。次はサンプル設定です。
CVMVolDg ora_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradata1, oradata2 }
CVMActivation = sw
)

CFSMount エージェント
CFSMount エージェントは、クラスタファイルシステムのマウントポイントをオンラインまた
はオフラインにし、監視します。
エージェントの実行形式ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSMount/CFSMountAgent
にあります。
CFSMount のタイプ定義は、/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに記述
されています。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF （Intelligent Monitoring Framework）
とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。
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CFSMount エージェントのエントリポイント
表 H-7 は CFSMount エージェントのエントリポイントを提供します。
表 H-7

CFSMount エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

ブロックデバイスをクラスタモードでマウントします。

Offline

ファイルシステムをマウント解除します。必要な場合には強制的にマウント解
除し、プライマリをセカンダリに設定します。

Monitor

ファイルシステムがマウントされているかどうかを調べます。fsclustadm コ
マンドでマウントの状態を確認します。

Clean

クラスタファイルシステムマウントに対して空の処理を生成します。

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_
getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行
されます。 この機能は継続的に通知を待機し、通知後にリソースでアクショ
ンを実行します。

imf_register

リソースエンティティの AMF カーネルモジュールへの登録および登録解除
を行います。 この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフラ
イン）に入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSMount エージェントの属性定義
表 H-8 は、CFSMount エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
表 H-8

CFSMount エージェント属性

属性

説明

MountPoint

マウントポイントのディレクトリ。
■

BlockDevice

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

マウントポイントのブロックデバイス。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
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属性

説明

NodeList

マウントするノードのリスト。NodeList が NULL の場合、エージェントはサービスグループのシステムリス
トを使います。
■

IMF

データ形式と値の種類: 文字列 - キーリスト

CFSMount 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を決定するリ
ソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能を
呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数
が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が
変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値の種類: 整数 - 関連
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属性

説明

MountOpt

mount コマンドのオプション。有効な MountOpt 属性の文字列を作成するには、次の条件を満たす必
要があります。

（オプション）

■

VxFS タイプに固有のオプションのみを使います。

■

-o フラグを使って VxFS 固有のオプションを指定しないでください。

■

-t vxfs ファイルシステムタイプオプションを使わないでください。

■

クラスタオプションは必須ではないことを確認します。

■

オプションをカンマ区切りリストで指定します。
ro
ro,cluster
blkclear,mincache=closesync

■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

Policy（オプション） クラスタファイルシステムで、プライマリに障害が起きた場合にプライマリとなる可能性のあるノードの一
覧。NULL に設定されている場合や、プライマリに障害が起きたときに一覧に指定されているホストのい
ずれもアクティブでなかった場合、プライマリとなる可能性があるアクティブノードの集合からノードが無
作為に選択されます。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

CFSMount エージェントのタイプの定義
CFSMount エージェントのタイプ定義は CFSTypes.cf ファイルに登録されています。
type CFSMount (
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList, ForceOff, SetPrimary }
static keylist SupportedActions = { primary }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int OnlineWaitLimit = 1
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, MountOpt, Primary, AMFMountType }
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp str Primary
str SetPrimary
temp str RemountRes
temp str AMFMountType
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str ForceOff
)

CFSMount エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CFSMount リソースタイプを定義する必要があり
ます。
CFSMount ora_mount (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol1"
Primary = nebula;
)

CFSfsckd エージェント
CFSfsckd エージェントは、vxfsckd プロセスの開始、停止、監視を行います。CFSfsckd
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSfsckd/CFSfsckdAgent
です。タイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに格納され
ます。設定は cfscluster config コマンドの実行後に main.cf ファイルに追加されま
す。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。IMF （Intelligent Monitoring Framework）
とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

CFSfsckd エージェントのエントリポイント
表 H-9 に CFSfsckd エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 H-9

CFSfsckd エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxfsckd プロセスを開始します。

Offline

vxfsckd プロセスを強制終了します。

Monitor

vxfsckd プロセスが実行されているかどうかを調べます。

Clean

CFS マウントポイントを null にします。
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エントリポイント

説明

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_
getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得します。この機能は、AMF カー
ネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行され
ます。この機能は継続的に通知を待機し、通知後にリソースでアクションを
実行します。

imf_register

リソースエンティティの AMF カーネルモジュールへの登録および登録解除
を行います。この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフラ
イン）に入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSfsckd エージェントの属性定義
表 H-10 は、CFSfsckd エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
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表 H-10

CFSfsckd エージェントの属性

属性

説明

IMF

CFSfsckd 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を決定するリ
ソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能を
呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数
が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が
変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値の種類: 整数 - 関連

CFSfsckd エージェントのタイプの定義
CFSfsckd タイプ定義を以下に示します。
type CFSfsckd (
static int RestartLimit = 1
str ActivationMode{}
)
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CFSfsckd エージェントの設定例
CFSfsckd 設定の例を以下に示します。
CFSfsckd vxfsckd (
)

PrivNIC エージェント
PrivNIC エージェントは、システムの LLT イーサネットインターフェース間で使われる 1
つのプライベート IP アドレスに高可用性を提供します。プライベート IP アドレスは、Oracle
Clusterware と Oracle データベースがクラスタノード間で通信を行うために必要です。
メモ: PrivNIC エージェントは LLT リンクを介して動作します。エージェントを使うために
は、Oracle Clusterware 相互接続と Oracle RAC データベース通信リンクが LLT リンク
として設定されている必要があります。
PrivNIC エージェントは、LLT を使って LLT イーサネットインターフェースを監視します。
LLT に問い合わせることで、それぞれの LLT イーサネットインターフェース上の可視ノー
ド数を把握します。
オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使えないときは、PrivNIC エージェ
ントが提供する信頼性の高い代替方法により、複数のネットワークインターフェースを使っ
て帯域幅の拡大を実現できます。NIC またはリンクに障害が起きた場合、エージェントは
障害が発生したリンクから接続済みの（使用可能な）LLT リンクにプライベート IP アドレス
をフェールオーバーします。優先リンクが利用可能になると、IP アドレスは優先リンクに
フェールバックされます。
メモ: PrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 ではサポートされていません。詳し
くは、
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH145261
を参照してください。

PrivNIC エージェントの機能
表 H-11 は PrivNIC エージェントの監視エントリポイントを説明します。
メモ: リソースは永続的なものであるため、監視エントリポイントのみが必要です。
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表 H-11
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PrivNIC エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

PrivNIC エージェントは LLT に対してクエリーを実行し、各 LLT ネットワー
クインターフェースの可視ノードのリストを作成します。 PrivNIC エージェン
トは次に、このリストに様々なフィルタを適用して、最も適したフェールオー
バーを決定し、IP アドレスを設定する「正しい」デバイスを特定します。 「正
しい」デバイスは、IP アドレスが現在設定された、現在アクティブなデバイス
と比較されます。アクティブなデバイスと「正しい」デバイスが異なる場合、
PrivNIC エージェントは「正しい」デバイスへのフェールオーバーを実行しま
す。

PrivNIC エージェントの属性
表 H-12 では、PrivNIC エージェントの属性のうち、ユーザーが変更できるものについて
説明します。
表 H-12

PrivNIC エージェントの必須属性

属性

値の種類

説明

Device

文字列 - 関連

ifconfig コマンドで表示したネットワークインター
フェースデバイスと、インターフェースに関連付けられ
たネットワーク ID を指定します。同一の物理ネットワー
クに接続され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。下位のネットワーク ID を
持つインターフェースは、フェールオーバーの優先度
が高くなります。PrivNIC 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。
少なくとも 1 つのインターフェースデバイスを指定する
必要があります。
例:
Device@galaxy = {eth1=0, eth2=1, eth3=2}
Device@nebula = {eth0=0, eth1=1, eth2=2}
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属性

値の種類

説明

Address

文字列 - スカラー

数値プライベート IP アドレス。
これが有効な IP アドレスかどうかを判断するための
チェックが実行されます。
Oracle Clusterware のプライベート IPv4 アドレスを
設定するときは、IP アドレスを構成する各オクテットの
先頭にゼロを含めないでください（X.X.X.01、
X.X.0X.1、X.0X.X.1、0X.X.X.1 など）。
IPv4 アドレスの形式は「X.X.X.1」にしてください。
IPv4 アドレスの例を次に示します。
Address = "192.168.12.1"

NetMask

文字列 - 関連

プライベート IP アドレスの数値ネットマスク。次に例を
示します。
Address = "255.255.255.0"
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PrivNIC エージェントのオプション属性
表 H-13

PrivNIC エージェントのオプション属性

属性

値の種類

説明

DeviceTag

string - association Associates an LLT device "tag" with device via the
network-id. If an LLT device tag (as specified in
the /etc/llttab file) differs from the name of
the network interface as shown in "ifconfig," then
DeviceTag must be specified for that interface.
For example: in the common case, /etc/llttab
contains:
link eth0 /dev/eth:0 - ether - link eth1 /dev/eth:1 - ether - link-lowpri eth0 /dev/eth:0 - ether - In the above case, DeviceTag does not need to be
specified. However, if /etc/llttab contains:
link link1 /dev/eth:0 - ether - link link2 /dev/eth:1 - ether - link-lowpri spare /dev/eth:0 - ether - And,
Device@galaxy = { eth0=0, eth1=1,
eth2=2 }
DeviceTag needs to be specified as:
DeviceTag@galaxy = { spare=2 }

GabPort

文字列 - スカラー

フィルタ処理に使われる GAB ポートの名前を指定す
る単一の小文字。デフォルト値は「o」です。NULL は
GAB ポートのフィルタを無効にします。
例: GabPort = "b"

UseVirtualIP

整数 - スカラー

デフォルトは 0 で、この値は、エージェントが可能な場
合に物理インターフェースを使ってプライベート IP ア
ドレスを設定するよう指定します。
この値が 1 の場合、エージェントは、プライベート IP
アドレスの設定に常に仮想インターフェースを使いま
す。
値 2 は、値 1 の機能も備えており、物理インターフェー
ス上にプライベート IP アドレスがすでに設定されてい
る場合に、エージェントにより通知されるように指定し
ます。
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属性

値の種類

説明

UseSystemList

整数 - スカラー

この値が 1 の場合、エージェントは、ノードリストのフィ
ルタにサービスグループの SystemList を使います。
デフォルトは 0 です。

ExcludeNode

整数 - ベクトル

永久に計算に含めないノードのリストです。

PrivNIC エージェントの状態
表 H-14 は PrivNIC エージェントの状態をまとめたものです。
PrivNIC エージェントの状態

表 H-14
状態

説明

Online

プライベート IP アドレスが利用可能な状態です。

Unknown

属性設定が正しくないか、またはその他の設定の問題のために、リ
ソースの状態を判断できません。

PrivNIC エージェントでのサービスグループ設定例
図 H-1 は、PrivNIC エージェントでの基本的なサービスグループの設定です。
PrivNIC エージェントでの基本的なサービスグループ設定

図 H-1

cssd
アプリケーション
ora_priv
PrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

この設定では、OCR と投票ディスクのボリュームとマウントポイントの依存関係と共に、
PrivNIC リソースとして設定されているプライベート IP アドレスの CSSD リソースの依存
関係が示されています。
配備シナリオのサンプルについては、付録の「SF Oracle RAC 配備シナリオ」を参照して
ください。
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PrivNIC リソースのタイプ定義
次の PrivNIC.cf ファイルの抜粋は、PrivNIC リソースのタイプ定義を示しています。
type PrivNIC (
static str ArgList[] = { Device, DeviceTag, Address,
NetMask, UseVirtualIP, GabPort, UseSystemList,
ExcludeNode }
static int OfflineMonitorInterval = 60
static int MonitorTimeout = 300
static str Operations = None
str
str
str
str
int
str
int
int

Device{}
DeviceTag{}
Address = ""
NetMask = ""
UseVirtualIP = 0
GabPort = "o"
UseSystemList = 0
ExcludeNode[]

)

PrivNIC リソースのサンプル設定
次は、PrivNIC リソースを設定する設定ファイルの抜粋です。
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { eth0 = 0, eth1 = 1}
Device@nebula = { eth0 = 0, eth1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)
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その他のサンプルについては、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ にあるサンプル設
定ファイルを参照してください。

MultiPrivNIC エージェント
MultiPrivNIC エージェントは、システムの LLT イーサネットインターフェース間で使われ
る複数のプライベート IP アドレスに高可用性を提供します。NIC またはリンクに障害が起
きた場合、エージェントは障害が発生したリンクから使用可能な LLT リンクのいずれかに
プライベート IP アドレスをフェールオーバーします。エージェントを使うためには、Oracle
Clusterware 相互接続と Oracle RAC データベース通信リンクが LLT リンクとして設定さ
れている必要があります。
MultiPrivNIC エージェントは、オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使
えない場合に、複数のネットワークインターフェースを使って帯域幅の拡大と高可用性を
実現できる信頼性の高い代替方法です。NIC 結合の形でリンク集約ソリューションが実
装されている場合でも、MultiPrivNIC エージェントを使って IP アドレスを使用可能な代
替リンクにフェールオーバーすることで、集約リンクの障害に対する保護を強化できます。
これらの代替リンクは、単純な NIC インターフェースであっても、結合された NIC であっ
ても構いません。
メモ: MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 ではサポートされていません。
詳しくは、
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH145261
を参照してください。

プライベート相互接続の高可用性の管理
MultiPrivNIC エージェントは LLT リンクを介して動作し、LLT を使ってクラスタインター
フェースを監視します。LLT を照会することで、各 LLT インターフェースで可視ノード数
を数えて報告します。優先リンクがダウン状態になると、ピアノードの数が最も多く認識で
きるプライベートリンクに IP アドレスがフェールオーバーされます。最も多くのノードが複
数のリンクで認識され、さらに負荷分散が有効である場合、エージェントはすべてのデバ
イスの現在のトラフィックを考慮し、トラフィックの少ないデバイスをデバイスの「勝者」と判
断します。負荷分散が有効でない場合、IP アドレスはネットワーク ID が小さいリンクに
フェールオーバーされます。
IP アドレスのフェールオーバーの決定は、IP アドレスをホストするリンクに障害が発生し
た場合にのみ行われます。優先リンクが使用可能になると、負荷分散が有効か無効かに
かかわらず、IP アドレスは優先リンクにフェールバックされます。

MultiPrivNIC エージェントの機能
表 H-15 では、MultiPrivNIC エージェントの監視エントリポイントについて説明します。
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メモ: リソースは永続的なものであるため、監視エントリポイントのみが必要です。
表 H-15

MultiPrivNIC エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

MultiPrivNIC エージェントは LLT に対してクエリーを実行し、各 LLT ネッ
トワークインターフェースの可視ノードのリストを作成します。
エージェントはこのリストに各種フィルタを適用し、IP アドレスを設定する正
しいデバイスを計算します。
IP アドレスが設定されているアクティブデバイスが正しいデバイスと同じ数の
ノードを参照していない場合は、エージェントは IP アドレスを正しいデバイ
スにフェールオーバーします。

MultiPrivNIC エージェントの属性
表 H-16 で、MultiPrivNIC のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明し
ます。
表 H-16

MultiPrivNIC エージェントの属性定義

属性

値の種類

説明

Device

文字列 - 関連

デバイス属性は、ifconfig コマンドで表示される
ネットワークインターフェースと、インターフェースに関
連付けられたネットワーク ID を指定します。
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。
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。
デバイス属性の例を次に示します。
Device@galaxy = {eth1=0, eth2=1, eth3=2}
Device@nebula = {eth1=0, eth2=1, eth3=2}
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属性

値の種類

説明

Address

文字列 - 関連

数値のプライベート IP アドレスと優先デバイス。
エージェントによって IP アドレスが有効なアドレスであ
ることが検証されます。プライベート IP アドレスを設定
するときは、IP アドレスを構成する各オクテットの先頭
に 0 を含めないでください。 IP アドレスは「X.X.X.1」
の書式である必要があります。
次の例の 0 と 1 は、IP アドレスがホストされるデバイス
の ID を示しています。デバイスが利用不能の場合、
エージェントは自動的に利用可能なデバイスのいず
れかの IP アドレスを再設定します。利用可能なデバ
イスは UseLoadBalance 属性の設定に基づいて判断
されます。
アドレス属性の例を次に示します。
Address @galaxy =
{ "192.168.12.1" =0,
"192.168.2.1" =0,
"192.168.3.1" =1 }
Address @nebula =
{ "192.168.12.2" =0,
"192.168.2.2" =0,
"192.168.3.2" =1 }

Netmask

文字列 - 関連

ネットマスク属性はプライベート IP アドレスの数値ネッ
トマスクです。
たとえば、アドレス = "255.255.255.0" などです。

UseLoadBalance

ブール値 0 または 1。
優先デバイスが利用不能で、フェールオーバー時に
複数のリンクで最大数のノードが認識される場合:
属性を 1 に設定すると、トラフィックが低いデバイ
スに IP アドレスがフェールオーバーされます。
■ 属性を 0 に設定すると、ネットワーク ID が小さい
デバイスに IP アドレスがフェールオーバーされま
す。
■

メモ: 優先デバイスが利用可能になると、IP アドレス
は UseLoadBalance の値に関係なく優先デバイスに
フェールバックされます。
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MultiPrivNIC エージェントの状態
表 H-17 に、MultiPrivNIC エージェントの状態を示します。
MultiPrivNIC エージェントの状態

表 H-17
状態

説明

Online

プライベート IP アドレスが利用可能であることを示します。

Unknown

属性設定が正しくないか、または他の設定に問題があるために、 リ
ソースの状態を判断できないことを示します。

MultiPrivNIC エージェントを持つサービスグループの設定例
図 H-2 には、MultiPrivNIC エージェントを持つサービスグループの設定例を示します。
MultiPrivNIC エージェントを持つサ基本的なサービスグループの設
定

図 H-2

cssd
アプリケーション
ora_priv
MultiPrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

この設定例は、MultiPrivNIC リソースとして設定されているプライベート IP アドレス上の
CSSD リソースの依存関係と、OCR と投票ディスクボリュームとマウントポイントの依存関
係を示しています。
配備シナリオのサンプルについては、付録の「SF Oracle RAC 配備シナリオ」を参照して
ください。

MultiPrivNIC リソースのタイプの定義
次の MultiPrivNIC.cf ファイルの抜粋は、MultiPrivNIC リソースのタイプの定義を示
しています。
type MultiPrivNIC (
static int MonitorTimeout = 300
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str ArgList[] = { Device, DeviceTag, Address, NetMask,
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UseVirtualIP, GabPort, UseSystemList,
ExcludeNode, UseLoadBalance }
static str Operations = None
str Device{}
str DeviceTag{}
str Address{}
str NetMask
int UseVirtualIP
str GabPort = o
int UseSystemList
int ExcludeNode[]
int UseLoadBalance
)

MultiPrivNIC リソースの設定例
次は、MultiPrivNIC リソースを設定する設定ファイルの抜粋です。
MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device @galaxy = { eth1 = 0, eth2 = 1 }
Device @nebula = { eth1 = 0, eth2 = 1 }
Address @galaxy = { "192.168.12.1" =0, "192.168.2.1" =0,
"192.168.3.1" =1 }
Address @nebula = { "192.168.12.2" =0, "192.168.2.2" =0,
"192.168.3.2" =1 }
NetMask = "255.255.255.0"
UseLoadBalance = 1
)

その他のサンプルについては、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ にあるサンプル設
定ファイルを参照してください。
上の例で、IP アドレスの隣のインターフェースは、その IP アドレス用の優先デバイスで
す。 各 LLT インターフェースで同数のノードが可視である場合、IP アドレスは優先イン
ターフェース上で設定されます。

CSSD エージェント
CSSD エージェントは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の起動、停止、監視
を行います。 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 アドレスのリソースが確実にオンラインになるようにします。 このために、
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure で使われる OCR、投票ディスク、プライベー

付録 H 高可用性エージェントの情報
CSSD エージェント

ト IP アドレスを管理するリソースの親として cssd リソースを設定する必要があります。 SF
Oracle RAC のインストールで CSSD エージェントを使うと、相互依存関係が適切に処理
され、クラスタ障害の原因となる、準備が整わないうちに Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure が起動する事態を避けることができます。
Oracle RAC 11g リリース 2 の場合は、システムの起動時に Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure の自動起動を無効にする必要があります。 これにより、システムの起動
中に、準備が整わないうちに Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が起動するの
を回避できます。 このようにして、VCS は VCS 下に設定された cssd リソースのすべての
依存リソースがオンラインのときにのみ、CSSD エージェントを使って Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が起動されるようにします。
システムのシャットダウン中、このエージェントは、VCS によって OCR と投票ディスクのリ
ソースがオフラインになる前に Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を停止します。
これにより、必要なリソースが使用できないために Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure によってクラスタ内のノードにパニックが発生することはなくなります。
メモ: SF Oracle RAC のインストールには、必ず CSSD エージェントを使ってください。
CSSD エージェントの設定は、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
後に行う必要があります。

CSSD エージェントの機能
表 H-18 では、CSSD エージェントの機能について説明しています。
表 H-18

CSSD エージェントの機能

機能

説明

Online

Oracle Clusterware を起動します。

Offline

Oracle Clusterware を停止します。

Monitor

Oracle Clusterware の状態を確認します。

CSSD エージェントの属性
表 H-19 は、CSSD エージェントの必須属性をまとめたものです。
表 H-19

CSSD リソースの必須属性

属性名

必要な値

Critical

0

StartProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online
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属性名

必要な値

StopProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline

CleanProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean

MonitorProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor

CSSD エージェントの状態
表 H-20 では、CSSD エージェントの状態について説明しています。
CSSD エージェントの状態

表 H-20
状態

説明

Online

Oracle Clusterware が動作していることを示します。

Offline

Oracle Clusterware が動作していないことを示します。

Unknown

属性設定が正しくないか、または他の設定に問題があるために、
リソースの状態を判断できないことを示します。

CSSD エージェントを使ったサービスグループの設定例
図 H-3 は、CSSD エージェントを使った基本的なサービスグループの設定です。
CSSD エージェントを使った基本的なサービスグループ設定

図 H-3

cssd
アプリケーション
ora_priv
MultiPrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

この基本的な設定では、OCR と投票ディスクのボリュームまたはマウントポイントと IP アド
レスが CSSD リソース下で設定されています。これにより、CSSD エージェントが Oracle
Clusterware を起動する前に、これらのリソースがオンラインになります。

付録 H 高可用性エージェントの情報
CSSD エージェント

731

メモ: Oracle データベースが、Oracle Clusterware または VCS agent for Oracle のど
ちらによって起動されるかに応じて、Oracle データベースのマウントを、データベースが
起動される前にオンラインになるように設定する必要があります。
設定例について詳しくは、
p.658 の 「サンプル設定ファイル」 を参照してください。

CSSD リソースのタイプ定義
CSSD エージェントはアプリケーションエージェントです。CSSD リソースの名前は指定で
きます。
次の types.cf ファイルの抜粋は、CSSD リソースのタイプ定義を示します。
type Application (
static keylist SupportedActions =
{ "program.vfd", "user.vfd", "cksum.vfd", getcksum }
static str ArgList[] =
{ User, StartProgram, StopProgram, CleanProgram,
MonitorProgram, PidFiles, MonitorProcesses }
static int ContainerOpts{} = { RunInContainer=1, PassCInfo=0 }
str User
str StartProgram
str StopProgram
str CleanProgram
str MonitorProgram
str PidFiles[]
str MonitorProcesses[]
)

CSSD リソースの設定例
次の main.cf ファイルからの抜粋は、CSSD エージェントの設定例を示しています。
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
)
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Oracle 用の VCS エージェント
Oracle 用の VCS エージェントには、Oracle の高可用性を実現するために連携して働く
次のエージェントが含まれています。
■

Oracle エージェントは データベースプロセスを監視します。
p.732 の 「Oracle エージェントの機能」 を参照してください。
p.738 の 「Oracle エージェントのリソースタイプ定義」 を参照してください。

■

Netlsnr エージェントはリスナープロセスを監視します。
p.745 の 「Netlsnr エージェントの機能」 を参照してください。

■

ASMDG エージェントは Oracle ASM ディスクグループを監視します。
p.750 の 「ASMDG エージェントの機能」 を参照してください。
p.751 の 「ASMDG エージェントのリソースタイプ定義」 を参照してください。

エージェント機能とリソースタイプについて詳しくは、『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。

Oracle エージェントの機能
Oracle エージェントはデータベースプロセスを監視します。
表 H-21 に、Oracle エージェントの機能を一覧で示します。
表 H-21

Oracle エージェントの機能

エージェントの操作

説明

Online

Oracle データベースを起動します。
エージェントはデフォルトの起動オプション STARTUP_FORCE を使用
します。RAC クラスタの場合、StartUpOpt 属性の値を SRVCTLSTART
に手動で変更する必要があります。
起動オプションを SRVCTLSTART に設定すると、エージェントは次の
srvctl コマンドを使って Oracle データベースを起動します。
srvctl start database -d database_name
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エージェントの操作

説明

Offline

Oracle データベースを停止します。
エージェントはデフォルトの停止オプション IMMEDIATE を使用しま
す。RAC クラスタの場合、ShutDownOpt 属性の値を SRVCTLSTOP
に手動で変更する必要があります。
停止オプションを SRVCTLSTOP に設定すると、エージェントは次の
srvctl コマンドを使って Oracle データベースを停止します。
srvctl stop database -d database_name

Monitor

Oracle プロセスの状態を確認します。Oracle エージェントでは、基本と
詳細の 2 段階の監視レベルを設定できます。
p.734 の 「Oracle エージェントの監視オプション」 を参照してください。

oracle_imf_init

Oracle エージェント用の IMF 通知モジュールである AMF カーネルド
ライバとインターフェースをとるためにエージェントを初期化します。 こ
の機能はエージェントの起動時に実行されます。

oracle_imf_getnotification リソース状態の変化についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールによってエージェントが初期化された後に実行され
ます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリソー
スに対する処理を実行します。
oracle_imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解
除します。 この機能は、リソースが安定状態（オンラインまたはオフライ
ン）になった後に各リソースに対して実行されます。

Clean

Oracle データベースを強制的に停止します。
停止オプションを SRVCTLSTOP に設定すると、エージェントは次の
srvctl コマンドを使います。
srvctl stop database -d database_name
プロセスが srvctl コマンドに応答しない場合、エージェントは次のこと
を実行します。
設定されたインスタンスと関連付けられているプロセスについて、プ
ロセステーブルをスキャンします。
■ 設定されたインスタンスと関連付けられているプロセスを強制終了し
ます。
■

Info

データベースの状態について静的または動的な情報を表示します。
p.735 の 「SF Oracle RAC agent for Oracle の Info エントリポイント」 を
参照してください。
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エージェントの操作

説明

Action

リソースで事前定義済みの処理を実行します。
p.736 の 「SF Oracle RAC agent for Oracle の Action エントリポイント」
を参照してください。

Oracle エージェントの監視オプション
Oracle エージェントでは、基本と詳細の 2 段階の監視レベルを設定できます。デフォル
トでは、エージェントは基本監視を実行します。
基本監視モードでは、次のオプションが用意されています。
■

プロセスチェック

■

診断

Oracle リソースの MonitorOption 属性は、エージェントがプロセスチェックモードまたは
診断モードで、基本監視を実行する必要があるかどうかを決定します。
表 H-22 に、基本監視オプションを示します。
表 H-22

基本監視オプション

オプション

説明

0

プロセスチェック

（デフォルト）

エージェントでは、ora_dbw0、ora_smon、ora_pmon、ora_lmon、ora_lgwr
の各プロセスについてのプロセステーブルをスキャンして、Oracle が稼働し
ていることを確認します。
このモードでは、エージェントはインテリジェントなリソース監視もサポートし
ます。

1

診断（Oracle 10g 以上でサポート）
エージェントは Oracle からの診断用 API を使って、SGA を監視し、インス
タンスに関する情報を取得します。
Oracle エージェントの意図的なオフラインの機能を使う場合は、診断監視
を有効にする必要があります。
このモードでは、エージェントはインテリジェントなリソース監視をサポートし
ません。

基本監視を設定する場合は、次の注意事項を確認します。
■

Oracle プロセスの基本監視の対象になるのはユーザーに固有の操作です。したがっ
て、別のユーザー環境で起動された Oracle インスタンスをオンラインとして検出する
ことはできません。たとえば、ある Oracle インスタンスがユーザー oraVRT の環境で
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起動されており、エージェントがユーザー oracle 用に設定されていると、そのエージェ
ントは oraVRT の環境で起動されたインスタンスをオンラインとして検出しません。
これにより、ノード上のリソースをオンラインにするために発行したコマンドによって、
そのノード（または別のノード）上ですでに実行中のインスタンスがオンライン化される
という状況になる場合があります。
そのため、SF Oracle RAC の制御外で起動されるインスタンスには、そのインスタンス
の OS ユーザーに対応した正しい Owner 属性を設定することを推奨します。
■

VCS でクラスタ内の別の ノードですでにオンラインになっているリソースは、フェール
オーバーサービスグループ内では、オンラインにすることはできません。しかし、VCS
の外からであればこの処理を実行できます。そのような状況では、このような競合は、
基本監視または詳細監視の、診断監視オプションによってのみ検出されます。詳細
監視ではエラーの検出後にデータベーステーブルが更新されるのに対して、診断監
視では更新は行われません。
基本監視または詳細監視の診断監視オプションが設定されていない場合、そのよう
な競合は検出されないままになります。

詳細監視モードでは、エージェントはデータベースのテストテーブルでトランザクションを
実行し、Oracle データベースが正常に機能していることを確認します。エージェントは、
このテストテーブルを内部的に使用します。テストテーブルではその他のトランザクション
を実行しないことをお勧めします。

SF Oracle RAC agent for Oracle の Info エントリポイント
Info エントリポイントをサポートする で、データベースの状態に関する静的または動的な
情報を表示します。
Info エントリポイントを呼び出すには、次のコマンドを入力します。
# hares -value resource ResourceInfo [system]¥
[-clus cluster | -localclus]

このエントリポイントでは、次の静的な情報を取得します。
■

バージョン（Version）

■

インスタンス番号
（InstanceNo）

■

インスタンス名
（InstanceName）

■

データベース名
（DatabaseName）

■

ホスト名（HostName）

■

開始時間（StartupTime）

■

パラレル（Parallel）

■

スレッド（Thread）

■

インスタンスの役割
（InstanceRole）

このエントリポイントでは、次の動的な情報を取得します。
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■

インスタンスの状態
（InstanceStatus）

■

ログイン情報（Logins）

■

オープンモード
（OpenMode）

■

ログモード（LogMode）

■

シャットダウンの待機
（ShutdownPending）

■

データベースの状態
（DatabaseStatus）

■

共有プールの空き割合
（Shared Pool Percent
free）

■

バッファ使用率（Buffer Hits
Percent）

SQL 文を /opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/resinfo.sql に追加して、属性を加えるこ
とができます。次に例を示します。
select 'static:HostName:'||host_name from v$instance;
select 'dynamic:ShutdownPending:'||shutdown_pending from
v$instance;

選択したレコードの型は、次のようになります。
attribute_type:userkey_name:userkey_value

変数 attribute_type は、静的または動的のいずれかか、両方の性質を持った値にでき
ます。

SF Oracle RAC agent for Oracle の Action エントリポイント
は Action エントリポイントをサポートし、リソース上で事前定義済みの処理を実行できる
ようにします。
リソースで処理を実行するには、次のコマンドを入力します。
# hares -action res token [-actionargs arg1 ...] ¥
[-sys system] [-clus cluster]

エージェントのカスタム処理を追加することもできます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server エージェント開発者ガイド』を参照してください。
p.737 の 表 H-24 を参照してください。 に、エージェントの事前定義済み仮想ファイアドリ
ル処理の説明を示します。
表 H-23 に、エージェントの事前定義済み処理の説明を示します。
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表 H-23

事前定義済みのエージェント処理

対応

説明

VRTS_GetInstanceName

すでに設定済みのインスタンスからそのインスタンス名を取得
します。このオプションは、Oracle リソースと Netlsnr リソース
に使うことができます。

VRTS_GetRunningServices

エージェントが監視する処理の一覧を取得します。このオプショ
ンは、Oracle リソースと Netlsnr リソースに使うことができます。

DBRestrict

データベースのセッションを変更して、RESTRICTED モードを
有効にします。

DBUndoRestrict

データベースのセッションを変更して、RESTRICTED モードを
無効にします。

DBSuspend

データベースを一時停止します。

DBResume

一時停止していたデータベースを再開させます。

DBTbspBackup

表領域のバックアップを実行します。バックアップを作成する表
領域名は、actionargs に含まれています。

表 H-24 に、インフラチェックを実行し特定のエラーを修正できるようにする、 の仮想ファ
イアドリル処理の一覧を示します。
表 H-24

事前定義済みの仮想ファイアドリル処理

仮想ファイアドリル処理

説明

getid

Oracle Owner がノード上に存在することを確認します。

（Oracle エージェント）
home.vfd

以下を確認します。

（Oracle エージェント）

■

ORACLE_HOME がノード上にマウントされており、対応す
るエントリが fstab にあること。
ORACLE_HOME がマウントされていなければ、Action エ
ントリポイントは、いずれかの他のリソースがすでに
ORACLE_HOME をマウントしているかどうかをチェックしま
す。
■ Pfile が提供されており、それがノード上に存在すること。
■

owner.vfd
（Oracle エージェント）

$ORACLE_HOME/dbs/orapw［SID］のパスワードファイル
が存在すること。

Oracle Owner 属性の uid と gid を確認します。Owner 属性
の uid と gid が、Oracle リソースが現在オンラインであるノード
上で同じであるかどうかをチェックします。
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仮想ファイアドリル処理

説明

pfile.vfd

ローカルディスクに pfile または spfile が存在するかどうかを
調べます。pfile と spfile の両方が存在しない場合、エージェ
ントの機能は終了します。Oracle リソースがクラスタ内でオンラ
インである場合、エージェント機能は、Oracle リソースがオンラ
インなので spfile が共有ストレージ上に存在する必要があると
いうメッセージをログに記録します。

（Oracle エージェント）

tnsadmin.vfd
（Netlsnr エージェント）

listener.ora ファイルが存在するかどうかチェックします。
listener.ora ファイルが存在しない場合は、ORACLE_HOME
がマウントされているかどうかをチェックし、適切なメッセージを
表示します。

Oracle エージェントのリソースタイプ定義
の Oracle エージェントは、SF Oracle RAC では Oracle リソースタイプとして表されます。
type Oracle (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle"
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetInstanceName,
VRTS_GetRunningServices, DBRestrict, DBUndoRestrict,
DBResume, DBSuspend, DBTbspBackup, "home.vfd", "owner.vfd",
"getid", "pfile.vfd" }
static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, Pfile, StartUpOpt,
ShutDownOpt, DBAUser, DBAPword, EnvFile, AutoEndBkup,
User, Pword, Table, MonScript, AgentDebug,
Encoding, MonitorOption }
static str IMFRegList[] = { Home, Owner, Sid, MonitorOption }
str Sid
str Owner
str Home
str Pfile
str StartUpOpt = STARTUP_FORCE
str ShutDownOpt = IMMEDIATE
str DBAUser
str DBAPword
str EnvFile
boolean AutoEndBkup = 1
str MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
str User
str Pword
str Table
boolean AgentDebug = 0
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str Encoding
int MonitorOption = 0
static boolean IntentionalOffline = 0
)

Oracle エージェントの属性定義
Oracle エージェント属性の説明を確認します。エージェント属性は必須、オプション、内
部に分類されます。
表 H-25 に、必須属性の一覧を示します。必須属性には必ず値を割り当てる必要があり
ます。
表 H-25

Oracle エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の 定義
種類

Sid

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスを表す $ORACLE_SID 変数。Oracle エージェントと Oracle
データベースサーバーでは Sid の大文字小文字が区別されます。
ポリシー管理データベースでは、Sid の属性は Sid プレフィックスに設定する必要
があります。 p.744 の 「ポリシー管理データベースの Sid 属性について」 を参照し
てください。

所有者

文字列 - スカラー

データベースインスタンスを起動または停止するための権限を持つ Oracle ユー
ザー。
エージェントでは、Oracle ユーザーとして LDAP ユーザーもサポートされます。

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリファイルと設定ファイルへの $ORACLE_HOME パス。たとえば、
パスとして /opt/ora_home を指定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付けないでください。
表 H-26 に、Oracle エージェントのオプション属性の一覧を示します。オプション属性は
必要に応じて設定できます。
表 H-26

Oracle エージェントのオプション属性

内部属性

データ形式と値の 定義
種類

DBAUser

文字列 - スカラー

データベースを起動または停止するための sysdba 権限を持つデータベースユー
ザー。

DBAPword

文字列 - スカラー

DBAUser の暗号化されたパスワード。
コマンドラインで入力する場合にのみパスワードを暗号化します。パスワードは SF
Oracle RAC Encrypt ユーティリティを使用して暗号化する必要があります。
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類

StartUpOpt

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスの起動オプション。この属性は次の値をとることができます。
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

RECOVERDB

■

SRVCTLSTART

■

SRVCTLSTART_RO

■

CUSTOM

デフォルトは STARTUP_FORCE です。
ShutDownOpt

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスの停止オプション。この属性は次の値をとることができます。
■

IMMEDIATE

■

TRANSACTIONAL

■

SRVCTLSTOP

■

SRVCTLSTOP_TRANSACT

■

SRVCTLSTOP_ABORT

■

SRVCTLSTOP_IMMEDIATE

■

CUSTOM

デフォルトは IMMEDIATE です。
EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供されるファイルの絶対パス名。このファイル
には、Oracle データベースサーバー環境のユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH や NLS_DATE_FORMAT などの環境変数が含まれます。
ファイル内容の構文は、Owner のログインシェルによって異なります。ファイルは
Owner が読み取ることができなければなりません。ファイルにユーザー入力を求
めるプロンプトが含まれていてはいけません。

Pfile

文字列 - スカラー

起動プロファイルの絶対パスを指定した初期化パラメータの名前。
また、サーバーパラメータファイルを使用することもできます。SPFILE パラメータ
のみを含むオンラインのテキスト初期化パラメータファイルを作成します。詳しく
は、Oracle のマニュアルを参照してください。

AutoEndBkup

整数 - スカラー

AutoEndBkup 属性をゼロ以外の値に設定すると、オンライン時にデータベース
のデータファイルをバックアップモードから解除します。
デフォルトは 1 です。
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類

MonitorOption

整数 - スカラー

Oracle インスタンスの監視オプション。この属性には 0 または 1 を指定できます。
■

0 - プロセスチェック監視（推奨）

■

1 - 診断監視

この属性値を 0 に設定すると、エージェントはインテリジェントなリソース監視をサ
ポートします。
デフォルトは 0 です。
p.734 の 「Oracle エージェントの監視オプション」 を参照してください。
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類

IMF

整数 - 関連付け

このリソースタイプレベルの属性は、Oracle エージェントがインテリジェントなリソー
ス監視を実行する必要があるかどうかを決定します。リソースレベルでこの属性の
値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無
効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オンラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オフラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェント
なリソースの監視を実行する
デフォルト: 3
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出
す頻度を指定します。このキーの値は整数です。
デフォルト: 5
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の
両方を実行する必要がある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。
値が 0 の場合、エージェントはポーリングベースのプロセスチェック監視を実
行しません。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監
視エージェント機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）
秒おき
■ RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、
エージェントは oracle_imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを
AMF カーネルドライバに登録します。RegisterRetryLimit キーの値は、エー
ジェントがリソースの登録を再試行する最小の回数を決定します。エージェン
トが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変
化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効
になります。
デフォルト: 3
■
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類

MonScript

文字列 - スカラー

詳細な監視のために提供されているスクリプトへのパス名。デフォルト（基本監視）
では、データベース PID のみが監視されます。

メモ: MonScript 属性の値が無効であったり、空の文字列に設定されている場
合、詳細監視は無効になります。
提供されている詳細監視スクリプトへのパス名は
/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/SqlTest.pl です。
また、MonScript には /opt/VRTSagents/ha への相対パス名も指定できます。
相対パス名は、パス ./bin/Oracle/SqlTest.pl のように「./」で始まる必要がありま
す。
ユーザー

文字列 - スカラー

LevelTwoMonitorFreq 整数 - スカラー

内部データベースユーザー。詳細監視のためにデータベースに接続します。
このリソースタイプのエージェントが第 2 レベル、つまり詳細な監視を実行する必
要がある頻度を指定します。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもで
きます。
この値は、エージェントが Oracle を詳細に監視する監視サイクルの数を示しま
す。たとえば、値 5 は、エージェントが 5 つのオンライン監視間隔ごとに Oracle
を詳細に監視することを意味します。
SF Oracle RAC 6.0 エージェントに手動でアップグレードし、以前のバージョンで
詳細監視を有効にしていた場合、次の手順に従います。
■

LevelTwoMonitorFreq 属性の値を、DetailMonitor 属性と同じ値に設定し
ます。

メモ: AutoEndBkup 属性の値を 0 に設定する場合は、詳細な監視のために
LevelTwoMonitorFreq 属性の値が 1 であることを確認してください。
デフォルトは 0 です。
Pword

文字列 - スカラー

内部データベースユーザー認証のための暗号化されたパスワード。
コマンドラインで入力する場合にのみパスワードを暗号化します。パスワードは SF
Oracle RAC Encrypt ユーティリティを使用して暗号化する必要があります。

Table

文字列 - スカラー

User/Pword による更新のためのテーブル。

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle エンコードに対応するオペレーティングシス
テムのエンコードを指定します。
デフォルトは "" です。
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類
このリソースタイプレベルの属性は、Oracle が VCS 制御の外側で意図的に停止
されている場合に、VCS が反応する方法を定義します。

IntentionalOffline

VCS の制御下にない Oracle を停止すると、エージェントの動作は次のようになり
ます。
0 - Oracle エージェントは障害を登録して、サービスグループのフェールオー
バーを開始します。
■ 1 - 診断監視が有効になっている場合、Oracle エージェントは Oracle リソー
スをオフラインで取得します。
診断監視が有効になっていない場合、エージェントは障害を登録して、サー
ビスグループのフェールオーバーを開始します。
■

メモ: エージェントの意図的なオフラインの機能を使う場合は、MonitorOption
属性の値に 1 を設定して、診断監視を有効にする必要があります。
Veritas Cluster Server 管理者ガイドを参照してください。
DBName

文字列 - スカラー

この属性は、データベースがポリシー管理の RAC データベースの場合にのみ設
定します。この属性の値は一意のデータベース名に設定する必要があります。

ManagedBy

文字列 - スカラー

この属性のデフォルト値は ADMIN です。ポリシー管理の RAC データベースで
は、この属性は POLICY に設定する必要があります。

表 H-27 に、Oracle エージェントの内部属性の一覧を示します。この属性は内部使用の
みです。 では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
表 H-27

Oracle エージェントの内部属性

内部属性

データ形式と値の 定義
種類

AgentDirectory

静的 - 文字列

Oracle エージェントに関連付けられているバイナリやスクリプトなどのファイルの
場所を指定します。
デフォルトは /opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle です。

ポリシー管理データベースの Sid 属性について
SID 属性は必須属性です。ここでは、ポリシー管理データベースの SID 属性を定義する
ための情報を提供します。
SID プレフィックスは、一意のデータベース名の最初の 8 文字の英数字で構成されます。
a - z の英字（大文字と小文字）と、0 - 9 の数字の組み合わせになります。
SID プレフィックスには、オペレーティングシステムの特殊文字は使えません。このため、
一意のデータベース名の最初の 8 文字には、特殊文字を使わないようにします。最初の
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8 文字に特殊文字が使われている場合、それらの文字は省略されます。各データベース
には、単一の SID プレフィックスがあります。データベースの SID プレフィックスはクラス
タ内で一意である必要があります。
Oracle RAC データベースでは、各インスタンスに一意の識別子 ORACLE_SID がありま
す。これは、SID プレフィックスとインスタンス番号で構成されます。Oracle RAC データ
ベースの ORACLE_SID の生成方法は、データベースの管理方法をどのように選択する
かによって異なります。ポリシー管理データベースを選択した場合、Oracle は name_#
の形式で SID を生成します。この name は DB_UNIQUE_NAME の最初の 8 文字の英
数字で、# はインスタンス番号を表します。管理者管理データベースを選択した場合、
DBCA はインスタンス名に対する SID を先に生成します。この SID は name# の形式で
す。
SID プレフィックス名を確認するには、次のコマンドを実行します。
# ${GRID_HOME}/bin/crsctl status resource ora.${DBName}.db -f | grep
GEN_USR_ORA_INST_NAME@ | tail -1 | sed 's/.*=//' | sed 's/_[0-9]$//',

GRID_HOME はグリッドのホームへのパスで、DBName は一意のデータベース名です。
メモ: ポリシー管理データベースが作成されると、インストール手順の確認ページに SID
プレフィックスが表示されます。
p.739 の 「Oracle エージェントの属性定義」 を参照してください。

Netlsnr エージェントの機能
リスナーとは、新規のクライアント接続要求を待機し、データベースに対するトラフィックを
管理するサーバープロセスです。Netlsnr エージェントは、リスナーサービスをオンライン
に切り替え、状態を監視し、オフラインに切り替えます。
Netlsnr エージェントは IMF 対応です。
表 H-28 に、Netlsnr エージェントの機能を一覧で示します。
表 H-28

Netlsnr エージェントの機能

エージェントの操作

説明

オンライン化

次のコマンドを使ってリスナーのプロセスを開始します。
lsnrctl start $LISTENER

Offline

次のコマンドを使ってリスナーのプロセスを停止します。
lsnrctl stop $LISTENER
パスワードを使ってリスナーが設定されている場合、エージェントは、そ
のパスワードを使ってそのリスナーを停止します。
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エージェントの操作

説明

Monitor

リスナープロセスの状態を確認します。
Netlsnr エージェントでは、基本と詳細の 2 段階の監視レベルを設定
できます。
基本監視モードでは、エージェントは tnslsnr プロセスのプロセ
ステーブルをスキャンして、リスナーのプロセスが実行中であること
を確認します。
■ 詳細監視モードでは、エージェントは lsnrctl status
$LISTENER コマンドを使ってリスナープロセスの状態を確認しま
す。（デフォルト）
■

netlsnr_imf_init

Netlsnr エージェント用の IMF 通知モジュールである AMF カーネルド
ライバとインターフェースをとるためにエージェントを初期化します。この
機能は、エージェントが起動すると実行されます。

netlsnr_imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが登録された後に実
行されます。この機能は継続的に通知を待機し、通知後にリソースでア
クションを実行します。
netlsnr_imf_register

リソースエンティティの AMF カーネルモジュールへの登録および登録
解除を行います。この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまた
はオフライン）に入った後に、リソースごとに実行されます。

クリーニング

tnslsnr $LISTENER のプロセステーブルをスキャンし、そのテーブ
ルを破棄します。

対応

リソースで事前定義済みの処理を実行します。
p.736 の 「SF Oracle RAC agent for Oracle の Action エントリポイント」
を参照してください。

Netlsnr エージェントのリソースタイプ定義
の Netlsnr エージェントは、SF Oracle RAC では Netlsnr リソースタイプとして表されま
す。
type Netlsnr (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr"
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetInstanceName,
VRTS_GetRunningServices, "tnsadmin.vfd" }
static str ArgList[] = { Owner, Home, TnsAdmin, Listener,
EnvFile, MonScript, LsnrPwd, Encoding }
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=5, RegisterRetryLimit=3 }
static str IMFRegList[] = { Home, Owner, Listener }
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str Owner
str Home
str TnsAdmin
str Listener
str EnvFile
str MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
str LsnrPwd
str Encoding
static boolean IntentionalOffline = 0
)

Netlsnr エージェントの属性定義
Netlsnr エージェント属性の説明を確認します。エージェント属性は必須、オプション、内
部に分類されます。
表 H-29 に、Netlsnr エージェントの必須属性の一覧を示します。必須属性には必ず値
を割り当てる必要があります。
表 H-29

Netlsnr エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の 定義
種類

所有者

文字列 - スカラー

リスナープロセスを起動または停止するための権限を持つ Oracle ユーザー。
エージェントでは、Oracle ユーザーとして LDAP ユーザーもサポートされます。

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリファイルと設定ファイルへの $ORACLE_HOME パス。たとえば、
パスとして /opt/ora_home を指定できます。
パスの最後にスラッシュ（/）は付けないでください。

表 H-30 に、Netlsnr エージェントのオプション属性の一覧を示します。オプション属性
は必要に応じて設定できます。
表 H-30

Netlsnr エージェントのオプション属性

内部属性

データ形式と値の 定義
種類

TnsAdmin

文字列 - スカラー

Listener 設定ファイルが存在するディレクトリへの $TNS_ADMIN パス
（listener.ora）。
デフォルトは /var/opt/oracle です。
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類

リスナー

文字列 - スカラー

Listener の名前。Netlsnr エージェントと Oracle データベースサーバーでは、
Listener の名前の大文字小文字は区別されません。
デフォルトは LISTENER です。

LsnrPwd

文字列 - スカラー

リスナーの停止と監視に使用される SF Oracle RAC の暗号化されたパスワード。
このパスワードは Listener 設定ファイルで設定されます。
コマンドラインで入力する場合にのみパスワードを暗号化します。パスワードは SF
Oracle RAC Encrypt ユーティリティを使用して暗号化する必要があります。

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供されるファイルの絶対パス名を指定します。
このファイルには、Oracle リスナー環境のユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH などの環境変数が含まれます。
ファイル内容の構文は、Owner のログインシェルによって異なります。このファイ
ルは Owner が読み取ることができる必要があります。ファイルにユーザー入力を
求めるプロンプトが含まれていてはいけません。
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類

IMF

整数 - 関連付け

このリソースタイプレベルの属性は、Netlsnr エージェントがインテリジェントなリ
ソース監視を実行する必要があるかどうかを決定します。リソースレベルでこの属
性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無
効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オンラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オフラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェント
なリソースの監視を実行する
デフォルト: 3
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出
す頻度を指定します。このキーの値は整数です。
デフォルト: 5
インテリジェントなリソース監視に加えてポーリングベースのリソース監視をエー
ジェントが実行する必要がある場合、この属性をゼロ以外の値に設定できま
す。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監
視エージェント機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）
秒おき
■ RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソース監視を有効にすると、エージェ
ントは netlsnr_imf_register エージェント関数を呼び出して、リソースを AMF
カーネルドライバに登録します。RegisterRetryLimit キーの値は、エージェ
ントがリソースの登録を再試行する最小の回数を決定します。エージェントが、
指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変化する
か、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になりま
す。
デフォルト: 3
■
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内部属性

データ形式と値の 定義
種類

MonScript

文字列 - スカラー

詳細な監視のために提供されているスクリプトへのパス名。デフォルトでは、リス
ナープロセスを監視する詳細監視は有効になっています。

メモ: 属性 MonScript の値が空の文字列に設定されている場合、エージェント
は詳細監視を無効にします。
提供されている詳細監視スクリプトへのパス名は
/opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr/LsnrTest.pl です。
また、MonScript には /opt/VRTSagents/ha への相対パス名も指定できます。
相対パス名は、パス ./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl のように「./」で始まる必要があり
ます。
LevelTwoMonitorFreq 整数 - スカラー

このリソースタイプのエージェントが第 2 レベル、つまり詳細な監視を実行する必
要がある頻度を指定します。
詳細監視を有効にした場合、LevelTwoMonitorFreq 属性の値を設定してくださ
い。
デフォルトは 0 です。

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle エンコードに対応するオペレーティングシス
テムのエンコードを指定します。
デフォルトは "" です。
将来使うための属性です。

IntentionalOffline

この属性の値は変更しないでください。
デフォルトは 0 です。

表 H-31 に、Netlsnr エージェントの内部属性の一覧を示します。この属性は内部使用
のみです。 では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
Netlsnr エージェントの内部属性

表 H-31
内部属性

データ形式と値の 定義
種類

AgentDirectory

静的 - 文字列

Netlsnr エージェントに関連付けられているバイナリやスクリプトなどのファイルの
場所を指定します。
デフォルトは /opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr です。

ASMDG エージェントの機能
ASMDG エージェントは、Oracle データベースが使う ASM ディスクグループをマウント
し、状態を監視して、ASM ディスクグループのマウント解除を行います。
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ASMDG エージェントの DiskGroups 属性で、ディスクグループ名を指定しておく必要が
あります。
表 H-32 に、ASMDG エージェントの操作を一覧で示します。
表 H-32

ASMDG エージェントの操作

エージェントの操作

説明

Online

次の SQL のコマンドを使って、指定された Oracle ASM ディスクグルー
プを ASM インスタンスにマウントします。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 mount

Offline

次の SQL のコマンドを使って、指定された Oracle ASM ディスクグルー
プを ASM インスタンスからマウント解除します。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 dismount

メモ: 次の Oracle メッセージは、マウントされた ASM ディスクグループ
がない ASM インスタンスが停止されるときに、VCS ログに記録されま
す。
ORA-15100: invalid or missing diskgroup name
Monitor

指定された ASM ディスクグループの状態を確認します。
ディスクグループは次の状態のいずれかになっています。
■

マウントされている

■

マウント解除されている

■

未知

■

壊れている

■

接続されている

1 つのリソースに複数の ASM ディスクグループが設定されている場合、
ASMDG エージェントは指定されたすべての ASM ディスクグループの
状態を考慮してリソースの状態を返します。
Clean

次の SQL コマンドを使って Oracle ASM ディスクグループを強制的に
マウント解除します。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 dismount force

ASMDG エージェントのリソースタイプ定義
の ASMDG エージェントは、SF Oracle RAC では ASMDG リソースタイプとして表されま
す。
type ASMDG (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMDG"
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static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, DBAUser,
DBAPword, DiskGroups, EnvFile, Encoding }
str Sid
str Owner
str Home
str DBAUser
str DBAPword
keylist DiskGroups
str EnvFile
str Encoding
)

ASMDG エージェントの属性定義
ASMDG エージェント属性の説明を確認します。エージェント属性は必須、オプション、
内部に分類されます。
表 H-33 に、必須属性の一覧を示します。必須属性には必ず値を割り当てる必要があり
ます。
表 H-33

ASMDG エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の種類

定義

DiskGroups

keylist

Oracle データベースファイルを格納
する ASM ディスクグループ。

Sid

文字列 - スカラー

ASM インスタンスを表す
$ORACLE_SID 変数。

所有者

文字列 - スカラー

ASM ディスクグループをマウントまた
はマウント解除する権限がある Oracle
ユーザー。
エージェントでは、Oracle ユーザーと
して LDAP ユーザーもサポートされま
す。

Home

文字列 - スカラー

Oracle ASM バイナリファイルと設定
ファイルへの $ORACLE_HOME パス。
たとえば、パスとして /opt/ora_home
を指定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付
けないでください。

表 H-34 に、ASMDG エージェントのオプション属性の一覧を示します。オプション属性
は必要に応じて設定できます。
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表 H-34

ASMDG エージェントのオプション属性

オプション属性

データ形式と値の種類

定義

DBAUser

文字列 - スカラー

ASM インスタンスを開始または停止す
る sysasm 権限がある ASM ユー
ザー。 Oracle 11g R1 以降の ASM
ユーザーを作成できます。

DBAPword

文字列 - スカラー

DBAUser の暗号化されたパスワード。
コマンドラインで入力する場合にのみ
パスワードを暗号化します。パスワード
は SF Oracle RAC Encrypt ユーティ
リティを使用して暗号化する必要があ
ります。

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供
されるファイルの絶対パス名。このファ
イルには、Oracle データベースサー
バー環境のユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH や
NLS_DATE_FORMAT などの環境変
数が含まれます。
ファイル内容の構文は、Owner のログ
インシェルによって異なります。ファイ
ルは Owner が読み取ることができな
ければなりません。ファイルにユーザー
入力を求めるプロンプトが含まれてい
てはいけません。

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle
エンコードに対応するオペレーティン
グシステムのエンコードを指定します。
デフォルトは "" です。

表 H-35 に、ASMDG エージェントの内部属性の一覧を示します。この属性は内部使用
のみです。 では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
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表 H-35

ASMDG エージェントの内部属性

オプション属性

データ形式と値の種類

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

ASMDG エージェントに関連付けられ
ているバイナリやスクリプトなどのファイ
ルの場所を指定します。
デフォルトは
/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMDG
です。

CRSResource エージェント
CRSResource エージェントは、VCS Oracle エージェントがない場合に Oracle データ

ベースを監視するための代替機能を提供します。CRSResource エージェントは、Oracle
データベースインスタンス、リスナー、仮想 IP アドレス（VIP）を含む Oracle Clusterware
リソースの状態をチェックします。エージェントは、複数のデータベース設定をサポートし、
Oracle データベースがその起動時にオンラインであり、アプリケーションで利用できる状
態になっていることを確認します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 の場合: CRSResource エージェントは admin 権限で管
理されたデータベース環境でのみサポートされます。

CRSResource エージェントの機能
表 H-36 では、CRSResource エージェントの機能について説明しています。
表 H-36

CRSResource エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

次の Oracle Clusterware リソースの状態を確認します。
■

Oracle データベース

■

仮想 IP アドレス

■

Listener

監視スクリプトは、60 秒ごとにリソースの状態をチェックします。
Online

遅延インターバルを使って、監視操作が開始される前に Oracle
Clusterware リソースがオンラインになるようにするダミーのエ
ントリポイント。
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CRSResource エージェントの状態
表 H-37 は CRSResource エージェントの状態をまとめたものです。
表 H-37

CRSResource エージェントの状態

State

説明

Online

Oracle データベース、VIP、リスナーが動作中であることを示します。

FAULTED

Oracle データベース、VIP、リスナーが動作していない、またはこれ
らで障害が発生していることを示します。

Unknown

属性設定が正しくないか、またはその他の設定の問題のために、リ
ソースの状態を判断できません。

CRSResource エージェントの属性
表 H-38

CRSResource エージェントの属性

属性

値の種類

説明

ResType

文字列 - スカラー

Oracle Clusterware リソースのタイプを示します。
リソースのタイプは次の通りです。

DBHome

文字列 - スカラー

■

DB

■

VIP

■

リスナー

Oracle バイナリファイルと設定ファイルが含まれてい
る ORACLE_HOME のパス。次に例を示します。 次の
パスを指定できます。 /app/oracle/orahome

メモ: パスの最後にスラッシュ (/) を 付け足さないでく
ださい。
CRSHome

文字列 - スカラー

Oracle Clusterware のバイナリが含まれている
CRS_HOME のパス。

DBName

文字列 - スカラー

サービスが設定されるデータベースの名前。
VIP またはリスナーを監視するように CRSResource
を設定する場合は、この属性はオプションです。

SID

文字列 - スカラー

変数 $ORACLE_SID の Oracle インスタンスの名前。
SID では、大文字と小文字が区別されます。
VIP またはリスナーを監視するように CRSResource
を設定する場合は、この属性はオプションです。
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属性

値の種類

説明

Owner

文字列 - スカラー

Oracle データベースのユーザーの名前。
VIP またはリスナーを監視するように CRSResource
を設定する場合は、この属性はオプションです。

CRSResource エージェントを使う場合の VCS サービスグループの依存
関係
CRSResource エージェントを使うサービスグループの設定では、Oracle Clusterware
がデータベースを制御します。グループ（Application グループ、Oracle Clusterware
グループ、CVM グループ）間に online local firm 依存関係が存在します。
図 H-4 は、サービスグループの依存関係の略図を示しています。
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CRSResource エージェントを使う場合のサービスグループの依存関
係

図 H-4

app1_grp（並行）

app2_grp（並行）

app1

app2

アプリケーション

CRSResource
crsr_oradb_db

アプリケーション

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

crsr_oradb_vip

crsr_oradb_lsnr

crsr_racdb_db

crsr_racdb_vip

crsr_racdb_lsnr

cssd

crs_grp
（並行）

アプリケーション
mpriv
MultiPrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

CVM グループ（並行）
oradata_mnt
CFSMount
Critical=0
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd
CVMVoIDG

racdata_voldg
Critical=0

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

設定についての説明は次のとおりです。
■

システムの起動時に、CVM グループが、データベースのボリュームとマウントポイント
を起動します。Oracle Clusterware グループが、OCR と投票ディスクを起動し、Oracle
Clusterware のプライベート IP アドレスを設定して、Oracle Clusterware を起動しま
す。Oracle Clusterware がデータベースを起動し、アプリケーションがオンラインに
なります。Oracle Clusterware リソース（データベース/VIP/リスナー）が Oracle
Clusterware によって起動されると、CRSResource がオンラインになります。

757

758

付録 H 高可用性エージェントの情報
CRSResource エージェント

メモ: 依存関係にあるサービスグループがオンラインになるには、システムの起動時
に、すべてのボリュームとマウントポイントがオンラインになる必要があります。

■

oradata_mnt リソースと oradata_voldg リソースは、障害シナリオの管理においてク
リティカルでないリソース（critical=0）として設定されます。
p.758 の 「CRSResource エージェントが障害を処理するしくみ」 を参照してください。

■

いずれかの Oracle Clusterware リソースが原因で CRSResource に障害が起きる
と、アプリケーションがオフラインになります。

この設定の制限事項は次の通りです。
■

CFSMount リソースと CVMVolDg リソースは、グループ内のクリティカルなリソースと
して設定できません。
1 つのサービスグループですべてのデータベースのマウントポイントとボリュームディ
スクグループがクリティカルとして設定された場合、そのいずれかで障害が起きると、
グループ全体が FAULTED になるか、またはオフラインになります。1 つのリソースの
障害によりグループの他のリソースが影響を受けないようにするために、CFSMount
リソースと CVMVolDg リソースで属性 Critical がゼロに設定されます。
ただし、いずれかのデータベースのマウントがオンラインにならなかった場合、または
ボリュームが起動しなかった場合は、サービスグループ全体がオンラインになりませ
ん。

■

Oracle Clusterware がデータベースインスタンス、VIP、リスナーを起動するまで、
CRSResource は FAULTED と報告します。Oracle Clusterware がデータベースイ
ンスタンス、VIP、リスナーを起動した後でも、OfflineMonitorInterval 期間中は、
CRSResource は FAULTED の状態のままです。CRSResource の状態は変更でき
ません。

CRSResource エージェントが障害を処理するしくみ
CRSResource エージェントは、1 つのアプリケーションのリソースでの障害が、システムで
動作している他のアプリケーションに悪影響を及ぼさないようにします。障害を隔離する
ため、oradata_mnt リソースと oradata_voldg リソースは、クリティカルでないリソース
（critical=0）として設定されます。これにより、これらのリソースのいずれかでのストレージ
の問題によって他のデータベースが影響を受けることがなくなり、依存関係にあるアプリ
ケーションがオンラインのまま維持されるようになります。
メモ: リソースは、障害シナリオの管理のためにのみクリティカルでないと見なされます。
図 H-5 は、障害シナリオを示しています。
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CRSResource エージェントが障害を処理するしくみ

図 H-5
app1_grp (パラレル)

app2_grp (パラレル)

app1

app2

アプリケーション

CRSResourc
e
crsr_oradb_db

CRSResourc
e
crsr_oradb_vip

アプリケーション

CRSResourc
e
crsr_racdb_db

CRSResourc
e
crsr_oradb_lsnr

CRSResourc
e
crsr_racdb_vip

cssd

crs_grp
(パラレル)

アプリケーション

mpriv
MultiPrivNIC

CRSResourc
e
crsr_racdb_lsnr

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

cvm group (パラレル)
oradata_mnt
Critical=0 CFSMount
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

CVMVoIDG

racdata_voldg
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

CRSResource エージェントの間違った設定
この項では、CRSResource で FAULTED が報告されるシナリオについて説明します。

シナリオ 1: システムの起動時に CRSResource で障害が起きる
1.

システムの起動時に、CVM グループが、データベースのボリュームとマウントポイン
トをオンラインにします。

2.

Oracle Clusterware グループが、OCR と投票ディスクを起動し、Oracle Clusterware
のプライベート IP アドレスを設定して、Oracle Clusterware を起動します。Oracle
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Clusterware は、エージェントで設定されている起動時間内にデータベースまたは
その他のリソースをオンラインにできません。
3.

エージェントは、設定された時間の経過後に監視操作を開始します。
Oracle Clusterware リソースがまだオンラインになっていない場合、CRSResource
は FAULTED と表示されます。

図 H-6 は、このシナリオを示しています。
システム起動時に CRSResource で障害が発生した場合

図 H-6
app1_grp (パラレル)

app2_grp (パラレル)

app1

app2

crsr_oradb_db

CRSResource
Faulted
crsr_oradb_vip

CRSResource
Faulted

CRSResource
Faulted

CRSResource
Faulted

crsr_oradb_lsnr

crsr_racdb_db

crsr_racdb_vip

cssd

CRSResource
Faulted

3

crsr_racdb_lsnr

crs_grp
(パラレル)

アプリケーション
mpriv

ocrvote_mnt
MultiPrivNIC

CFSMount
2

ocrvote_voldg
CVMVoIDG

cvm group (パラレル)
oradata_mnt
Critical=0

CFSMount

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

vxfsckd
oradata_voldg
Critical=0

CFSfsckd
CVMVoIDG

CVMVoIDG
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

racdata_voldg
Critical=0
1

超過 開始

CRSResource
Faulted

アプリケーション

期間

アプリケーション
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シナリオ 2: リソースがオフラインになったときに CRSResource で障害が起きる
障害が原因で、または管理目的で、いずれかまたはすべての Oracle Clusterware リソー
ス（データベース、リスナー、VIP）がオフラインになります。
Oracle Clusterware がリソースをオンラインにするまで、CRSResource は FAULTED と
報告します。

CRSResource エージェントのリソースタイプ定義
次の CRSResource.cf ファイルからの抜粋は、CRSResource エージェントのタイプ定義
を示しています。
type CRSResource (
static int MonitorTimeout = 300
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str ArgList[] = { ResType, DBHome, CRSHome,
DBName, SID, Owner }
static str Operations = None
str ResType
str DBHome
str CRSHome
str DBName
str SID
str Owner
)

CRSResource エージェントの設定例
次の設定例は、CRSResource エージェントの DB、VIP、リスナーの各リソースの設定を
示しています。
CRSResource crsr_oradb_db (
ResType = DB
DBHome = "/app/oracle/orahome"
CRSHome = "/app/crshome"
DBName = oradb
SID @galaxy = oradb1
SID @nebula = oradb2
Owner = oracle
)
CRSResource crsr_oradb_vip (
ResType = VIP
DBHome = "/app/oracle/orahome"
CRSHome = "/app/crshome"
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)
CRSResource crsr_oradb_lsnr (
ResType = Listener
DBHome = "/app/oracle/orahome"
CRSHome = "/app/crshome"
)

I
SF Oracle RAC 配備シナリオ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラスタ

■

UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数のデータベース用の SF Oracle
RAC クラスタ

■

分離された Oracle トラフィックと MultiPrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC
クラスタ

■

NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラスタ

■

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

■

Storage Foundation for Oracle RAC 環境での Storage Foundation for Databases
（SFDB）ツールの配備

UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC
クラスタ
ここでは、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
配備シナリオ

データベース Cache Fusion 用の UDP IPC を使って設定されている
Oracle RAC。

推奨事項

PrivNIC エージェントを使用します。

サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac02_main.cf

ここで使われている設定は次のとおりです。
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■

共通の IP アドレスが Oracle Clusterware 通信と Oracle データベース Cache Fusion
で使われます。

■

Oracle Clusterware 通信と Oracle データベース Cache Fusion のトラフィックは、
LLT プライベート相互接続リンク経由で転送されます。

■

CFS/CVM/VCS メタデータは、LLT リンクとして設定されている 2 つの物理リンク上の
LLT 経由で行き来します。

■

リンクに障害が発生した場合、PrivNIC エージェントは、障害が発生したリンクから使
用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェールオーバーし
ます。リンクが復元すると、IP アドレスはもとのリンクにフェールバックされます。

図 I-1 に、UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む 2 ノードの SF Oracle RAC クラスタ
の論理設定を示します。
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UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラスタ

図 I-1
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Oracle プロセス間通信
プライベート相互接続（GigE）
Oracle Clusterware ハートビート
Oracle DB Cache Fusion
CFS /CVM / VCS メタデータ

アクティブな接続
PrivNIC エージェント用の
フェールオーバー接続

UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数のデー
タベース用の SF Oracle RAC クラスタ
ここでは、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
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配備シナリオ

Oracle RAC はデータベース Cache Fusion 用に UDP IPC を使って
設定されています。

推奨事項

MultiPrivNIC エージェントを使います。

サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac03_main.cf

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

データベース Cache Fusion 用に、データベースごとに 1 つのプライベート IP アドレ
スが使われます。データベース Cache Fusion に使われるプライベート IP アドレスの
1 つは、Oracle Clusterware 通信で共有されます。
CFS/CVM/VCS メタデータもこれらのリンク経由で行き来します。

■

リンクに障害が発生した場合、MultiPrivNIC エージェントは、障害が発生したリンク
から使用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェールオー
バーします。リンクが復元すると、IP アドレスはもとのリンクにフェールバックされます。

図 I-2 に、UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数のデータベース用の 2 ノー
ドの SF Oracle RAC クラスタの論理設定を示します。
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UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数のデータベース用
の SF Oracle RAC クラスタ

図 I-2
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分離された Oracle トラフィックと MultiPrivNIC エージェ
ントを含む SF Oracle RAC クラスタ
ここでは、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
配備シナリオ

Oracle RAC データベース Cache Fusion トラフィックが CFS/CVM/VCS
メタデータから分離されます。

推奨事項

MultiPrivNIC エージェントを使います。

サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac06_main.cf

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

データベース Cache Fusion に使われるプライベートネットワーク IP アドレスは、各
データベースの専用リンク上に設定されています。これらのリンクは優先度の低い LLT
リンクとして設定されています。

■

Oracle Clusterware 通信に使われるプライベートネットワーク IP アドレスは、優先度
の高い LLT リンク上に設定されています。このリンクは CFS/CVM/VCS メタデータの
転送にも使われます。

■

リンクに障害が発生した場合、MultiPrivNIC エージェントは、障害が発生したリンク
から使用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェールオー
バーします。リンクが復元すると、IP アドレスはもとのリンクにフェールバックされます。

図 I-3 に、Oracle のトラフィックが VCS/CVM/CFS のトラフィックから分離されている 2
ノードの SF Oracle RAC クラスタの論理設定を示します。
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分離された Oracle トラフィックと MultiPrivNIC エージェントを含む SF
Oracle RAC クラスタ

図 I-3
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NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む SF
Oracle RAC クラスタ
この項では、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
配備シナリオ

UDP IPC を含む Oracle RAC は、Oracle データベース Cache Fusion
トラフィックの分散のために結合された NIC インターフェースを使うよう
に設定されます。
2 つ目のリンクはスタンバイリンクとして設定されます。

推奨事項

PrivNIC エージェントを使用します。

サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac02_main.cf

メモ: サンプルファイルの eth1 インターフェースは、このシナリオで使
う結合された NIC インターフェースと置き換え、サンプルファイルの
eth2 はこのシナリオの NIC3 インターフェースと置き換える必要があり
ます。

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

共通の IP アドレスが、Oracle Clusterware 通信と Oracle データベース Cache Fusion
（結合された NIC インターフェースの 2 つの基盤となる物理リンクに分散されます）に
使われます。結合された NIC インターフェースは単一の LLT リンクとして設定されま
す。

■

CFS/CVM/VCS メタデータも結合されたリンク経由で行き来します。

■

結合されたリンクに障害が発生した場合、PrivNIC エージェントは、障害が発生した
リンクから使用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェール
オーバーします。リンクが復元すると、IP アドレスはもとのリンクにフェールバックされ
ます。

図 I-4 に、NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む 2 ノードの SF Oracle RAC
クラスタの論理設定を示します。
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NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラ
スタ
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サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成
図
次の CP サーバー構成図は、構成内で CP サーバーを設定する場合のガイドとして使う
ことができます。
■

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ:
p.773 の 図 I-5 を参照してください。

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントクラス
タ:

■

リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノードキャンパス
クラスタ:

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数のクライアン
トクラスタ:

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ
図 I-5 は、2 つの一意なクライアントクラスタが 3 台の CP のサーバー（コーディネーショ
ンポイント）によって機能している構成を示しています。各クライアントクラスタは一意の
ユーザー ID を持ちます（UUID1 と UUID2）。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラ
スタ
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高可用性 CPS と 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントク
ラスタ
図 I-6 は、クライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル SCSI-3
LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
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クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクがディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するク
ライアントクラスタ

図 I-6
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノー
ドキャンパスクラスタ
図 I-7 は、2 ノードキャンパスクラスタが 1 台のリモート CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスク（各サイトから 1 台）がディスクグループ vxfencoorddg に属しま
す。3 番目のコーディネーションポイントはシングルノード VCS クラスタの CP サーバーで
す。

775

付録 I SF Oracle RAC 配備シナリオ
サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 によって機能する 2 ノードキャ
ンパスクラスタ

図 I-7
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数
のクライアントクラスタ
図 I-8 は、複数のクライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクがディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複
数のクライアントクラスタ
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Storage Foundation for Oracle RAC 環境での Storage
Foundation for Databases（SFDB）ツールの配備
Storage Foundation for Oracle RAC（複数インスタンス Oracle）で SFDB ツールを配
備する場合、セットアップ設定は次の条件を反映します。
■

Oracle の複数インスタンスを使用する高可用性並列クラスタは、SF for Oracle RAC
のある galaxy と nebula に設定されます。

■

データベースは galaxy、nebula、mercury でオンラインです。

■

データファイルは galaxy、nebula、mercury にマウントされ、共有されます。

■

SFDB ツールは galaxy、nebula、mercury にマウントされ、共有されます。

■

galaxy、nebula、mercury 上で SFDB ツールコマンドを実行できます。

■

この設定ではクラスタ化された ODM がサポートされています。

次の図では、リポジトリディレクトリは Oracle マウントポイントに存在します。
Storage Foundation でのデータベースリポジトリの配備

図 I-9
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SF Oracle RAC の設定の場合、システムは同時にオンラインであり、クラスタ内でフェー
ルオーバー機構を使いません。
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J
他の製品とともに Veritas
Storage Foundation for
Oracle RAC をインストール
する場合の互換性問題
この付録では以下の項目について説明しています。
■

他の Veritas 製品が存在する環境での Storage Foundation 製品のインストール、
アンインストール、またはアップグレード

■

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストー
ル、アップグレード

■

ApplicationHA が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アン
インストール、またはアップグレード

■

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンイン
ストール、またはアップグレード

他の Veritas 製品が存在する環境での Storage
Foundation 製品のインストール、アンインストール、ま
たはアップグレード
他の Veritas 製品がインストールされている環境に Storage Foundation をインストール
すると、互換性の問題が生じることがあります。たとえば、VOM、ApplicationHA、
NetBackup が存在するシステムに Storage Foundation 製品をインストールする場合な
どです。
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VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のイ
ンストール、アンインストール、アップグレード
VOM がすでにインストールされているシステムで Storage Foundation 製品のインストー
ルまたはアップグレードを計画する場合は、次の互換性問題に注意してください。
■

SFM Central Server または VOM Central Server が存在する環境で Storage
Foundation 製品をインストールまたはアップグレードする際に、インストーラによって
VRTSsfmh のアップグレードがスキップされ、SFM Central Server と管理対象ホス
トRPMsはそのままの状態で残されます。

■

SFM Central Server または VOM Central Server が存在する環境で Storage
Foundation 製品をアンインストールする際に、インストーラによって VRTSsfmh は
アンインストールされません。

■

SFM または VOM 管理対象ホストが存在する環境で Storage Foundation 製品をイ
ンストールまたはアップグレードする際に、VRTSsfmh をアップグレードすることを通
知する警告メッセージがインストーラによって表示されます。

ApplicationHA が存在する場合の Storage Foundation
製品のインストール、アンインストール、またはアップグ
レード
ApplicationHA がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation の
インストールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたは
アップグレードを行うとき、インストーラは VCS をインストールされた製品としてみなし
ません。VRTSvcs 付属RPMを使用している場合も同様です。

■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたは
アップグレードを行うとき、インストーラを使用して、VCS を使う製品のインストールまた
はアップグレードを行うことはできません。VCS、SFHA、SFCFS、SFCFSHA、SFRAC、
SFCFSRAC の製品をインストールまたはアップグレードすることはできません。

■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたは
アップグレードを行うとき、インストーラを使用して、VM、FS、SF、または DMP のイン
ストールまたはアップグレードを実行できます。

■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品をアンインストールし
ても、インストーラは VRTSsfmh のアンインストールは行いません。
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NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストール、またはアップグレード

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製
品のインストール、アンインストール、またはアップグレー
ド
NetBackup がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation のイン
ストールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたはアッ
プグレードを行うと、インストーラは VRTSpbx と VRTSicsco のアンインストールは実
行しません。VRTSat のアップグレードは行われません。

■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のアンインストールを行う
と、インストーラは VRTSpbx、VRTSicsco、VRTSat のアンインストールは実行しませ
ん。
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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）

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。

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
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

786

用語集

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）

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。

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。

共有ストレージ（Shared

volume）
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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
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。
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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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