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この文書では以下の項目について説明しています。
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このリリースノートについて

■

コンポーネント製品のリリースノート

■

Symantec Storage Foundation for Oracle RAC について

■

Symantec Operations Readiness Tools について

■

重要なリリース情報

■

SF Oracle RAC 6.2 で導入された変更点

■

サポート対象外

■

システム必要条件

■

修正済みの問題

■

既知の問題

■

ソフトウェアの制限事項

■

マニュアル

このリリースノートについて
このリリースノートには Solaris 対応の Symantec Storage Foundation for Oracle RAC
（SF Oracle RAC）バージョン 6.2 に関する重要な情報が記載されています。SF Oracle
RAC をインストールまたはアップグレードする前に、このリリースノートをすべてお読みく
ださい。
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コンポーネント製品のリリースノート

リリースノートに記載された情報は、SF Oracle RAC の製品マニュアルに記載の情報に
優先します。
これは『Symantec Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート』の マニュアル
バージョン:6.2 Rev 1 です。始めに、このガイドの最新版を使っていることを確認してくだ
さい。最新の製品マニュアルはシマンテック社の Web サイトで利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents

コンポーネント製品のリリースノート
マニュアルはソフトウェアメディアの次の場所で、PDF 形式で利用可能です。
/docs/product_name

シマンテック社は、システムの /opt/VRTS/docs ディレクトリにファイルをコピーすること
を推奨します。
コンポーネント製品のソフトウェア機能、制限事項、修正済みの問題、既知の問題につい
ての情報
■

Symantec Cluster Server（VCS）
『Symantec Cluster Server Release Notes（6.2）』を参照してください。

■

Storage Foundation（SF）
『Symantec Storage Foundation リリースノート（6.2）』を参照してください。

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability（6.2）
『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability リリースノー
ト』（6.2）を参照してください。

Symantec Storage Foundation for Oracle RAC につい
て
Symantec Storage Foundation™ for Oracle® RAC（SF Oracle RAC）は、独自のスト
レージ管理と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には Veritas
Cluster File System テクノロジが使用されているため、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およびユーティリティを使用したデータベース
管理という 2 つの利点があります。
ソリューションスタックは、VCS（Symantec Cluster Server）、CVM（Veritas Cluster
Volume Manager）、VRTSdbac（Veritas Oracle Real Application Cluster Support）、
VRTSodm（Veritas Oracle Disk Manager）、CFS（Veritas Cluster File System）、
Symantec Storage Foundation（基本の VxVM（Veritas Volume Manager）と VxFS
（Veritas File System）を含む）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。
■

ファイルシステムベースの管理のサポート。SF Oracle RAC は、Oracle データファイ
ルとその他のアプリケーションデータの保存と管理を行う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。

■

さまざまなストレージ設定のサポート:
共有ストレージ
FSS（Flexible Shared Storage）: ネットワーク上の DAS（Direct Attached Storage）
と内部ディスクの共有

■

SmartIO の使用による、IOPS（I/O per second）に対するパフォーマンスの高速化と
コスト削減。SmartIO は、VxVM ボリュームにマウントされた VxFS ファイルシステム
の読み取りキャッシュを複数のキャッシュモードと設定でサポートします。SmartIO は、
VxVM ボリュームで動作するアプリケーションのブロックレベル読み取りキャッシュもサ
ポートします。

■

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

■

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（サポートされるすべての Oracle
RAC バージョンの場合）と RAW インターフェース（Oracle RAC 10g Release 2 の
場合）を提供します。

■

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

■

Symantec 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をサポートし、HBA（Host Bus Adapter）、SAN
（Storage Area Network）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 を使って複数の SF Oracle RAC クラスタを容易に管
理および監視。

■

VCS OEM プラグインにより、OEM コンソールから SF Oracle RAC リソースを監視。

■

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。

■

Symantec 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。
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■

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。

■

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、Symantec Storage Foundation の管理者向けマニュアルを参照してくだ
さい。

■

VCS（Symantec Cluster Server）と Veritas CFS（Cluster File System）を使い、最
小限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機能。

■

堅ろうな 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 移行のバージョンのポリシー管理されたデータベースの
サポート。

■

Oracle RAC 12c 以降のバージョンにおけるコンテナおよびプラグ可能データベー
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 つのサイトに障害が発生した
場合、そのサイトに接続していたクライアントは障害の発生していないサイトに接続し
直して、アクセスを再開できます。

■

非グローバルゾーン内の Oracle RAC インスタンスに対する、高可用性の複数の非
グローバルゾーンの設定と管理のサポート。

■

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
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■

スプリットブレインシナリオに対する保護

Symantec Operations Readiness Tools について
SORT （Symantec Operations Readiness Tools）は、最も時間のかかる管理タスクの
一部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンターをさらに
効率的に管理し、シマンテック製品を最大限に活用できるようになります。
SORT によって実行できるようになる操作は、次のとおりです。
次のインストールまたは
■
アップグレードのための準
備
■

■

■

■

リスクの特定およびサー ■
バー固有の推奨事項の取
得
■

製品のインストールとアップグレートの必要条件（オペレーティング
システムバージョン、メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含む）
を一覧表示する。
シマンテック製品をインストールまたはアップグレードする準備がで
きているかどうかを判断するためにシステムを分析して、インストー
ルとアップグレードのカスタムレポートを生成する。
パッチを製品またはプラットフォームごとに、インストールする必要
がある順番で一覧表示する。ごく最近のパッチまたは過去のパッ
チを表示してダウンロードする。
ASL （Array Support Library）の詳細をベンダー、プラットフォー
ム、SFHA （Storage Foundation and High Availability）のバー
ジョンごとに表示する。ASL により、SFHA ベースのサーバーに接
続されているアレイの管理が簡単になります。
エージェントのタイプ、アプリケーション、プラットフォームに基づい
て、VCS と ApplicationHA のエージェント、マニュアル、ダウンロー
ドを一覧表示する。
潜在的な環境リスクに備えサーバーを分析する。システムの可用
性、ストレージの使用状況、パフォーマンス、ベストプラクティスに
関する特定の推奨事項を使ってリスク評価カスタムレポートを生成
する。
何千ものシマンテックエラーコードの説明と解決策を表示する。
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効率の向上

■

■

■

■

■

パッチ、アレイ固有のモジュール（ASL、APM、DDI、DDL）、マニュ
アル、製品リリース、HCL （Hardware Compatibility List の略で
ハードウェア互換性リストの意味）、VCS/ApplicationHA エージェ
ントの変更について自動電子メール通知を取得する。
インストールされているシマンテック製品とライセンスキーの情報を
運用環境からすばやく収集する。製品名、バージョン、プラットフォー
ム、サーバー層、SPVU （Symantec Performance Value Unit）、
サポート終了期日を含む、ライセンスまたは配備のカスタムレポー
トを生成する。
製品ガイド、マニュアルページ、互換性リスト、サポート記事などの
シマンテック製品文書を一覧表示してダウンロードする。
シマンテック製品サポート、SymConnect フォーラム、カスタマケ
ア、シマンテック社のトレーニングと教育、シマンテック社の
FileConnect、ライセンシングポータル、my.symantec.com などの
重要なリソースへのリンクに 1 つのページからアクセスする。この
ページには、主要ベンダーのサポートサイトへのリンクも含まれま
す。
iOS デバイスから SORT 機能のサブセットを使う。次の Web サイ
トからアプリケーションをダウンロードする必要があります。
https://sort.symantec.com/mobile

メモ: SORT の機能の一部はすべての製品で使用できません。 SORT へは追加料金な
しでアクセスできます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com

重要なリリース情報
■

このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社テクニカルサポート Web
サイトの最新 TechNote を確認してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH225259

■

このリリースで利用可能な最新のパッチについては、次を参照してください。
https://sort.symantec.com/

■

このハードウェア互換性リストにはサポートされているハードウェアの情報が記されて
おり、定期的に更新されます。サポートされるハードウェアの最新情報については、
次の URL を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211575

■

ソフトウェア 互換性リストはサポートする SFHA（Storage Foundation and High
Availability）ソリューション製品スタックおよび製品機能、オペレーティングシステムの
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バージョンおよび他社製品の概略を示しています。サポートされているソフトウェアの
最新情報については、次の URL を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH225258
メモ: SFHA ソリューション製品のインストールまたはアップグレードを行う前に、最新の互
換性リストを参照して、ご使用になるハードウェアとソフトウェアのサポート状態を確認くだ
さい。

SF Oracle RAC 6.2 で導入された変更点
ここでは SF Oracle RAC 6.2 の変更点のリストを示します。

Oracle 12c のコンテナおよびプラグ可能なデータベースのサポート
SF Oracle RAC では、Oracle 12c 環境でのコンテナデータベースおよびプラグ可能
データベースの作成および設定がサポートされるようになりました。VCS で管理されるコ
ンテナおよびプラグ可能なデータベースリソースを追加できます。VCS でのこれらのリ
ソースの設定手順については、『Symantec 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。
メモ: Oracle Dataguard は、管理者によって管理された Oracle 12c のデータベースで
のみサポートされます。

SF Oracle RAC 環境で現在サポートされている SmartIO
SFHA Solutions（Storage Foundation and High Availability Solutions）の SmartIO
機能は、I/O キャッシュを介して SSD のデータ効率性を改善します。効率を改善する
SmartIO を使用して、IOP ごとのコストを最適化できます。SmartIO は、その基盤となる
ハードウェア技術の深い知識を必要としません。SmartIO は、高度でカスタマイズ可能な
ヒューリスティックを使って、キャッシュに保存するデータ、そのデータをキャッシュから削
除する方法を決定します。このヒューリスティックでは、ワークフローの特性に関する SFHA
Solutions の知識が活用されます。SmartIO は、複数のキャッシュモードと設定で、VxVM
ボリュームにマウントされた VxFS ファイルシステムに対する読み込みおよび書き込み
キャッシュをサポートします。
■

VxVM ボリュームで動作するアプリケーションに対する読み込みキャッシュ

■

VxFS ファイルシステムで動作するアプリケーションに対する読み込みキャッシュ

■

VxFS ファイルシステムでのデータベースキャッシュ

■

VxVM ボリュームでのデータベースキャッシュ
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メモ: SmartIO のライトバックキャッシュは、SF Oracle RAC 環境でサポートされていませ
ん。
SmartIO を使用するには、ターゲットデバイスでキャッシュ領域を設定します。 このタスク
は、アプリケーションがオンラインの場合、 1 つのコマンドで簡単に行うことができます。
アプリケーションが I/O 要求を発行すると、SmartIO はキャッシュからその I/O に対応で
きるかどうかを確認します。アプリケーションが下位のボリュームまたはファイルシステムか
らデータにアクセスすると、内部ヒューリスティックに基づき特定のデータがキャッシュに移
動します。後続の I/O はキャッシュから処理されます。これらの判断を行う SmartIO 機能
に役立つ情報を追加して、キャッシュに保存するデータをカスタマイズすることもできま
す。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions SmartIO
for Solid State Drives ソリューションガイド』を参照してください。

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接続の設定のサポー
ト
pwdutil.pl パスワードユーティリティは、scripts ディレクトリの下の 6.2 リリースにバンド

ルされています。ユーザー pwdutil.pl ユーティリティを実行して、ssh および rsh 接続
を自動的に設定できます。

リリースレベルの用語の変更
6.2 リリースで、パッチベースのリリースを説明する用語が次のように変わりました。
表 1-1

リリースレベルの用語の変更

6.0.1 以前

6.0.x、6.1、
6.1.x

6.2 以降

状態（Status）

以下から利用可
能

P パッチ

パブリックホット
フィックス

パッチ

公式

SORT

ホットフィックス

プライベートホット ホットフィックス
フィックス

非公式

テクニカルサポー
ト

公式パッチリリースは SORT から利用可能です。このリリースは以前は P パッチまたは
パブリックホットフィックスと呼ばれていましたが、パッチと呼ばれるようになりました。非公
式なパッチリリースはテクニカルサポートから利用可能です。ホットフィックスは唯一の非
公式なパッチリリースです。
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Atleast リソースの依存関係
新しい種類のリソース依存関係がこのリリースで導入されました。親リソースは子リソース
セットに依存できます。親リソースは、このリソースセットの最小数の子リソースがオンライ
ンの場合にオンラインになるかまたはオンライン状態を維持します。システムはこのセット
に依存する子の IP リソースとアプリケーションリソースのセットを作成します。
例えば、アプリケーションが 5 つの IP に依存し、このアプリケーションをオンラインにした
り、オンライン状態を維持する必要がある場合、少なくとも 2 つの IP をオンラインにする
必要があります。2 つ以上の IP リソースがオンラインになると、アプリケーションはオンラ
インになろうとします。オンラインリソースの数が最小必要条件を下回る場合には、リソー
スエラーはリソースの依存関係ツリーを上方向に伝播します。
詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

インストールとアップグレードに関する変更
SF Oracle RAC 6.2 の製品インストーラには、次の変更点が含まれています。

プロキシサーバーを経由する SORT Web サイトへの接続
製品インストーラは、最新のインストーラパッチのダウンロードやインストーラログのアップ
ロードなどの複数の目的で SORT（Symantec Operations Readiness Tool） Web サイ
トに接続します。配備サーバーは SORT に接続して自動的に保守リリースやパッチリリー
スのイメージをダウンロードします。このリリースでは、製品インストーラや配備サーバーを
実行する前に次のプロキシ設定を使ってプロキシサーバー経由で SORT に接続できま
す。

#
#
#
#

https_proxy=http://proxy_server:port
export https_proxy
ftp_proxy=http://proxy_server:port
export ftp_proxy

Solaris 10 Live Upgrade のための Web ベースのインストーラを
使用した SF Oracle RAC のアップグレードのサポート
SF Oracle RAC をアップグレードするために、Symantec の Web ベースインストーラを
Live Upgrade の一部として使うことができます。
クラスタ内のすべてのノードにおける SF Oracle RAC をアップグレードするには、クラス
タ内にある 1 つのノードで DVD の Web ベースインストーラを実行してください。
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このプログラムは、プロセス中に代替ブートディスクの SF Oracle RAC の既存のバージョ
ンをアンインストールします。処理の終わりに、SF Oracle RAC 6.2 が代替ブートディス
クにインストールされます。

配備サーバーを使用した集中型インストールのサポート
配備サーバーは SFHA リリースのインストールまたはアップグレードを簡素化するための
スクリプトです。配備サーバーにより、複数のリリースイメージを中央の 1 つの場所に格納
し、それらをサポート対象の UNIX または Linux プラットフォーム（6.1 以降）のシステム
に配備することができます。6.1 より前のリリースでは引き続き、プラットフォーム、アーキ
テクチャ、配布、バージョンが同じオペレーティングシステムが必要です。複数のリリース
または複数のプラットフォームをインストールまたはアップグレードする場合は、配備サー
バーを使うことができます。
配備サーバーを使うと、表 1-2に記載されているように次の操作を実行できます。
表 1-2

配備サーバーの機能

機能

説明

インストールバンドルとイン ■
ストールテンプレートを
使ってシステムをインス
■
トールまたはアップグレー
ドします。

インストールバンドルを使ってシステムをインストールまたはアップ
グレードします。
インストールテンプレートに保存されている情報に基づいてシステ
ムにパッケージをインストールします。

インストールバンドルの定 インストールバンドルを定義または変更し、配備サーバーを使って保
義または変更
存します。
インストールテンプレート
の作成

新しいシステムにレプリケートする、インストール済みのコンポーネント
を実行中のシステム上で検出します。

プロキシサーバーを使っ クライアントからの要求の仲介者として機能するプロキシサーバーを
た配備サーバーと SORT 使って、配備サーバーを SORT（Symantec Operations Readiness
の接続
Tools）Web サイトに接続します。
プラットフォームのフィルタ ［プレファレンス設定（Set Preference）］メニューで［選択したプラット
処理
フォーム（Selected Platforms）］を選択して、配備環境で現在使われ
ているプラットフォームをフィルタ処理します。

メモ: 配備サーバーは Web ベースのインストーラではなく、スクリプトベースのインストー
ラに対してのみ利用可能です。
詳しくは『インストールガイド』を参照してください。
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アップグレード時に新しい ProcessOnOnly リソースを VCS 設定
ファイルに追加する
アップグレード時に、次の新しい ProcessOnOnly リソースを VCS 設定ファイルに追加
します。
ProcessOnOnly vxattachd (
Critical = 0
Arguments = "- /usr/lib/vxvm/bin/vxattachd root"
PathName = "$SH"
RestartLimit = 3
)

Symantec Storage Foundation for Oracle RAC がデフォルトでセ
キュアモードでインストールされる
デフォルトでは Symantec Storage Foundation for Oracle RAC はセキュアモードでイ
ンストールされます。ゲストユーザーアクセスを制御してクラスタを保護し、SF Oracle RAC
コンポーネント間の通信を暗号化できるよう、SF Oracle RAC をセキュアモードでインス
トールことをお勧めします。インストール中に非セキュアモードを選択できますが、製品イ
ンストーラはインストール中に次のメッセージを表示して警告します。
Symantec recommends that you install the cluster
in secure mode. This ensures that communication between
cluster components is encrypted and cluster information
is visible to specified users only.

非セキュアモードからのアップグレードは、引き続き非セキュアモードで実行されます。セ
キュアモードからアップグレードする場合は、セキュアクラスタへのユーザーアクセスを制
御することをお勧めします。

Veritas File System に関する変更
このリリースでは VxFS に関する変更はありません。

Mount エージェントを使った非グローバルゾーン内での直接マウ
ントのサポート
非グローバルゾーン内に VxFS を直接マウントできます。非グローバルゾーン内に VxFS
を直接マウントするには、リソースレベルで ContainerOpts 属性を無効にし、
RunInContainer 属性の値を 1 に設定します。
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I/O フェンシングに関する変更
6.2 の Symantec Cluster Server（VCS）には、次の I/O フェンシングへの変更点が含ま
れています。

I/O フェンシングは、コーディネーションポイントが不要な新しいフェ
ンシング機構であるマジョリティベースフェンシング機構をサポート
しています。
I/O フェンシングはマジョリティベース I/O フェンシングという新しいフェンシングモードを
サポートしています。マジョリティベースの I/O フェンシングでは、クラスタ環境でデータ破
損に対する保護およびデータの整合性を提供するのにコーディデーションポイントを必
要としません。追加のサーバーやコーディネーションポイントとして使用できる共有 SCSI-3
ディスクがない場合はマジョリティベースの I/O フェンシングを使用します。このフェンシ
ングには信頼できる調停方法が用意されていて、CP サーバーや共有 SCSI3 ディスク
などの追加ハードウェアの設定が不要です。
ネットワーク障害が発生した場合は、マジョリティサブクラスタがフェンシングの競争に勝
利して、存続します。マジョリティサブクラスタが停止するか、応答しなくなった場合も、マ
イノリティサブクラスタはフェンシングの競争に敗北し、クラスタがパニックになります。問
題が解決されるまで、クラスタは引き続き使用できない状態になります。
詳しくは、『インストールガイド』と『管理者ガイド』を参照してください。

vxfenclearpre ユーティリティを使用してコーディネーションポイン
トサーバー登録を消去する
vxfenclearpre ユーティリティは、コーディネーターディスクおよび共有データディスクの
セットから SCSI3 登録および予約キーを削除する既存の機能に加えて、現在のクラスタ
のコーディネーションポイントサーバーからの登録を消去するように拡張されています。
ユーティリティを実行するローカルノードは clusuuid ファイルの /etc/vx/.uuids ディ
レクトリに現在のクラスタの UUID がなければなりません。
コーディネーションポイントサーバーで登録を削除している間、ユーティリティがコーディ
ネーションポイントサーバーで使用されている IP アドレスでネットワーク接続を確立しよう
とするため、遅延を経験する場合があります。この遅延は、IP アドレスに到達できないか、
IP アドレスが正しくない場合に、ネットワークの問題により発生する可能性があります。
詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

RAW ディスク I/O フェンシングポリシーはサポート対象外です
シマンテック社は、I/O フェンシングで RAW ディスクポリシーをサポートしません。ノード
へのシングルハードウェアパスまたはマルチハードウェアパスがあるコーディネーターディ
スクでは DMP を I/O フェンシングポリシーとして使用してください。
詳しくは、『インストールガイド』と『管理者ガイド』を参照してください。
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Flexible Storage Sharing のサポート
CVM（Cluster Volume Manager）に FSS（Flexible Storage Sharing）機能が導入され
たので、クラスタ全体でローカルストレージのネットワーク共有が可能になりました。 ロー
カルストレージは DAS（Direct Attached Storage）または内部ディスクドライブの形式に
する必要があります。 ネットワーク共有ストレージは、クラスタノード間のネットワーク相互
接続を使って有効化します。
FSS を使うと、ネットワーク共有ストレージは物理共有ストレージと共存できます。論理ボ
リュームは、共通のストレージ名前空間を作成する両方のタイプのストレージを使って作
成できます。 ネットワーク共有ストレージを使う論理ボリュームにより、ファイルシステムと
アプリケーションに透過的な物理共有ストレージを必要とすることなく、データ冗長性と高
可用性、およびディザスタリカバリ機能が提供されます。
FSS の使用例には、現在の SFCFSHA と SF Oracle RAC の使用例のサポート、オフ
ホスト処理、既存の SF Oracle RAC 機能と連携して活用する DAS SSD のメリット、ファ
イルシステムのキャッシュを保存する FSS、キャンパスクラスタ設定などがあります。
FSS 機能の SF Oracle RAC 証明書は現在導入進行中です。
FSS について詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

無効な FSS ディスクグループの自動デポート
FSS ディスクグループのすべてのストレージが失われ、ディスクグループが無効になった
場合には、VCS の CVMVoldg エージェントはエントリポイントをクリーニングしてオフライ
ンにするときにそのディスクグループをデポートします。ただし、ボリュームに保留中の I/O
やオープンボリュームがある場合はディスクグループをデポートせず無効な状態のままに
なります。
詳しくは SFRAC または SFCFS の管理者ガイドを参照してください。

SFCache エージェント
SFCache エージェントはこのリリースで導入された新しいエージェントです。SFCache
エージェントはキャッシュの有効化、無効化、監視を実行します。キャッシュエラーが起き
てもアプリケーションはまったく同じシステムで問題なく実行されますが、I/O パフォーマ
ンスは低下します。そのため、SFCache エージェントにはエージェントの動作を制御す
る属性が用意されています。キャッシュエラーが発生した場合は、「IGNORE」の受信、ま
たは「FAILOVER」の開始のどちらかを選択できます。
詳しくは、『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。

リカバリおよびスナップショットのための階層化ボリュームの拡張
このリリースでは、階層化ボリュームに新たな拡張が行われ、ストレージが切断されて、そ
の後に再接続された場合に、影響を受けるサブボリュームの不整合領域だけが
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FastResync 機能を使用して同期されるようになりました。ストレージ障害が発生した場合
には、そのストレージのサブボリュームのミラーが切り離されて、サブボリュームのその後
の IO は親ボリュームに関連付けられた DCO によって追跡されます。このように切り離さ
れたミラーがストレージ接続を復元した後、再接続される時に、ミラー内で不整合な領域
だけが FastResync 機能を使用して同期されます。
このリリース以前は、階層化ボリュームでは、サブボリュームのミラー内のストレージがアク
セス不能になると、ストレージが再接続されたときにそのミラー全体が同期されていまし
た。
FastResync について詳しくは、『Symantec Storage Foundation for Oracle RAC 管
理者ガイド』を参照してください。

読み取りポリシーの拡張
このリリースでは、読み込みパフォーマンスを最適化するために VxVM ボリュームのプ
レックスの読み込みポリシーに変更を加えました。読み込み IO の提供が可能な複数の
ミラーがある場合には、VxVM は最適なパフォーマンスとミラー間のラウンドロビンを提供
するミラーセットを選択します。ミラーセットを選択するときに、内部ロジックはサイトの場
所、ディスクの接続、メディアの種類、レイアウト（ストライプ化）などのさまざまな要因を考
慮します。ロジックを上書きして任意のプレックスを優先ミラーとして設定することも、ボ
リュームのすべてのミラー間のラウンドロビンにラウンドロビン読み込みポリシーを設定す
ることもできます。
読み取りポリシーについて詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

VCS リソースとして vxattachd デーモンを追加
このリリースでは、サイトの自動再接続デーモン vxattachd を VCS が監視するリソース
のリストに追加しました。VCS の ProcessOnOnly エージェントが vxattachd デーモン
を監視するようになりました。vxattachd 処理が動作していない場合は、次の監視サイク
ルでこのエージェントを検出して再起動します。
vxattachd デーモンについて詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

FSS との VOM の統合
VxVM の FSS（Flexible Storage Sharing）機能を VOM（Veritas Operations Manager）
バージョン 6.1 に統合しました。すべての FSS 操作は VOM コンソールを使って実行で
きます。
詳しくは『Veritas™ Operations Manager Management Server 6.1 ユーザーズガイド』
を参照してください。
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SFDB ツールと関連した変更
次の項では、6.2 での SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールと関連した
変更について説明します。

マルチテナントデータベースのサポート
SFDB ツールは Oracle 12c のマルチテナントデータベースの操作をサポートします。
SFDB ツールは個々のプラグ可能なデータベース（PDB）の操作をサポートしません。

Symantec Storage Plug-in を使った OEM の管理
Symantec Storage Plug-in は、Oracle Enterprise Manager 12c（OEM）を介して
Storage Foundation や VCS オブジェクトを効率的に管理、表示できるグラフィカルなイ
ンターフェースを提供します。
この Plug-in には次の 3 つのタブがあります。
■

SmartIO - 高度キャッシュソリューションである Storage Foundation の SmartIO 機
能を使うオブジェクトを管理するためのゲートウェイを提供します。

■

スナップショット（Snapshot）- データファイルや表領域など、選択したデータベースオ
ブジェクトに SFDB のポイントインタイムコピー技術を適用できます。

■

クラスタ（Cluster）- さまざまな設定固有の情報を Symantec Cluster Server から抽
出し、表形式で表示します。

Plug-in のダウンロードと使用の詳しくは、次にアクセスしてください。
https://www-secure.symantec.com/connect/downloads/sfha-solutions-62-symantec-storage-plug-oem-12c

サポート対象外
この項では、サポートされなくなったソフトウェアのバージョンと機能について一覧で紹介
します。シマンテック社はお客様にこれらの機能の使用を最小限にするようお勧めしま
す。
SF Oracle RAC では次をサポートしていません。
■

I/O フェンシングの RAW ディスクポリシー

■

Oracle RAC 11g リリース 1 の Clusterware

■

Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンでの PrivNIC および MultiPrivNIC エージェ
ント

■

SF Oracle RAC コンポーネントの異なるバージョンのアップグレード
たとえば、SF Oracle RAC 6.0 をインストールしている場合、バージョン 6.2 にアップ
グレードできるのは VCS だけです。
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■

クロスオーバーケーブルの使用
データ破損の可能性と他のソフトウェアの制限事項により、Oracle ではクラスタの相
互接続でのクロスオーバーケーブルの使用をサポートしていません。
メモ: ただし、SF Oracle RAC では、クロスオーバーケーブルを使用しても問題ない
ことが判明しています。SF Oracle RAC テクニカルサポートチームでは、既存の配備
に対するクロスオーバーケーブル関連の問題は引き続きサポートしますが、Oracle
ではサポート対象外となっているため、このサポートをいくつかの点で制限することが
あります。
新しく配備する場合、クロスオーバーケーブルの使用はお勧めしません。

■

バンカーレプリケーションは Cluster Volume Manager (CVM) 環境ではサポートさ
れません。

サポート対象外となった Symantec SFDB（Storage Foundation for
Databases）ツールの機能
次の SFDB（Storage Foundation for Database）ツールの機能は、このリリースではサ
ポートされていません。
■

Storage Checkpoint ポリシーと Storage Checkpoint クォータ

■

クローンとロールバックの対話モード

システム必要条件
この項では、このリリースのシステムの必要条件について説明します。

SF Oracle RAC の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。
■

設定についてのインストール前のチェックリスト。SORT インストールチェックリストツー
ルに移動します。 ドロップダウンリストから、インストールするシマンテック社製品に関
する情報を選択し、［全般チェックリスト（Generate Checklist）］をクリックします。

■

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/TECH211575

■

このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社のテクニカルサポートの
Web サイト上にある次の最新情報の Technote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211540

■

Oracle データベースバージョンのサポートの最新情報:
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http://www.symantec.com/docs/DOC5081
■

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

ハードウェアの必要条件
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.20 の 表 1-3 を参照してください。

キャンパスクラスタの場合

p.21 の 表 1-4 を参照してください。

表 1-3
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 2 つ以上の CPU を搭載する 2 から 16 台のシステム。
ステム
メモ: FSS（Flexible Storage Sharing）は最大 8 ノードまでのクラスタ構成
のみをサポートします。
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かぎり最小の LUN としてディスクを設定して
ください。 コーディネータディスクに必要な最小サイズは 128 MB です。
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 8 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。
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項目

説明

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

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タイプにする必要があ
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。
SmartIO 機能を使用している場合、『Symantec Storage Foundation and
High Availability Solutions SmartIO for Solid State Drives ソリューション
ガイド』のネットワーク要件を確認することをお勧めします。
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。
集約インターフェースを設定することもできます。

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 イバーチャネルのホストバスアダプタが必要です。
バスアダプタ

表 1-4 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のリスト
です。
キャンパスクラスタのハードウェア必要条件

表 1-4
項目

説明

ストレージ

■

■

■

■

ネットワーク

■

■

（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、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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項目

説明

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。

サポート対象の Solaris オペレーティングシステム
この項では、このリリースのシマンテック社製品のサポート対象オペレーティングシステム
を一覧表示します。現在のアップデートについて詳しくは、
https://sort.symantec.com/land/install_and_upgrade にある Symantec Operations
Readiness Tools の「インストールとアップグレード（Installation and Upgrade）」のペー
ジを参照してください。
表 1-5 では、このリリースのサポート対象のオペレーティングシステムを示しています。
表 1-5

サポート対象のオペレーティングシステム

オペレーティングシ
ステム

レベル

チップセット

Solaris 10

アップデート 9、10、11

SPARC

Solaris 11

Solaris 11.1 と SRU（Support Repository
Update）11.1.21.0.4.1 以前

SPARC

Solaris 11.2 と SRU（Support Repository
Update）11.2.2.0.8.0 以前

このリリースは、x86-64 アーキテクチャではサポートされていません。
このリリースは Solaris 10 オペレーティングシステムでネーティブブランドゾーンを、Solaris
11 オペレーティングシステムで solaris10 ブランドゾーンをサポートします。このリリース
は、Solaris 11 Update 2 のカーネルゾーン機能をサポートしません。
Storage Foundation for Oracle RAC の場合は、クラスタのすべてのノードは同じオペ
レーティングシステムバージョンと更新のレベルになっている必要があります。

サポート対象の Oracle VM Server for SPARC
サポート対象の Oracle VM Server for SPARC のバージョンは OVM 2.0、OVM 2.1、
OVM 2.2、OVM 3.0、OVM 3.1 です。
Oracle VM Server for SPARC のサポートされる OS のバージョンについては、『Oracle
VM server for SPARC リリースノート』を参照してください。
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ゲストドメインで実行される Oracle Solaris オペレーティングシステム（OS）のバージョン
は、プライマリドメインで実行される Oracle Solaris OS のバージョンに依存しません。し
たがって、プライマリドメインで Oracle Solaris 10 OS が実行中でも、ゲストドメインで
Oracle Solaris 11 OS を実行できます。同様に、プライマリドメインで Oracle Solaris 11
OS が実行中でも、ゲストドメインで Oracle Solaris 10 OS を実行できます。
プライマリドメインで Oracle Solaris 10 OS を実行する場合と Oracle Solaris 11 OS を
実行する場合の違いは、各 OS の機能だけです。

サポート対象データベースソフトウェア
サポート対象のデータベースバージョンについては、ソフトウェア互換性リスト（SCL）を参
照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH213121
認証済み Oracle データベースのバージョンについては、次のテクニカルノートを参照し
てください。
http://www.symantec.com/docs/DOC5081
データベースのマイナーバージョンのサポートも、前述のテクニカルノートに記載されて
います。
メモ: SCL に表示されている Oracle バージョンがサポート対象の表に含まれていないこ
ともあります。これは、必要な Oracle 証明書がすべてそろわないと Oracle バージョンの
サポート対象の表が更新されないからです。通常は、製品リリース後に証明書の処理が
完了するまでに数カ月かかります。
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、次の
Oracle のサポートサイトを参照してください。
https://support.oracle.com

Veritas File System の必要条件
Veritas File System では、Solaris の変数 lwp_default_stksize と
svc_default_stksize の値が Solaris 10 の場合少なくとも 0x6000、Solaris 11 の場
合少なくとも 0x8000 である必要があります。Veritas File System の VRTSvxfs パッケー
ジをインストールすると、VRTSvxfs のパッケージスクリプトによりカーネルのこれらの変数
値がチェックされます。 この値が必要な値よりも小さい場合、VRTSvxfs は値を大きく
し、/etc/system ファイルを必要な値に修正します。 VRTSvxfs スクリプトがこの値が大
きくすると、インストールプログラムの再起動と再起動を除いて、インストールは通常どお
り処理されます。 再起動が必要な場合はメッセージが表示されます。

23

第 1 章 Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート
システム必要条件

予期せず再起動しないようにするには、Veritas File System をインストールする前にこ
の変数値を検証します。 次のコマンドを使ってこの変数の値を確認します。
Solaris 10 の場
合:

# echo "lwp_default_stksize/X" | mdb -k
lwp_default_stksize:
lwp_default_stksize:
6000
# echo "svc_default_stksize/X" | mdb -k
svc_default_stksize:
svc_default_stksize:
6000

Solaris 11 の場
合:

# echo "lwp_default_stksize/X" | mdb -k
lwp_default_stksize:
lwp_default_stksize:
8000
# echo "svc_default_stksize/X" | mdb -k
svc_default_stksize:
svc_default_stksize:
8000

示された値が Solaris 10 で 6000、Solaris 11 で 8000 未満の場合、インストール後に
再起動することがあります。
メモ: svc_default_stksize 変数のデフォルト値は 0（ゼロ）です。これは、この値が
lwp_default_stksize 変数の値に設定されていることを表します。 この場合、
lwp_default_stksize 変数の値が小さすぎない限り、再起動の必要はありません。
インストール後の再起動を避けるため、/etc/system ファイルを適切な値に修正できま
す。 パッケージをインストールする前にシステムを再起動します。 次の行を /etc/system
ファイルに追加します。
Solaris 10 の場
合:

set lwp_default_stksize=0x6000
set rpcmod:svc_default_stksize=0x6000

Solaris 11 の場
合:

set lwp_default_stksize=0x8000
set rpcmod:svc_default_stksize=0x8000

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 ■
ン
■

ソフトウェアベースのレプリケーショ
ン

EMC SRDF
Hitachi TrueCopy

■

IBM Metro Mirror

■

IBM SVC（SAN Volume Controller）

■

EMC MirrorView

■

Volume Replicator

■

Oracle Data Guard

修正済みの問題
ここでは、このリリースで修正されたインシデントについて説明します。

インストールとアップグレードに関連した解決済みの問題
ここでは、インストールとアップグレードに関連していて、このリリースで解決されたインシ
デントについて記します。
表 1-6

インストールとアップグレードに関連した解決済みの問題

インシデント

説明

3325954

Solaris 10 で JumpStart を使って製品をインストールすると、xprtld が起
動しない。

3326196

ディスクグループが異なるオープンボリュームに同じ名前が付いている場合
に、ローリングアップグレードで問題が起きることがある。

3326639

複数ノードのクラスタで CP サーバーを 6.0 から 6.2 にアップグレードする
と、CP サーバーサービスグループをデフォルトのデータベースパスでオン
ラインにできない。

3341674

Solaris 11.1 以降で、dmp_native_support をオンにした後でシステムを再
ブートするとシステムがパニックになることがある。

3442070

バンドルのインストールメニューでローリングアップグレードタスクを選択する
と、エラーが表示されてインストーラが終了する。

SF Oracle RAC 6.2 で修正された問題
表 1-7 は SF Oracle RAC 6.2 で解決された問題の一覧です。

25

第 1 章 Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート
修正済みの問題

26

SF Oracle RAC 6.2 で修正された問題

表 1-7
インシデン 説明
ト
3589293

CSSD リソースに対して IMF（Intelligent Monitoring Framework）が有効になって
いる場合、Solaris ゾーン環境の SF Oracle RAC の CSSD リソースの設定が次の
エラーで失敗する。
VCS ERROR V-16-2-13710
Resource(cssd) - imf_register entry point failed with exit code(1)

3321004

Oracle の応答ファイルを使った Oracle Clusterware のインストールが失敗する。

3348812

HAIP の設定時、SF Oracle RAC Web インストーラが HAIP エイリアスによる
/etc/hosts ファイルの更新に失敗する。

3442070

［インストールバンドル（Install Bundles）］メニューからローリングアップグレードタス
クを選択した場合に共通製品インストーラがエラーで終了する。

Cluster Volume Manager の修正済みの問題
この項では、このリリースの CVM（Cluster Volume Manager）で修正されたインシデント
について説明します。
表 1-8

Cluster Volume Manager の修正済みの問題

インシデント

説明

640213

競合状態のために再設定が重複する場合にノードでパニックが
起きる。

3592783

FSS の部分的な共有ストレージの設定で、hastop -all の次
に hastart を実行した後で、リモートディスク（ディスクグルー
プに含まれない）が vxdisk -o alldgs list で表示され
ない。

3582470

データ変更オブジェクト（DCO）ボリュームが両方のプレックスに
同一ノードのディスクを使って作成される。

3573908

各ノードの /var/tmp フォルダにある複数の cbrbk.tmp$$ ファ
イルが正しくクリーンアップされない。

3552008

ストライプミラーボリュームのリカバリ時に vxconfigrestore
（vxvol resync）操作がマスターノードでハングアップする。

3551050

vx* コマンドが vxconfigd に接続できない。
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インシデント

説明

3538683

マスターノードでパニックが起きた後で、古いマスターノードがオ
ンラインになり、クラスタに参加すると新しいマスターノードがプ
レックスの再同期を開始しない。

3537519

vxdisk unexport コマンドがハングアップし、vxconfigd
が非対称アレイの接続設定でエラーになる。

3528908

ストレージを提供するスレーブノードがクラスタから切り離された
場合に、vxconfigd コマンドがマスターノードでコアダンプす
る。

3523731

VxVM コマンドがディスクで FSS 操作をする前にデバイスの互
換性を調べる。

3508390

DCO オブジェクトがカスケードのエラーシナリオで BADLOG
モードに不必要にマーク付けされるので、完全なリカバリが必要
になり、スナップショットも失われることがある。

3505017

da name が既存の dm name と同じ場合に、スレーブで実行
する vxdg addisk 操作に失敗する。

3496673

FSS（Flexible Storage Sharing）ディスクグループで読み込み
I/O パフォーマンスに影響がある。

3495811

ディスクグループを作成するときに SCSI PGR 操作が失敗する
と、ディスクが LMISSING 状態を表示する。

3489167

CVM（Cluster Volume Manger）でスレーブノードを再ブートし
た後、プレックス I/O エラーが起きるのでリモートディスクのプレッ
クスが DISABLED 状態になる。

3484570

参照カウントが減少した後に CVM メッセージにアクセスするとパ
ニックが起きる。

3482026

vxattachd(1M) デーモンが手動で接続解除したサイトのプレッ
クスを再接続する。

3430256

ボリュームの領域割り当て: ディスクグループの単一 DAS ディス
クがそのディスクグループの共有ストレージより多くの優先設定を
採用する。

3422704

クラスタ全体の一貫した名前（CCN）を形成する重複のない接頭
辞生成アルゴリズムの再設計。

3411438

ローカルでプレックスに接続するかどうかに関係なく、preferred
と round-robin の読み込みポリシー設定を使う必要がある。

3394940

vxstat 出力に異常な数値が表示される。
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インシデント

説明

3383625

FSS（Flexible Storage Sharing）ディスクグループにストレージ
を提供するクラスタノードがクラスタに再参加すると、そのノードが
復旧したローカルディスクが再接続されない。

3373747

CVM が 2 つのノードを削除した後に、新しいノードを 22 ノード
クラスタに追加すると CFS（Cluster File System）でエラーが起
きる。

3368361

専用ディスクグループと CVM（Cluster Volumne Manager）の
内部で設定したサイト一貫性を有効にすると、接続解除したサイ
トの再接続操作に失敗する。

3329603

大きいクラスタ設定のすべてのノードでシステムログファイルに
vxconfigd 関連エラーメッセージが表示される。

3300418

共用ボリュームの VxVM ボリューム操作により不必要な読み込
み I/O が起きる。

3286030

Vxattachd デバッグメッセージが再ブート時にコンソールに表示
される。

3283418

ターゲットノードの負荷が重いためにソースノードからの書き込み
がハングアップする。

3281160

autoreminor をオフに設定している場合に、既存のインポート済
みディスクグループと同じマイナー番号が付いているディスクグ
ループをインポートするとエラーが表示される。

3152304

ボリュームの一部のプレックスにすべてのノードから接続できない
場合に、I/O がハングアップする。

2705055

ローカルでプレックスに接続するかどうかに関係なく、preferred
と round-robin の読み込みポリシー設定を使う必要がある。

Symantec Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの修正
済みの問題
表 1-9には、このリリースで解決された、Symantec SFDB（Storage Foundation for
Databases）ツールの問題点が記されています。
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SFDB ツールの解決された問題

表 1-9
インシデン 説明
ト
2869266

チェックポイントクローンは archive log の記録先がデータファイルの保存先と同じ
場合に失敗する。

3313775

逆再同期コミット操作が実行された後、SmartIO オプションが復元されない。

3615735

逆再同期の開始操作中、データベース制御ファイルバージョンに不一致が見られ
る。

3615745

シンストレージ設定で、スナップショット操作がディスクグループを分割できないと報
告する。

3615764

flashSnap 操作が VVR（Veritas Volume Replicator）セカンダリサイトのシンボリッ
クリンクの作成に失敗する。

LLT、GAB、I/O フェンシングの解決済みの問題
表 1-10 に、LLT、GAB、I/O フェンシングに関する解決済みの問題を示します。
表 1-10

LLT、GAB、I/O フェンシングの解決済みの問題

インシデント 説明
3156922

CP サーバープロセスの vxcpserv が、CP サーバープロセスの起動時に利用可
能であった VIP のクライアントノードとしか通信しない。

3335137

オンラインサービスグループで SysDownPolicy が AutoDisableNoOffline に設
定されている場合にフェンシングの設定が失敗する。

3473104

llttab で MTU のサイズを 1500 に指定しないで LLT に仮想 NIC を設定すると、
クラスタは正しく機能しません。たとえば、VCS エンジンコマンドがハングアップし
てエンジンログに次のメッセージを出力することがあります。
VCS CRITICAL V-16-1-51135 GlobalCounter not updated

3548629

Solaris 11 で、LLT、GAB、I/O フェンシングのモジュールを代替ブート環境にイ
ンストールすると設定できない。

3331801

VCS カーネルコンポーネントの SMF サービスを新しいブート環境にインストール
すると保守状態になることがある。

3031216

ディスクグループ名にハイフン（-）が含まれると、vxfentsthdw(1M) と
Vxfenswap(1M) のユーティリティが失敗する。
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インシデント 説明
3471571

ノードで強制的に HAD プロセスを停止してノードを再起動すると、クラスタノード
でパニックが起きることがある。

3532859

クラスタに設定されているコーディネーションポイントの数が多い場合は、
Coordpoint エージェントの監視は失敗します。

既知の問題
ここでは、このリリースの既知の問題について説明します。
Oracle RAC に関する問題
p.30 の 「 Oracle RAC の問題」 を参照してください。
SF Oracle RAC に関する問題
p.33 の 「 SF Oracle RAC の問題」 を参照してください。

Oracle RAC の問題
この項では Oracle RAC の既知の問題の一覧を示します。

Oracle Grid Infrastructure のインストールが内部ドライバエラー
で失敗する
Oracle Grid Infrastructure は次のエラーで失敗することがあります。
[INS-20702] Unexpected Internal driver error

回避策:
インストールで使うインストーラのタイプに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
■

スクリプトベースのインストーラ
SF Oracle RAC のインストールプログラムを実行する前に、OUI_ARGS 環境変数を
エクスポートします。
export OUI_ARGS=-ignoreInternalDriverError

詳しくは、Oracle Metalink ドキュメント: 970166.1 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を実行するときは、［Oracle インストーラに渡される引数を
入力します］テキストボックスに、値として -ignoreInternalDriverError と入力し
ます。
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詳しくは、『Symantec 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。

インストールまたはシステム起動時に Oracle Grid Infrastructure
の起動に失敗することがある
Oracle RAC 11g リリース 2 Grid Infrastructure が正常にインストールされた後に、
root.sh スクリプトの実行中に ohasd の起動に失敗することがあります。 同様に、シス
テムの起動時に Oracle Grid Infrastructure の起動に失敗したのに、VCS エンジンログ
には cssd リソースが Oracle Grid Infrastructure を正常に起動したと記録されることが
あります。
その場合、strace コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。
# /usr/bin/strace -ftt -p pid_of_ohasd.bin
14:05:33.527288 open("/var/tmp/.oracle/npohasd",
O_WRONLY <unfinished ...>

考えられる原因と回避策については、Oracle Metalink ドキュメント: 1069182.1 を参照
してください。

Oracle RAC 11 Release 2 のインストールで ODM を有効にすると
エラーが発生する（1913013）
Oracle RAC 11 リリース 2 インストールで ODM を有効にすると、次のエラーが発生しま
す。
'ODM ERROR V-41-4-1-253-12 Not enough space'
Oracle instance may also crash with same error.

このエラーは、DISM（Dynamic Intimate Shared memory）機能が有効になっている場
合に発生します。 Solaris では、DISM がシステムで利用可能になっていて、
sga_max_size 初期化パラメータの値がすべての SGA コンポーネントに必要なサイズ
よりも大きい場合には、Oracle データベースは DISM を使用します。
回避策:「execute」および「setuid」権限を持つ root ユーザーが
ORACLE_HOME/bin/oradism ファイルの所有者であることを確認します。 権限を訂正し
た後も問題が続く場合は、sga_max_size および memory_target init.ora パラメー
タをコメント解除します。

Oracle VIP Configuration Assistant が失敗し、エラーメッセージ
が出力される（1182220）
Oracle RAC 10g リリース 2 のインストール時に、次のようなエラーメッセージが表示さ
れ、VIP Configuration Assistant が機能しない場合があります。
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The given interface(s), "net0" is not public.
Public interfaces should be used to configure virtual IPs.

このメッセージは、VIP が通常のパブリック IP の範囲（たとえば、200）にない場合にのみ
表示されます。
回避策: スーパーユーザーとして手動で vipca ユーティリティを起動します。
# export DISPLAY=nebula:0.0
# $CRS_HOME/bin/vipca

Oracle Cluster Verification ユーティリティが警告メッセージを表
示する
Oracle RAC 10g リリース 2 のインストールの最終段階で、Oracle Cluster Verification
ユーティリティによる警告メッセージを受け取る場合があります。
次に例を示します。
Utility
============================================================
OUI-25031: Some of the configuration assistants failed. It is
strongly recommended that you retry the configuration
assistants at this time. Not successfully running any "
Recommended" assistants means your system will not be correctly
configured.
1. Check the Details panel on the Configuration Assistant Screen
to see the errors resulting in the failures.
2. Fix the errors causing these failures.
3. Select the failed assistants and click the 'Retry' button
to retry them.
============================================================

回避策: クラスタが問題なく動作していれば、このメッセージを安全に無視することができ
ます。

Oracle Database Configuration Assistant からエラーが出力され
る
Database Configuration Assistant ユーティリティから次のエラーが表示されます。
SGA size cannot be greater than maximum shared memory
segment size (0).
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回避策: このメッセージは無視して、Oracle のデータベースメモリパラメータを手動で設
定します。Oracle Database Creation Assistant（DBCA）の［Memory］タブで、共有メモ
リ管理設定の［Custom］および［Manual］を選択し、適切な値を入力します。

SF Oracle RAC の問題
この項では、このリリースの SF Oracle RAC の既知の問題の一覧を示します。

インストールの既知の問題
ここでは、インストール時とアップグレード時の既知の問題について説明します。

Solaris 11 で自動インストーラを使って SFHA 製品とともにオペレーティングシ
ステムをインストールすると、ローカルインストーラのスクリプトが生成されない
（3640805）
Solaris 11 で自動インストーラ（AI）を使って SFHA 製品とともに Solaris 11 オペレーティ
ングシステムをインストールすると、ローカルインストーラのスクリプトが生成されません。
回避策:
ターゲットシステムで、次のスクリプトを実行します。
/opt/VRTSsfcpi62/bin/run-once

installer -requirements で RHEL 6 Update 6 と Oracle Linux 7 が対応プ

ラットフォームとして一覧表示されない（3657260）
installer -requirements コマンドで、RHEL 6 Update 6 と Oracle Linux 7 がバー

ジョン 6.2 でサポートされているにもかかわらず、対応プラットフォームとして一覧表示さ
れません。
回避策: 正しいサポートリストは、製品のリリースノートの最新バージョンに記載されていま
す。 シマンテック社の Web サイトの最新リリースノートで更新リストを参照してください。
https://sort.symantec.com/documents

バージョン 6.0.1 以前を実行するシステムで Solaris 11 から Solaris 11.1にアッ
プグレードした後、ノードがパニックに陥る(3560268)
バージョン 6.0.1 以前を実行するノードが、オペレーティングシステムを Solaris 11 から
Solaris 11.1 にアップグレードした後、パニックに陥ります。Solaris オペレーティングシ
ステムで導入された変更が原因です。
解決方法: オペレーティングシステムを Solaris 11 から Solaris 11.1 にアップグレードす
る間に、Solaris 11.1 ブート環境でブートする前に次の手順を実行します。これにより、
製品が Solaris 11.1 ブートの環境で開始することを防ぎます。
新しいブート環境でファイル /etc/default/llt を開いて、LLT_START を 0 に設定し
ます。
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新しいブート環境でファイル /etc/default/gab を開いて、GAB_START を 0 に設定し
ます。
新しいブート環境でファイル /etc/default/amf を開いて、AMF_START を 0 に設定し
ます。
新しいブート環境でファイル /etc/default/vxfen を開いて、VXFEN_START を 0 に設
定します。
オペレーティングシステムが Solaris 11.1 にアップグレードされた後、製品を Solaris
11.1 をサポートするバージョンにアップグレードします。

SF パッケージのインストール中にインストーラが GAB モジュールのロード解除
に失敗する [3560458]
インストーラは 6.1.0 から 6.1.1 に SF パッケージを正常にアップグレードしますが、GAB
モジュール（6.1.0 用）はロード解除に失敗し、ロード済み状態のままになります。この問
題は、Solaris OS 11U1（SRU 8）の最近の更新で起きます。SF Oracle RAC パッケー
ジのアンインストール中に、GAB のロード解除に失敗します。
回避策: システムを再起動します。システムを再起動してモジュールを正常にロード解除
します。

Solaris 11 で、6.0PR1 から 6.2 にアップグレードしているときに再ブートを実行
すると、pkg verify VRTSsfmh コマンドでエラーが発生する（3624856）
Solaris 11 で、6.0PR1 から 6.2 にアップグレードしているときに再ブートを実行すると、
pkg verify VRTSsfmh コマンドで次のエラーが起きます。
pkg verify VRTSsfmh
PACKAGE
STATUS
pkg://Symantec/VRTSsfmh
ERROR
dir: var/opt/VRTSsfmh
Group: 'root (0)' should be 'other (1)'
dir: var/opt/VRTSsfmh/etc
Missing: directory does not exist
dir: var/opt/VRTSsfmh/logs
Group: 'root (0)' should be 'other (1)'
dir: var/opt/VRTSsfmh/tmp
Group: 'root (0)' should be 'other (1)'
file: opt/VRTSsfmh/web/operator/cgi-bin/firedrill.pl
Missing: regular file does not exist

回避策:
■

VRTSpkgs.p5p を参照する「Symantec」発行元リポジトリを設定します。
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# pkg set-publisher -P -g /mnt/release_train/sol/6.2/
SxRT-6.2-2014-10-01a/dvd1-sol_sparc/sol11_sparc/pkgs/VRTSpkgs.p5p
Symantec
■

pkg fix VRTSsfmh コマンドを実行します。
# pkg fix VRTSsfmh

Sparc では Solaris 9 から Solaris 10 Update 10 への Live Upgrade に失敗す
ることがある（2424410）
Sparc 上での Solaris 9 から Solaris 10 Update 10 への Live Upgrade は、次のエラー
により失敗することがあります。
Generating file list.
Copying data from PBE <source.24429> to ABE <dest.24429>.
99% of filenames transferredERROR: Data duplication process terminated
unexpectedly.
ERROR: The output is </tmp/lucreate.13165.29314/lucopy.errors.29314>.
29794 Killed
Fixing zonepaths in ABE.
Unmounting ABE <dest.24429>.
100% of filenames transferredReverting state of zones in PBE
<source.24429>.
ERROR: Unable to copy file systems from boot environment <source.24429>
to BE <dest.24429>.
ERROR: Unable to populate file systems on boot environment <dest.24429>.
Removing incomplete BE <dest.24429>.
ERROR: Cannot make file systems for boot environment <dest.24429>.

これは Solaris の lucreate コマンドを使用した場合に発生する既知の問題です。
回避策: この問題の可能な回避策があるかどうか、Oracle の情報を確認してください。

Solaris 10 Update 11 への Live Upgrade 実行時に lumount エラーにより
vxlustart が失敗した（3035982）
vxlustart を使用した Solaris 10 Update 11 への Live Upgrade（LU）が次のエラー

により失敗します。
# lumount -n dest.7667 /altroot.5.10
ERROR: mount point directory </altroot.5.10> is not empty
ERROR: failed to create mount point </altroot.5.10> for file system
</dev/dsk/c1t1d0s0>
ERROR: cannot mount boot environment by name <dest.7667>
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ERROR: vxlustart: Failed: lumount -n dest.7667 /altroot.5.10

回避策: Solaris 10 Update 11 への Live Upgrade を実行するために、ご使用のオペ
レーティング システム バージョンで次のいずれかの手順を使用してください。
Solaris 10 Update 10 から Solaris 10 Update 11 に Live Upgrade を実行するには

1

Solaris 10 Update 11 LU パッケージの代りに Solaris 10 Update 10 LU パッケー
ジ（SUNWlucfg、SUNWlur、SUNWluu）をインストールします。

2

vxlustart を使用して Solaris 10 Update 11 にアップグレードします。

Solaris 10 Update 9 以前から Solaris 10 Update 11 に Live Upgrade を実行するには

1

Solaris 10 Update 11 LU パッケージの代りに Solaris 10 Update 10 LU パッケー
ジ（SUNWlucfg、SUNWlur、SUNWluu）をインストールします。

2

vxlustart を使用して Solaris 10 Update 11 にアップグレードします。

Solaris 9 から Solaris 10 Update 11 に Live Upgrade を実行するには

1

Solaris 10 Update 11 LU パッケージの代りに Solaris 10 Update 10 LU パッケー
ジ（SUNWlucfg、SUNWlur、SUNWluu）をインストールします。

2

パッチ 121430-72 をインストールします。 （121430-92 など 121430 の上位バー
ジョンにパッチしないでください。)

3

vxlustart を使用して Solaris 10 Update 11 にアップグレードします。

Solaris 10 Update 10/Update 11 への Live Upgrade を実行した後、代替ブー
トの環境からのブートが失敗することがある[2370250]
設定に、クラスタ内の CFS としてマウントされている共有ディスクグループ内のボリューム
が含まれている状況で、vxlustart コマンドを使用してサポート対象の Solaris バージョ
ンから Solaris 10 Update 10/11 への Live Upgrade を実行した場合、代替ブート環境
からのブートに失敗することがあります。
回避策:

1

vxlufinish コマンドを実行します。 次を入力します。
# vxlufinish

2

/altroot.5.10/etc/vfstab ディレクトリ内にある、CFS としてマウントされる共有

ディスクのすべてのボリュームのエントリを手動で削除してください。次を入力します。
rm -rf /altroot.5.10/etc/vfstab

3

システムを再起動します。
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Solaris システムで以前の SF Oracle RAC バージョンからアップグレードできな
いことがある（3256400）
vxio モジュールと vxdmp モジュールは、以前の SF Oracle RAC バージョンからアップ

グレードしているときに Solaris システムで停止できないことがあります。その結果、アップ
グレードが正常に完了しません。
回避策: アップグレード中に vxio と vxdmp が停止に失敗し、他の問題が示されず、アッ
プグレードが続行する場合は、製品インストーラにメッセージが表示されたらシステムを再
ブートします。この状況では応答ファイルを使ってアップグレードしないでください。

Oracle Grid Infrastructure のインストール時に Oracle バイナリの検証が失敗
したと誤って報告される
The verification of Oracle binaries may incorrectly report as failed SF Oracle RAC
インストーラを使用して Oracle Grid Infrastructure をインストールしているときに、Oracle
バイナリの検証に失敗したと誤って報告されることがあります。 このメッセージは、パスワー
ド不要の SSH 通信が切断されたために、誤って報告されています。 root.sh スクリプト
を実行してオペレーティングシステムルートディレクトリの所有者がグリッドユーザーディレ
クトリに変更されたために、SSH 通信が失敗しています。

Solaris システムの非グローバルゾーンでライブアップグレードを実行して
VRTSvlic パッケージをインストールするとエラーメッセージが表示される
[3623525]
Solaris システムの非グローバルゾーンでライブアップグレードを実行して VRTSvlic パッ
ケージをインストールしているときに次のエラーメッセージが表示されます。

cp: cannot create /a/sbin/vxlicinst: Read-only file system
cp: cannot create /a/sbin/vxlicrep: Read-only file system
cp: cannot create /a/sbin/vxlictest: Read-only file system

回避策: このメッセージは無視してかまいません。vxlicinst、vxlicrep、vxlictest ユーティ
リティは、非グローバルゾーン内部の /opt/VRTSvlic/sbin/ に存在します。

Solaris 11 で、デフォルト以外の ODM マウントオプションがパッケージのアップ
グレード後に維持されない（2745100）
Solaris 11 で、パッケージのアップグレード前にデフォルト以外のマウントオプション
（nocluster、nosmartsync など）を使って ODM（Oracle Disk Manager）がマウントされ
ていた場合、それらのマウントオプションはパッケージのアップグレード後に維持されませ
ん。
現時点では回避策はありません。
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SF Oracle RAC のインストーラは、makeresponsefile オプションの使用をサ
ポートしない（2577669）
SF Oracle RAC のインストーラは、Oracle RAC の設定で makeresponsefile オプショ
ンの使用をサポートしません。このオプションを使って Oracle RAC を設定しようとすると、
次のメッセージが表示されます。
Currently SFRAC installer does not support -makeresponsefile option.

回避策: 応答ファイルを手動で編集して Oracle RAC を設定します。

アップグレードの途中でインストーラを停止した後、アップグレードを再開する
と、サービスグループがフリーズすることがある（2574731）
サービスグループは、製品のインストーラを使用してアップグレードを開始し、インストー
ラがいくつかのプロセスを停止した後でインストーラを停止し、それからアップグレードを
再開すると、フリーズします。
回避策: アップグレードが完了した後で、サービスグループを手動でアンフリーズしてくだ
さい。
サービスグループを手動でアンフリーズするには

1

フリーズしたサービスグループすべてをリストします。
# hagrp -list Frozen=1

2

フリーズしているサービスグループをすべてアンフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze service_group -persistent
# haconf -dump -makero

Solaris 10 で JumpStart によって Flash アーカイブをインストールした場合、新
しいシステムは再ブート時にメンテナンスモードに入ることがある（2379123）
Flash アーカイブをカプセル化ルートディスクのゴールデンホストで作成し、この Flash
アーカイブを JumpStart で別のホストにインストールした場合、新しいシステムは、最初
の再ブート時にメンテナンスモードに入ります。
この問題は、Flash アーカイブの事前定義済みルートディスクミラーのために発生します。
アーカイブを、クローンシステム（異なるハードディスクドライブを持っている可能性があ
る）に適用すると、新しくクローンされたシステムは、再ブート時のルートディスクミラー化
でスタックすることがあります。
回避策: カプセル化ルートディスクのないゴールデンホストで Flash アーカイブを作成し
てください。Flash アーカイブを作成する前に vxunroot を実行して、ミラー化されたルー
トディスクをクリーンアップしてください。
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ターゲットシステムのルートディスクがカプセル化されている場合にはフラッシュ
アーカイブのインストールはサポートされない
シマンテック社は、マスターシステムのルートディスクがカプセル化されている場合、フラッ
シュアーカイブを使用した SF Oracle RAC インストールをサポートしません。
インストールを開始する前にターゲットシステムのルートディスクがカプセル化が解除され
ていることを確認してください。

ブラウザが開いたままの場合、Web インストーラは最初のセッションの後で認
証を要求しない（2509330）
SF Oracle RAC をインストールまたは設定し、Web インストーラを閉じた後でも、他のブ
ラウザウィンドウが開いていた場合には、Web インストーラはその後のセッションで認証を
要求しません。Web インストーラからログアウトするオプションはないので、システム上で
ブラウザが開いている限り、セッションは開いたままになります。
回避策: すべてのブラウザウィンドウを閉じて、ブラウザセッションを終了し、その後でもう
一度ログインしてください。

ローリングアップグレードの最初の段階の実行後に CVM がすべてのノードでエ
ラーがなくオンラインであることを確認する必要がある（2595441）
ローリングアップグレードの第 1 段階を実行した後に、CVM がすべてのノードでエラー
がなくオンラインであることを確認してください。 CVM プロトコルバージョンは、CVM が
オフラインまたは CVM にエラーがあるノードでは、ローリングアップグレードの第 2 段階
の実行中に正常にアップグレードされません。
CVM プロトコルバージョンが正常にアップグレードしない場合は、CVM マスターノードの
CVM プロトコルをアップグレードしてください。
CVM マスターノードの CVM プロトコルをアップグレードするには

1

どのノードが CVM マスターであるかを調べます。
# vxdctl -c mode

2

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。
# vxdctl upgrade

Web インストーラを停止するとデバイスがビジー状態であるというエラーメッセー
ジが表示される（2633924）
Web インストーラを起動すると、操作（プレチェック、設定、アンインストールなど）が実行
され、デバイスがビジー状態であることを知らせるエラーメッセージが表示されることがあ
ります。
回避策: 次のいずれかを実行します。
■

start.pl プロセスを終了します。
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Web インストーラを再度起動します。最初の Web ページで、セッションがアクティブ
であることが確認できます。このセッションをテイクオーバーして終了させるか、または
直接終了させます。

誤った resstatechange トリガの警告
リソースを再起動するときに、次の警告が表示されることがあります。
CPI WARNING V-9-40-4317 The installer has detected that resstatechange
trigger is configured by setting TriggerResStateChange attributes.

回避策: 将来のリリースでは、resstatechange トリガはリソースが再起動するときに呼び
出されなくなります。その代わり、resrestart トリガは TriggerResRestart 属性で設定した
場合に呼び出されます。resrestart トリガは現在のリリースで利用可能です。詳しくは、
VCS のマニュアルを参照してください。

CFS にインストールされたゾーンを使ったアップグレードは、CFS が VCS の制御
下にある場合はサポートされない（3322276）
CFS が VCS の制御下にある場合、CFS にインストールされたゾーンを使ったアップグ
レードは、段階的なアップグレードではサポートされません。
回避策: 段階的なアップグレードを実行する前に CFS をマウント解除します。アップグ
レードの完了後、CFS を再マウントし、ゾーンを再インストールしてください。

オフラインの VxFS ファイルシステムにインストールしたゾーンがあるためにアッ
プグレードに失敗するゾーンのパッケージは更新されません。(3319753)
VxFS ファイルシステムにインストールしたゾーンが VCS 制御下にあり、VxFS ファイル
システムがオフライン状態の場合は、ゾーンのパッケージを更新できないのでアップグ
レードに失敗します。
回避策:
ゾーンがあるマウント済みファイルシステムの状態を調べます。ファイルシステムがオフラ
インの場合は、まず始めにオンラインにしてからアップグレードするとローカルゾーンの
パッケージを更新できます。

6.1PR1 から 6.1 へのアップグレード時に Storage Foundation ABE のアップグ
レードに失敗する（3325054）
Solaris ABE （Alternate Boot Environment）で Symantec Storage Foundation for
Oracle RAC 6.1 PR1 から 6.1 にアップグレードする場合に、6.1 PR1 をアンインストー
ルすると次のエラーが表示されることがあります。
pkg: An unexpected error happened during uninstall:
[('/mnt/etc/vx/vxesd/vxesd.socket',
'/mnt/var/pkg/lost+found/etc/vx/vxesd-20130927T101550Z/vxesd.socket',
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"[Errno122] Operation not supported on transport endpoint:
'/mnt/etc/vx/vxesd/vxesd.socket'")]

回避策: /mnt/etc/vx/vxesd/vxesd.socket を削除します。/mnt は ABE マウントポ
イントです。ソケットを削除すると、正常に 6.1 PR1 をアンインストールして 6.1 をインス
トールできます。

最初にゾーンをインストールしていないノードのアップグレードを選択すると、
ローリングアップグレードや段階的なアップグレードが始めに遮断されて後で失
敗する（3319961）
最初にゾーンをインストールしていないノードのアップグレードを選択すると、ローリング
アップグレードや段階的なアップグレードが始めに遮断されますが、後でゾーンをインス
トールしたノードのアップグレードを開始すると失敗します。
この問題は次のシナリオで起きます。
■

いずれかのノードで CFS （Cluster File System）にゾーンをインストールしている

■

いずれかのノードの VxFS （Veritas File System）にノードをインストールし、ノードが
VCS （Symantec Cluster Server）制御下にある

回避策:

1

アップグレードする前に、ゾーンをインストールしたノードにあるゾーンをアンインス
トールします。次のコマンドを入力します。
zoneadm -z zonename uninstall

2

アップグレードを実行するにはインストーラを実行します。

3

アップグレードが完了したら、ゾーンを再インストールします。

LLT の既知の問題
ここでは、LLT に関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

LLT ポートの統計で recvbytes よりも大きい recvcnt が示されることがある
（1907228）
パケットを受信するたびに、LLT は次の変数を増分します。
■

recvcnt（パケットごとに 1 ずつ増加）

■

recvbytes（すべてのパケットのパケットサイズのみ増加）

これらの変数は両方とも整数です。一定のトラフィックでは、recvbytes はすぐに MAX_INT
に達してロールオーバーします。 これにより recvbytes の値が recvcnt の値よりも小さく
なることがあります。
これは LLT の機能に影響しません。
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デバイスの絶対パスが llttab ファイルで使われていない場合に LLT を設定で
きない（2858159）
（Oracle Solaris 11）仮想マシン上では、llttab のリンクに対応するデバイスの絶対パスを
使ってください。たとえば、llttab ファイルで /dev/net/net:1 ではなく /dev/net/net1 を使っ
てください。そうしないと、LLT を設定できません。

Solaris 11 で高速リンクエラー検出がサポートされない（2954267）
高速リンクエラー検出は、Solaris 11 オペレーティングシステムではサポートされません。
これは、Solaris 11 オペレーティングシステムでは、リンクエラーが発生した場合、LLT へ
の通知呼び出しを提供できないためです。オペレーティングシステムのカーネルがリンク
エラーについて LLT へ通知した場合、LLT は、通常のリンクエラー検出サイクルよりもは
るかに早く、リンクエラーを検出できます。Solaris 11 では LLT へリンクエラーが通知さ
れないため、通常の検出サイクルまで、エラーが検出されません。
回避策: ありません。

GAB の既知の問題
ここでは、GAB に関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

GAB クライアントを初期化解除する間、「gabdebug -R GabTestDriver」のコマ
ンドはログに refcount 値 2 を記録する（2536373）
-nodeinit オプションで gtx ポートを登録解除した後、gabconfig -C コマンドは refcount

として 1 を表示します。しかし GAB クライアントを初期化解除するために強制的な deinit
オプション（gabdebug -R GabTestDriver）を実行すると、次のようなメッセージがログ
に記録されます。
GAB INFO V-15-1-20239
Client GabTestDriver with refcount 2 forcibly deinited on user request
refcount 値は内部的に 1ずつ増やされます。 しかし、refcount 値は 2 と表示されま

す。これは、gabconfig -C コマンドの出力と矛盾しています。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

再設定時にパニックが発生する（2590413）
クラスタの再設定の際、GAB のブロードキャストプロトコルと、シーケンス要求パスとの間
で、競合状態が発生します。 この条件は非常に狭いウィンドウ期間で発生するものです
が、生じると、GAB のマスターでパニックが発生します。
回避策: この問題に対する回避策はありません。
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GAB は Oracle Solaris 11 の段階的アップグレード中に停止に失敗することが
ある（2858157）
Oracle Solaris 11 の段階的アップグレード中、GAB は停止に失敗することがあります。
しかし、CPI は警告を表示し、スタックの停止を続行します。
回避策: インストーラがアップグレードを完了した後で、ノードを再ブートしてください。

gablogd で pfiles ファイルまたは truss ファイルを実行できない（2292294）
pfiles または truss が gablogd 上で実行されるときに、gablogd に信号が発行されます。
gablogd は gab ioctl を呼び出し、イベントを待機中であるためにブロックされます。その
結果、pfiles コマンドはハングアップします。
回避策: なし。

（Oracle Solaris 11）仮想マシン上で、GAB が開始に失敗し、終了した可能性
があることを CPI（共通の製品インストーラ）が報告することがある（2879262）
GAB の起動スクリプトは、起動のために予測よりも時間がかかることがあります。起動の
遅延により、GAB がエラーになって終了したことを CPI が報告することがあります。
回避策: 手動で GAB とすべての依存するサービスを開始します。

I/O フェンシングの既知の問題
ここでは、I/O フェンシングに関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

vxfen サービスのタイムアウト問題による Solaris 10 ノードの再ブートの遅延
（1897449）
shutdown -i6 -g0 -y コマンドを使ってノードを再ブートすると、次のエラーメッセージ

が表示されることがあります。
svc:/system/vxfen:default:Method or service exit
timed out. Killing contract 142
svc:/system/vxfen:default:Method "/lib/svc/method/vxfen stop"
failed due to signal Kill.

このエラーは、VCS が I/O フェンシングの停止を試みるときに vxfen クライアントが引き
続きアクティブになっていることが原因で発生します。 その結果、vxfen stop サービスが
タイムアウトになり、システムの再ブートを遅らせます。
回避策: 次の手順を実行して、この vxfen stop サービスのタイムアウトエラーが起きない
ようにします。
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vxfen 停止サービスのタイムアウトエラーを回避するには

1

VCS を停止します。 クラスタ内の任意のノードで、次のコマンドを実行します。
# hastop -all

2

システムを再ブートします。
# shutdown -i6 -g0 -y

CP サーバーが利用不能な IP アドレスを繰り返しログに記録する（2530864）
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）が、vxcps.conf ファイルに記され
ている、またはコマンドラインから動的に追加された、どの IP アドレスからも応答を受けな
かった場合、CP サーバーは、障害を示すため、定期的な間隔でログにエラーを記録し
ます。 ログの記録は、IP アドレスが正常にバインドされるまで続きます。
CPS ERROR V-97-51-103 Could not create socket for host
10.209.79.60 on port 14250
CPS ERROR V-97-1400-791 Coordination point server could not
open listening port = [10.209.79.60]:14250
Check if port is already in use.

回避策: cpsadm コマンドの rm_port アクションを使って、問題となっている IP アドレス
を、応答を待機している IP アドレスのリストから削除します。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照して
ください。

クラスタノードが CP サーバーに登録されていなくてもフェンシングポート b が数
秒間可視になる（2415619）
クラスタノードが CP サーバーに登録されていない状態で、コーディネーションポイント
サーバー（CP サーバー）の情報をクラスタノードの vxfenmode に設定し、フェンシング
を開始すると、フェンシングポート b が数秒間可視になり、それから消えます。
回避策: この問題を解決するには、CP サーバーにクラスタ情報を手動で追加します。ま
た、インストーラを使用することもできます。インストーラは設定時に、クラスタ情報を CP
サーバーに追加します。

cpsadm コマンドは LLT がアプリケーションクラスタで設定されていない場合に
は失敗する（2583685）
cpsadm コマンドは、cpsadm コマンドを実行するアプリケーションクラスタノードで LLT が

設定されていなければ、コーディネーションポイントサーバー （CP サーバー）と通信でき
ません。 次のようなエラーが表示されます。
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# cpsadm -s 10.209.125.200 -a ping_cps
CPS ERROR V-97-1400-729 Please ensure a valid nodeid using
environment variable
CPS_NODEID
CPS ERROR V-97-1400-777 Client unable to communicate with CPS.

ただし、CP サーバー上で cpsadm コマンドを実行すれば、CP サーバーをホストしてい
るノードで LLT が設定されていなくても、この問題は起こりません。 CP サーバーノード
上の cpsadm コマンドは、LLT が設定されていなければ、常に LLT ノード ID が 0 であ
ると想定します。
CP サーバーとアプリケーションクラスタ間のプロトコルに従えば、アプリケーションクラス
タノード上で cpsadm を実行した場合、cpsadm はローカルノードの LLT ノード ID を CP
サーバーに送信する必要があります。 しかし、LLT が一時的に設定解除されていた場
合、またはノードが LLT が設定されないシングルノード VCS 設定である場合には、cpsadm
コマンドは LLT ノード ID を取得できません。そのような状況では、cpsadm コマンド失敗
します。
回避策: CPS_NODEID 環境変数の値を 255 に設定します。cpsadm コマンドは、LLT か
ら LLT ノード ID を取得できなかった場合には、CPS_NODEID 変数を読み込んで、続行
します。

I/O フェンシングが起動していないときに、svcs コマンドが VxFEN をオンライン
として表示する（2492874）
Solaris 10 SMF では、サービスの状態を、サービスの開始メソッドが返す終了コードに
基づいて判断します。 VxFEN の開始メソッドは、vxfen-startup をバックグラウンドで実
行し、終了コード 0 を返します。そのため、vxfen-startup スクリプトが起動後にエラーで
終了しても、そのことは SMF まで伝わりません。 この動作のため、svcs コマンドは VxFEN
の状態を間違って表示することがあります。
回避策: I/O フェンシングが動作しているかどうかを確認するには、vxfenadm コマンドを
使用します。

CP サーバーにクラスタの詳細が存在しない場合、VxFEN は既存のスプリットブ
レインについてのメッセージを出して、失敗する（2433060）
サーバーベースの I/O フェンシングを開始するとき、ノードがクラスタに参加せず、ログ
ファイルに次のようなエラーメッセージを記録することがあります。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイル
VXFEN vxfenconfig ERROR V-11-2-1043
Detected a preexisting split brain. Unable to join cluster.
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイル
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operation failed.
CPS ERROR V-97-1400-446 Un-authorized user cpsclient@sys1,
domaintype vx; not allowing action

アプリケーションクラスタの vxfend デーモンは、コーディネーションポイントサーバー（CP
サーバー）に対して、GAB のメンバーシップに属するクラスタメンバーが CP サーバーに
登録されているかどうかをチェックするようにクエリーします。アプリケーションクラスタが何
らかの理由で CP サーバーに接触できなかった場合、フェンシングは CP サーバー上の
登録を判断できず、予防的にすでにスプリットブレインが発生していると想定します。
回避策: アプリケーションクラスタで VxFEN を開始する前に、クラスタ名、UUID、ノード、
権限などのクラスタ詳細が CP サーバーに追加されていることを確認します。

vxfenswap ユーティリティは RSH の制限事項によるコーディネーションポイント
の検証エラーを検出しない（2531561）
vxfenswap ユーティリティは、コーディネーションポイントの検証のため、クラスタの各ノー

ド上で RSH または SSH により vxfenconfig -o modify コマンドを実行します。 RSH
を使用して（-n オプションを付けて）vxfenswap コマンドを実行した場合、RSH はノード
のコーディネーションポイントの検証エラーを検出しません。 vxfenswap はこのポイント
から、検証がすべてのノードで成功だったように続行します。 しかし後の段階で、VxFEN
ドライバへの新しいコーディネーションポイントのコミットを試みるときに失敗します。 エラー
の後には、全体の操作をロールバックし、ゼロ以外のエラーコードを返して正常に終了し
ます。 SSH を使用して（-n オプションなしで）vxfenswap を実行した場合には、SSH は
コーディネーションポイントの検証エラーを正しく検出し、全体の操作をすぐにロールバッ
クします。
回避策: vxfenswap ユーティリティを SSH で（-n オプションなしで）使います。

フェンシングが再ブート後にノードの 1 つで起動しない（2573599）
VxFEN の設定解除でカーネルでの処理が完了していないときに VxFEN の起動を試み
た場合、/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイルに次のエラーが出されます。
VXFEN vxfenconfig ERROR V-11-2-1007 Vxfen already configured

ただし、gabconfig -a コマンドの出力にはポート b は表示されません。vxfenadm -d
コマンドは次のエラーを表示します。
VXFEN vxfenadm ERROR V-11-2-1115 Local node is not a member of cluster!

回避策: しばらくしてから再び VxFEN を開始します。

CP サーバーをセキュアモードで 6.0 以降にアップグレードした後に cpsadm コ
マンドが失敗する（2846727）
cpsadm コマンドは、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）をセキュアモー

ドで 6.0 にアップグレードした後に失敗することがあります。 古い VRTSat パッケージ を
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システムから削除していないと、cpsadm コマンドは、システムに存在するその古いセキュ
リティバイナリを読み込みます。 インストーラが CP サーバーで cpsadm コマンドを実行
し、SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）を追加またはアップグレードする
と、インストーラも失敗します。
回避策: CP サーバーのすべてのノードで次の手順を実行します。
この問題を解決するには

1

cpsadm という名前を cpsadmbin に変更します。
# mv /opt/VRTScps/bin/cpsadm /opt/VRTScps/bin/cpsadmbin

2

次の内容で、ファイル /opt/VRTScps/bin/cpsadm を作成します。
#!/bin/sh
EAT_USE_LIBPATH="/opt/VRTScps/lib"
export EAT_USE_LIBPATH
/opt/VRTScps/bin/cpsadmbin "$@"

3

新しいファイルの権限を 775 に変更します。
# chmod 755 /opt/VRTScps/bin/cpsadm

共通の製品インストーラはリリースバージョン 5.1SP1 のクライアントシステムと
リリースバージョン 6.0 以降のサーバーの間で信頼関係を設定できない
［3226290］
この問題は、VCS 5.1SP1 リリースバージョンがトラストストアの個別のディレクトリをサポー
トしていないために発生します。ただし、VCS バージョン 6.0 以降はトラストストアの個別
のディレクトリをサポートしています。このトラストストアのサポートの不一致が原因で、クラ
イアントシステムとサーバーとの間の信頼関係を設定できません。
回避策: cpsat または vcsat コマンドを使ってコーディネーションポイントサーバーとクラ
イアントシステムとの間の信頼関係を手動で設定して、サーバーとクライアントシステムが
セキュアモードで通信できるようにしてください。

CP サーバーではホスト名とユーザー名の大文字と小文字が区別される
（2846392）
CP サーバーのホスト名とユーザー名は、大文字と小文字が区別されます。CP サーバー
と通信するためにフェンシングが使うホスト名とユーザー名は、大文字と小文字が CP
サーバーデータベース内の文字と同じである必要があり、異なる場合はフェンシングを開
始できません。
回避策: ホスト名とユーザー名に、CP サーバーと大文字と小文字が同じ文字を使うよう
にしてください。
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サーバーベースのフェンシングはデフォルトポートが指定されていない場合に
間違って起動する（2403453）
フェンシングをカスタマイズモードで設定した場合には、デフォルトのポートを指定しなく
ても、フェンシングは起動します。 しかし、vxfenconfig -l コマンドではポート番号が
出力されません。
回避策: 少なくとも 1 台の CP サーバーでカスタマイズされたフェンシングを使用する場
合には、/etc/vxfenmode ファイル内に「port=<port_value>」の設定を残しておいてく
ださい。ポートのデフォルト値は 14250 です。

セキュアな CP サーバーは IP アドレスとして 127.0.0.1 を使用するローカルホ
ストとは接続しない（2554981）
cpsadm コマンドは、IP アドレスとして 127.0.0.1 を使用するローカルホストでは、セキュ

アな CP サーバーに接続しません。
回避策: CP サーバーで設定され、ローカルノードと関連付けられているいずれかの仮想
IP を使用して、セキュアな CP サーバーに接続してください。

30 秒の間隔をカスタマイズできない（2551621）
vxcpserv プロセスは、起動時に IP アドレスにバインドすることができなかった場合、30
秒間隔でその IP アドレスへのバインドを試みます。 この間隔は設定可能ではありませ
ん。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

CoordPoint エージェントがコーディネータディスクグループへの新規ディスクの
追加を報告しない [2727672]
コーディネータディスクグループに新しいディスクを追加したために、コーディネータディ
スクグループの構成要素に変更があった場合でも、CoordPoint エージェントの LevelTwo
監視は障害を報告しません。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

クラスタ内の一部のノードに対し、フェンシングが RFSM 状態を繰り返しとして
示すことがある（2555191）
キャンパスクラスタ環境で、コーディネーションポイントクライアントに基づくフェンシング
が、クラスタ内の一部のノードに対して RFSM 状態を繰り返しとして示すことがあります。
回避策:
RFSM 状態を繰り返しとして示すノードのフェンシングを再起動します。

vxfenswap ユーティリティを hacli オプションで実行すると、コメント行が
/etc/vxfemode ファイルから削除される（3318449）
vxfenswap ユーティリティは、クラスタ内のピアノードとの通信に RSH、SSH、または hacli
プロトコルを使います。ディスクベースのフェンシングでコーディネーションディスクを置換
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するのに vxfenswap を使うと、vxfenswap は /etc/vxfenmode（リモートノード）に
/etc/vxfenmode（ローカルノード）をコピーします。
hacli オプションを指定すると、ユーティリティはリモートの /etc/vxfenmode ファイルか
らコメント行を削除しますが、ローカルの /etc/vxfenmode ファイルのコメントは維持しま
す。
回避策: ローカルの /etc/vxfenmode からリモートノードにコメントを手動でコピーしま
す。

HTTPS ベースの通信のみに CP サーバーを設定すると、engine_A.log で紛
らわしいメッセージが表示される（3321101）
CP サーバーを HTTPS ベースの通信のみに設定し、IPM ベースの通信には設定しな
かった場合、engine_A.log ファイルに次のメッセージが表示されます。
No VIP for IPM specified in /etc/vxcps.conf

回避策: このメッセージは無視してください。
vxfentsthdw ユーティリティが部分的な SFHA スタックを使ってインストールし

たシステムで動作しないことがある [3333914]
vxfentsthdw ユーティリティは、適切に設定された SF と VxVM を使って SFHA スタッ

クと VCS が完全にインストールされている場合に動作します。また、SFHA スタック全体
と VCS がインストールされていない場合にも、動作します。しかし、SF はインストールさ
れ、設定されているが、VCS はインストールされていないという、部分的インストールはサ
ポートされません。このユーティリティでは、-g オプションまたは -c オプションでエラーが
表示されます。
回避策: VRTSvxfen パッケージをインストールしてから、インストールメディアまたは
/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/ からユーティリティを実行してください。

ノードのパニックなどが原因でクライアントノードが停止したときにノードを再起
動すると、そのクライアントノードで I/O フェンシングが起動しない（3341322）
この問題は、次の状況に 1 つでも当てはまると起きます。
■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーが停止する

■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーの CP サーバーサービスグルー
プが停止する

■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーで VIP が停止する

クライアントノードを再起動すると、ノードでフェンシング設定を開始します。 フェンシング
デーモン vxfend は、ノードで一部のフェンシングスクリプトを呼び出します。これらのスク
リプトそれぞれに 120 秒のタイムアウト値が設定されています。これらのスクリプトに失敗
すると、そのノードのフェンシング設定は失敗します。
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一部のスクリプトは cpsadm コマンドを使って CP サーバーと通信します。 ノードを起動
すると、cpsadm コマンドが、60 秒のタイムアウト値が設定された VIP を使って CPサー
バーに接続します。したがって、単一スクリプト内部で実行する複数の cpsadm コマンド
がタイムアウト値を超え、合計タイムアウト値が 120 秒を超えると、いずれかのスクリプトが
タイムアウトします。 そのため、I/O フェンシングはクライアントノードで起動しません。
CP サーバーとクライアントクラスタ間の IPM ベースの通信ではこの問題は起きません。
回避策: CP サーバーを修正します。

FSS 環境のネットワークエラーが原因で CVM マスターでパニック
が起きる場合や、CVM I/O 転送が有効な場合に通常の冗長性ま
たは高い冗長性で設定した ASM ディスクグループがマウント解除
される（3600155）
次のシナリオで、デフォルトの ASM ハートビートの I/O 待機時間より長い場合は再構成
時にディスクレベルのリモート書き込み操作を一時停止します。
■

CVM マスターノードでパニックが起きる

■

専用ネットワークのエラー

その結果、ASM ディスクグループはマウント解除されます。
回避策: Oracle Metalink のマニュアル 1581684.1 を参照してください。

Oracle RAC 12.1.0.2 での ODM リンクの変更
Oracle は、バージョン 12.1.0.2 でデータベース起動時にロードに使う ODM ライブラリ
の場所を変更しました。その結果、Oracle データベースを Veritas ODM とリンクしても
Oracle データベースが Veritas ODM ライブラリを使いません。
メモ: 製品のインストーラによってインストール後チェック動作中に次の警告メッセージが
表示されます。 このメッセージは無視してもかまいません。
CPI WARNING V-9-40-4999 ライブラリは sys1 で適切にリンクされていません。

次の手順を手動で実行し、Veritas ODMをリンクするかリンク解除します。
Veritas ODM を Oracle RAC 12.1.0.2 バイナリとリンクするには

1

Oracle ユーザーとしてログインします。

2

Oracle データベースが動作している場合は、Oracle データベースをシャットダウン
します。1 つのノードで次の操作を実行します。
$ srvctl stop database -db db_name
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3

Veritas ODM ライブラリを Oracle バイナリとリンクする前に次の手順を実行します。
■

ORACLE_HOME 環境変数（Oracle データベースのバイナリをインストールす
る場所）をエクスポートします。

■

Oracle RAC データベースの場合は Direct NFS を無効にします。
$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
$ make -f ins_rdbms.mk dnfs_off

ORACLE_HOME は Oracle データベースのバイナリをインストールする場所で
す。
■

現在の作業ディレクトリを変更します。
$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib/odm

■

Veritas ODM ライブラリを Oracle バイナリとリンクします。
$ ln -s /usr/lib/sparcv9/libodm.so libodm12.so

■

データベースを起動します。1 つのノードで次の操作を実行します。
$ srvctl start database -db db_name

4

Oracle データベースが Veritas Extension for ODM とともに開始することを確認す
るために、警告ログの次のテキストを確認します。
Veritas <version> ODM Library

警告ログの場所は、使っている Oracle バージョンによって異なります。警告ログの
正確な場所について詳しくは Oracle のマニュアルを参照してください。
Veritas ODM ライブラリをリンク解除するには

1

Oracle ユーザーとしてログインします。

2

ORACLE_HOME 環境変数（Oracle データベースのバイナリをインストールする場
所）をエクスポートします。

3

Oracle データベースが動作している場合は、Oracle データベースをシャットダウン
します。1 つのノードで次の操作を実行します。
$ srvctl stop database -db db_name
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4

Veritas ODM のリンクを解除します。
$
$
$
$
$
$

5

cd $ORACLE_HOME/lib
ln -sf $ORACLE_HOME/lib/libodmd12.so libodm12.so
cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib/odm
rm libodm12.so
cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
make -f ins_rdbms.mk dnfs_on

データベースを起動します。1 つのノードで次の操作を実行します。
$ srvctl start database -db db_name

VxFS と ODM で作成される spfile の最後に初期化されていない
ブロックが含まれることがある（3320906）
ファイルシステムのブロックサイズアラインメントに領域を割り当てるので、VxFS と ODM
で作成される spfile の最後に初期化されていないブロックが含まれます。これは無害で、
Oracle の起動に何の問題もありません。

PrivNIC および MultiPrivNIC エージェントが Oracle RAC 11.2.0.2
以降のバージョンでサポートされない
PrivNIC および MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョン
ではサポートされていません。
詳しくは、次の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH145261

Oracle Clusterware が応答に失敗した場合、CSSD エージェント
が強制的に Oracle Clusterware を停止する（3352269）
負荷の高いノードでは、Oracle Clusterware のステータスが FaultOnMonitorTimeouts
値に達するまで、CSSD エージェントはこのステータスをチェックしようとします。ところが、
Oracle Clusterware は応答に失敗し、CSSD エージェントは強制的に Oracle
Clusterware を停止します。CSSD エージェントが Oracle Clusterware を強制的に停
止しないようにするには、次の手順に従って FaultOnMonitorTimeouts 属性を 0 に設
定し、AlertOnMonitorTimeouts 属性を使います。
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次の手順に従って、CSSD エージェントが Oracle Clusterware を強制的に停止しないよ
うに設定します。

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

CSSD リソースの AlertOnMonitorTimeouts 属性の値を 4 に設定します。
# hatype -display CSSD | grep AlertOnMonitorTimeouts
CSSD AlertOnMonitorTimeouts 0
# hares -override cssd_resname AlertOnMonitorTimeouts
# hatype -modify CSSD AlertOnMonitorTimeouts 4

3

CSSD リソースの FaultOnMonitorTimeouts 属性の値を 0 に設定します。
# hatype -display CSSD | grep FaultOnMonitorTimeouts
CSSD FaultOnMonitorTimeouts 4
# hares -override cssd_resname FaultOnMonitorTimeouts
# hatype -modify CSSD FaultOnMonitorTimeouts 0

4

AlertOnMonitorTimeouts と FaultOnMonitorTimeouts の設定を確認します。

# hatype -display CSSD | egrep "AlertOnMonitorTimeouts|FaultOnMonitorTimeo
CSSD AlertOnMonitorTimeouts 4
CSSD FaultOnMonitorTimeouts 0

5

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

ストレージノードをクラスタに戻した後でもボリュームが DETACHED
状態のままになる（3628933）
この問題は次のシナリオの FSS 設定で起きます。

1

ボリュームがノードのサブセットのみのストレージを使う FSS ディスクグループの一
部である。

2

すべてのノードで I/O が進行中のときにストレージノードが失敗するか、または再ブー
トされる。

3

ストレージに提供しないクラスタのノードがマスターノードになる。

4

ストレージノードが起動し、クラスタに参加する。
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問題点は、ストレージノードがクラスタに再参加した後もボリュームが接続解除状態のまま
になることです。次のコマンドを使って手動でボリュームを起動しようとするとエラーが起き
ます。
# vxvol start -g dg_namevol_name
VxVM vxvol ERROR V-5-1-10128 DCO experienced
IO errors during the operation.
Re-run the operation after ensuring that DCO is accessible

回避策:
ディスクグループをデポートしてディスクグループをインポートします。

CSSD タイプのリソースの状態がオンラインからオフラインに変わっ
たことを IMF が検出したときに、IMF（Intelligent Monitoring
Framework）のエントリポイントが失敗する（3287719）
IMF は、登録済みのオンラインリソースがオンライン状態からオフライン状態に変わった
ことを検出すると、CSSD エージェントに通知を送信します。CSSD エージェントは、その
リソースの状態遷移を確認するために、監視のスケジュールを設定します。CSSD タイプ
のリソースは、完全にオフラインまたはオンラインになるまで時間がかかります。そのため、
すぐに実行される監視でそのリソースがオンライン状態であると検出すると、IMF の通知
が間違っていると想定し、そのリソースをオンライン状態として再登録することを試みます。
このような部分的な状態遷移では、RegisterRetryLimit に達するまで（デフォルト値
は 3）、またはリソース登録に成功するまで、エージェントは繰り返しリソースの登録を試み
ます。リソースが完全にオフラインになった後、IMF によるリソース登録が成功します。
回避策: 登録を数回試行しても失敗した場合は、RegisterRetryLimit 属性の値を増
やします。

コンピュータの再ブート後に vxconfigd デーモンが起動に失敗す
る（3566713）
shutdown -r コマンドは、再ブート前に OS ファイルシステムのファイルの内容がディス

クに正しく書き込まれていることを確認します。OS ファイルシステムで volboot ファイル
を作成し、システムの再ブート後にこのファイルを vxconfigd デーモンの起動に使いま
す。何らかの理由でコンピュータを正しくシャットダウンせずに再ブートし、volboot ファ
イルの内容をディスクに書き込まないと、vxconfigd はシステムの再ブート後に起動しま
せん。
回避策:
volboot ファイルを再作成し、vxconfigd デーモンとその他のデーモンを起動する
vxinstall スクリプトを再実行する必要があります。
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すべてのノードからディスクが削除された後、スレーブノードで
vxconfigd デーモンを再起動するとスレーブノードでディスクグルー
プが無効になる（3591019）
この問題は、クラスタのすべてのノードからディスクのストレージ接続が削除され、ディスク
がスレーブから切り離される前に vxconfigd デーモンがスレーブノードで再起動される
と発生します。すべてのディスクグループはスレーブノードで dgdisabled 状態になりま
すが、他のノードでは enabled と表示されます。
vxconfigd デーモンが再起動する前にディスクが切り離された場合、問題は起きませ

ん。
Flexible Shared Storage（FSS）環境では、共有ディスクグループに DAS ストレージを
提供するノードのストレージ接続を削除すると、他の場所でストレージが接続されていな
いため、グローバルに接続が消失します。
回避策:
この問題を防ぐには:
vxconfigd デーモンを再起動する前に、共有ディスクグループ内のディスクはクラスタ内

のすべてのノードへの接続が失われた場合、ディスクが detached 状態にあることを確
認します。ディスクを切り離す必要がある場合は、次のコマンドを使用します。
# vxdisk check diskname

問題が起きた後に解決するには:
ディスクが切り離される前に vxconfigd が再起動された場合は、クラスタからノードを削
除してから、クラスタにノードを再参加させます。

シン LUN で設定されたルートボリュームおよびスワップボリューム
でルートディスクのカプセル化が失敗する（3538594）
シン LUN のルートディスクの設定にルートボリュームおよびスワップボリュームに加えて
var、usr、またはhome などのボリュームが含まれる場合、ルートディスクのカプセル化が
失敗します。ルートディスクのカプセル化はこの設定でサポートされません。
回避策:
回避策はありません。

ポリシー管理されたデータベースで診断監視が失敗する
（3609349）
Symantec Cluster Server agent for Oracle の診断オプションは、ポリシー管理された
データベース環境で Oracle リソースの状態を判断できません。これは、データベース
SID を診断中に動的に作成するので正しい SID を利用してリソースの状態を取り込むこ
とができないからです。
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プライベート IP アドレスの最後の 8 ビットの数字に形式の問題が
ある（1164506）
プライベート IP アドレスの IP アドレスを構成するオクテットが「0」で始まる場合、
PrivNIC/MultiPrivNIC リソースは失敗します。たとえば、X.X.X.01、X.X.0X.1、X.0X.X.1、
0X.X.X.1 などです。ここで、X は IP アドレスのオクテットです。
Oracle Clusterware のプライベート IP アドレスを設定する場合、IP アドレスの形式が次
の 2 ノードの例のように表示されることを確認してください。
■

galaxy のアドレス: 192.168.12.1

■

nebula のアドレス: 192.168.12.2

形式が正しいことを確認するには、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの
PrivNIC または MultiPrivNIC リソースを表示します。

CVMVolDg エージェントが CVM ディスクグループのデポートに失
敗することがある
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。
回避策: 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 CVMDeportOnOffline 属性の値を 1 に設定します。

LANG 属性が「eucJP」に設定されている場合に cssd リソースをオ
フラインにすると警告メッセージが表示される（2123122）
hares -offline cssd コマンドを使用して cssd リソースをオフラインにするときに、

LANG 属性が「eucJP」に設定されていると、hamsg engine_A コマンドの出力に次の
メッセージが含まれることがあります。
VCS INFO V-16-2-13716 Could not find message V-16-2-13716

このメッセージは無視してかまいません。

Solaris 11 システムにおける IPMP 環境での PrivNIC のリソース
障害（2838745）
Solaris 11 システムで、IPMP によって使われるプライベートインターフェースが PrivNIC
リソースの下に設定された場合、PrivNIC のリソース障害が発生します。

56

第 1 章 Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート
既知の問題

回避策: IPMP 環境での PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントの使用は避けてくだ
さい。

VRTSjadba 言語パッケージの削除時にエラーが表示される
（2569224）
VRTSjadba 言語パッケージを削除するときには、画面に次のエラーが表示されます。
Executing postremove script.
Generating BMC map file...
bmcmap ERROR V-33-1000-10001 Unable to create BMC map

このエラーは無視してかまいません。

ファイアドリルサービスグループがセカンダリサイトでオフラインに
なる前にアプリケーショングループがプライマリサイトでオンライン
化を試みる（2107386）
ファイアドリルサービスグループがオフライン化を試みる間に、アプリケーションサービス
グループがプライマリサイトでオンラインになると、アプリケーショングループで障害が発
生します。
回避策: アプリケーションサービスグループがプライマリサイトでオンラインになる前に、
ファイアドリルサービスグループがセカンダリサイトで完全にオフラインになるようにします。

Oracle グループはセカンダリクラスタでファイアドリルグループが
オンラインになっている場合にはオンラインにならない [2653695]
ローカルクラスタで並列グローバルサービスグループの障害が発生し、ローカルクラスタ
内にフェールオーバーターゲットが見つからなかった場合、リモートクラスタへのサービス
グループのフェールオーバーが試みられます。 しかし、リモートクラスタでサービスグルー
プのファイアドリルがオンラインになっている場合には、オフラインローカルの依存関係に
対する違反となるので、グローバルサービスグループはリモートクラスタにフェールオー
バーすることができません。
回避策: リモートクラスタのファイアドリルサービスグループをオフラインにして、サービス
グループをオンラインにしてください。

障害回復のシナリオで、フェールオーバーの際に、セカンダリサイ
トの Oracle サービスグループで障害が発生する [2653704]
Oracle サービスグループは、プライマリサイトで災害が発生したとき、DR サイトでオンラ
インになることができません。 このことは、サービスグループの AutoFailover 属性が 1 に
設定されていて、DR サイトの対応するサービスグループのファイアドリルがオンラインに
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なっている場合に、発生します。 ファイアドリルサービスグループは、DR サイト上でオン
ラインのままになっている可能性があります。
回避策: Oracle（または任意のデータベース）リソースを含んでいるサービスグループで
障害が発生した場合、DR サイトでファイアドリルがオンラインになっている間の自動 DR
フェールオーバーが試行された後で、ファイアドリルサービスグループを手動でオフライ
ンにしてください。 それから、DR サイトの Oracle サービスグループをオンラインにする
ことを試みてください。

Veritas Volume Manager が Oracle ASM（Automatic Storage
Management）ディスクを認識しない（2771637）
VxVM（Veritas Volume Manager）コマンドは、ASM によって初期化されるディスクを認
識できません。管理者は、VxVM コマンドを使用するときに ASM ディスクデータの手違
いによる上書きを避けるように注意する必要があります。

サーバーとストレージアレイ間のすべてのプライマリパスまたは最
適化パスを接続解除すると、ASM ディスクグループをマウント解
除し、Oracle データベースが停止することがある（3289311）
Oracle データベースはコントロールファイルの I/O エラーを示しますが、DMP デバイス
には I/O エラーが表示されませんでした。プライマリパスまたは最適化パスをすべて接続
解除すると DMP は他の利用可能なパスにフェールオーバーしますが、フェールオー
バーには時間がかかります。 その間に、アプリケーション（ASM/Oracle データベース）
は I/O をタイムアウトにします。
ASM アラートログファイルに次のようなメッセージが表示されます。
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl2/trace/orcl2_ckpt_6955.trc:
ORA-00221: error on write to control file
ORA-00206: error in writing (block 4, # blocks 1) of control file
ORA-00202: control file: '+DATA_P6/ORCL/CONTROLFILE/current.261.826783133'
ORA-15081: failed to submit an I/O operation to a disk
ORA-15081: failed to submit an I/O operation to a disk
Wed Oct 09 14:16:07 2013
WARNING: group 2 dismounted: failed to read virtual extent 0 of file 261
Wed Oct 09 14:16:07 2013
USER (ospid: 6955): terminating the instance due to error 221
Wed Oct 09 14:16:07 2013
WARNING: requested mirror side 2 of virtual extent 0 logical extent 1 offset
16384
is not allocated; I/O request failed
WARNING: requested mirror side 3 of virtual extent 0 logical extent 2 offset
16384
is not allocated; I/O request failed
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この問題は、サーバーを次のように設定すると起きることがあります。
DB: Oracle 12c
ボリュームマネージャ: ASM
マルチパスソリューション: DMP
OS: Solaris
ディスクアレイ: ALUA モードの HP EVA
回避策:
次の回避策を実行するとこの問題が起きる可能性を減らすことができます。この問題が起
きたときは、Oracle コマンドを使ってデータベースを手動で開始します。
アプリケーションのタイムアウト値を増やして次の変更を行うと、パスをオフラインとしてマー
ク付けする時間を短縮できます。
■

/kernel/drv/fp.conf ファイルに fp_offline_ticker=15 を追加する

■

/kernel/drv/fcp.conf ファイルに fcp_offline_delay=10 を追加する

Solaris 11 システムで Oracle Universal Installer が開始されな
い（2784560）
SF Oracle RAC インストーラが Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアの
インストール用に OUI（Oracle Universal Installer）を呼び出した場合、OUI が開始され
ません。
回避策: Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインストールする前に次のパッケー
ジをインストールしてください。
SUNWxwplt
SUNWmfrun

手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。

vxassist grow コマンドと vxresize コマンドによる Flexible Storage
Sharing の属性の維持がサポートされない（3225318）
vxasssist grow と vxresize を使って FSS 属性を維持することはサポートされていま

せん。 FSS 属性にはコマンドラインで指定される属性、および FSS ディスクグループに
対して暗黙的に指定される属性があります。これらの属性は growby や vxresize コマ
ンドなど、ボリュームに対する追加の vxassist 操作では再利用されません。
回避策:
この問題に対する回避策はありません。
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クラスタ内のノードが平行して結合されていると、Flexible Storage
Sharing のエクスポート操作が失敗する（3327028）
FSS 環境で複数のノードがクラスタを平行に結合していると、一部のノードでリモートディ
スクの作成が失敗し、次のメッセージが syslog に記録されることがあります。
vxvm:vxconfigd:
vxvm:vxconfigd:
vxvm:vxconfigd:
vxvm:vxconfigd:
...
vxvm:vxconfigd:

V-5-1-12143 CVM_VOLD_JOINOVER command received for node(s) 1
V-5-1-3866 node 1: vxconfigd not ready
V-5-1-3866 node 1: vxconfigd not ready
V-5-1-18321 Export operation failed : Slave not joined
V-5-1-4123 cluster established successfully

サブディスクとプレックスの自動再接続が行われず、一部のリソースがオフライン状態また
はエラー状態になることがあります。エラーを解消し、リソースをオンラインにするには、
ユーザーの介入が必要です。
回避策:
ディスクに接続されているノードから、ディスクを手動で再接続します。
# vxreattach diskname

リソースがエラー状態にある場合は、エラーをクリアし、サービスグループをオンラインに
します。
# hagrp -clear service_group
# hagrp -online service_group -any

マスターからエクスポートした 510 個のディスクを使った FSS ディ
スクグループの作成が、トランザクションロックのタイムアウトエラー
で失敗する（3311250）
ディスクグループの作成に使うディスクの数が 150 個を上回ると、エクスポートされたロー
カルディスク用の FSS（Flexible Storage Sharing）ディスクグループの作成が失敗し、
次のエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-585 Disk group test_dg: cannot create: Transaction
locks timed out

（vxdg adddisk を使用して）ローカルでエクスポートされた 151 個以上のディスクを FSS
ディスクグループに追加しようとすると、同じエラーが発生し、次のエラーメッセージが表
示されます。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-10127 associating disk-media emc0_0839 with emc0_0839:
Transaction locks timed out
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回避策:
FSS ディスクグループの作成に使用する、ローカルにエクスポートされたディスクの数を
150 個以下にし、そのディスクグループへ一度に追加する、ローカルにエクスポートされ
たディスクの数を 150 個以下にします。

hostprefix およびデバイス名の長さが 30 文字を超えると、vxdisk
のエクスポート操作が失敗する (3543668)
hostprefix およびデバイス名を組み合わせた長さが30文字を超えると、vxdisk のエクス
ポート操作は次のエラーメッセージを表示して失敗します。
VxVM vxdisk ERROR V-5-1-18318 Device c6t50060E8005655501d86s2: Name too
long for export. Length of Hostprefix + Disk accessname should not exceed
30 characters. Please see vxdctl(1M) man page for information on setting
user-specifed hostprefix.

回避策:
オペレーティングシステムの命名規則（OSN）スキームの代わりにエンクロージャに基づ
く命名規則（EBN）スキームを使用してください。OSN 命名規則は、通常、より多くの文
字を含み、直観的ではありません。EBN の名前と hostprefix を組み合わせて 30 文字
を超える場合、vxdctl set hostprefix=value コマンドを使用して、手動で hostprefix
のサイズを小さくすることができます。この場合、value が新しい hostprefix になります。

FSS 環境で名前の付け方の変更がノードに反映されない
（3589272）
Flexible Storage Sharing（FSS）環境で、ローカルディスクがあるノードの名前の付け方
を変更した場合、リモートディスクの名前に対応する名前の変化が反映されません。エク
スポートされたディスクがあるノードで名前の付け方を変更した場合、更新されたリモート
ディスク名を反映するには、ディスクを再度エクスポートするか、またはリモートディスクが
あるノードを再起動する必要があります
回避策:
この問題に対する回避策はありません。

DM リスト使用して FSS ボリュームが作成されている場合、vxassist
はすべてのミラー化されたディスクでデータ変更ログを作成しない
（3559362）
DM リストを使用して Flexible Storage Sharing（FSS）が作成されている場合、vxassist
コマンドはすべてのミラー化されたディスクでデータ変更ログを作成しません。DCO ミラー
数がデータミラー数と等しくなりません。vxassist コマンドは双方向の DCO ボリューム
を作成します。
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回避策:
vxassist -g diskgroup mirror dco_volume コマンドを使用して、手動で DCO ミ

ラーを追加します。

Symantec Storage Foundation for Databases （SFDB）ツールの既知
の問題
このリリースの Symantec Storage Foundation for Database （SFDB）ツールでは、次
の既知の問題が確認されています。

SFDB で次のエラーメッセージが報告されることがある: SFDB リ
モートまたは特権コマンドのエラー（2869262）
SFDB ツールを使っているときに、dbed_update などのコマンドの実行を試みると、次の
エラーが起こることがあります。
$ /opt/VRTSdbed/bin/dbed_update
No repository found for database faildb, creating new one.
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0450 A remote or privileged command could not
be executed on swpa04
Reason: This can be caused by the host being unreachable or the vxdbd
daemon not running on that host.
Action: Verify that the host swpa04 is reachable. If it is, verify
that the vxdbd daemon is running using the /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl
status command, and start it using the /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl start
command if it is not running.

回避策: この問題に対する回避策はありません。

SFDB コマンドが IPV6 環境で動作しない（2619958）
IPV6 環境では、SFDB コマンドは SF Oracle RAC に対して動作しません。
回避策:
現時点では回避策はありません。

dbdst_obj_move(1M) コマンドがデータベーステーブルのすべて
のエクステントを移動する（3277003）
dbdst_obj_move(1M) コマンドは、次の場合にデータベーステーブルのすべてのエク

ステントを移動します。
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■

dbdst_obj_move(1M) コマンドが CFS セカンダリノードから実行されている

■

オブジェクトは Oracle データベーステーブル（-t オプション）

■

エクステントの範囲がターゲット階層に移動するように指定されている（-s オプションと
-e オプション）
dbdst_obj_move(1M) コマンドは、エクステントのサイズが 32768 以上の場合、指
定されたテーブルのすべてのエクステントをターゲット階層に移動します。 ただし、期
待されているのはエクステントの指定された範囲のみを移動することです。
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回避策: CFS プライマリノードから dbdst_obj_move(1M) コマンドを実行します。
fsclustadm showprimary <mountpoint> コマンドと fsclustadm idtoname <nodeid>

コマンドを使って、CFS ノードのモードを確認します。

テーブルのすべてのエクステントを移動しようとすると、
dbdst_obj_move(1M) コマンドがエラーによって失敗する
（3260289）
複数のマウントポイントにまたがるデータベーステーブルのすべてのエクステントを単一
の操作で移動しようとすると、dbdst_obj_move(1M) コマンドが失敗します。 次のエラー
が報告されます。
bash-2.05b$ dbdst_obj_move -S sdb -H $ORACLE_HOME -t test3 -c MEDIUM
FSPPADM err : UX:vxfs fsppadm: WARNING: V-3-26543: File handling failure
on /snap_datadb/test03.dbf with message SFORA dst_obj_adm ERROR V-81-6414 Internal Error at fsppadm_err

メモ: テーブルが複数のマウントポイントにまたがっているかどうかを確認するには、
dbdst_obj_view(1M) コマンドを実行します。
回避策: dbdst_obj_move(1M) コマンドで、共通のマウントポイントに属しているエクステ
ントの範囲を指定します。さらに、テーブルが "n" 個のマウントポイントにまたがっている
場合は、それぞれのエクステントの範囲に対して dbdst_obj_move(1M) コマンドを "n"
回実行する必要があります。

回復オプションが AUTO になっていると ReverseResyncBegin
（RRBegin）操作が失敗する（3076583）
次の一連の操作を実行すると、回復オプションが AUTO に設定されている RRBegin 操
作が失敗します。

1

検証操作を使用して FlashSnap セットアップを検証する。

2

データベースで、テーブルスペースをオフラインにする。
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3

スナップショット操作を実行する。

4

2 でオフラインにしたテーブルスペースをオンラインにする。

5

逆再同期の開始操作を実行する。
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メモ: この問題は Oracle バージョン 10gR2 でのみ発生します。
回避策: 次のいずれかを実行します。
■

必ず RRBegin と RRCommit 操作を実行した後でテーブルスペースをオンラインに
する。または、テーブルスペースがオフラインモードになっている間に逆再同期の開
始操作を実行する。

■

データベースを回復するには、RRBegin 操作で回復オプションを
AUTO_UNTIL_SCN に設定する。

ReverseResyncBegin（RRBegin）操作が複数のスナップショット設
定で実行されたとき失敗する (3066532)
複数のスナップショット設定で逆再同期操作を実行するとき、SFDB により次のエラーメッ
セージが報告されます。
$ vxsfadm -a oracle -s flashsnap --name ¥
man -o rrbegin
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0943 Repository already relocated to alternate
location.

逆再同期設計により、最初の RRBegin 操作によって SFDB リポジトリがバックアップ場
所に再配置され、ReverseResyncAbort および ReverseResyncCommit 操作によって
それが元の場所に復元されます。 2 つ目の RRBegin 操作によってすでに再配置され
ている同じリポジトリが再配置され、SFDB によってエラーメッセージが報告されます。
回避策: RRBegin の状態にあるスナップショット設定を使って RRAbort または RRCommit
操作を実行してください。
メモ: 別の設定を開始する前に、特定の設定に対し逆再同期操作を完了する必要があり
ます。

バイナリ制御ファイルの不足により、ReverseResyncBegin
（RRBegin）操作が失敗しエラーメッセージが報告される（3157314）
RRBegin 操作でデータベースインスタンスを回復するために使用するバイナリ制御ファ
イルが見つからないと、次のエラーメッセージが報告されます。
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[oracle@testbox ~]$ vxsfadm -a oracle -s flashsnap -name man -o rrbegin
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0949 Binary Control file is not available for
recovery purposes

この問題は、古いバージョンの SFDB で作成されたサードミラーブレークオフタイプ
（FlashSnap）のスナップショットで発生します。このスナップショットイメージにはバイナリ
制御ファイルが含まれていません。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

SmartTier コマンドを使用しようとすると失敗する（2332973）
dbdst_preset_policy または dbdst_file_move のような SmartTier コマンドを実行

しようとすると、次のエラーが出て失敗します。
fsppadm: ERROR: V-3-26551: VxFS failure on low level mechanism
with message - Device or resource busy

このエラーは、そのファイルシステムで、dbdst_obj_move のようなサブファイル SmartTier
コマンドが実行されていた場合に発生します。
回避策: この問題に対する回避策はありません。ファイルベース SmartTier とサブファイ
ル SmartTier を同時に使用することはできません。

層に対して特定の名前を使用しようとするとエラーが発生する
（2581390）
層に対して特定の名前を使用しようと試みると、次のエラーメッセージが表示されます。
SFORA dbdst_classify ERROR V-81-6107 Invalid Classname BALANCE

このエラーは、次の名前が予約されていて、SmartTier の層の名前として許可されない
ために生じます。
■

BALANCE

■

CHECKPOINT

■

METADATA

回避策: 予約名ではない SmartTier のクラス名を使ってください。

クローン操作の失敗は予期しない状態のクローンデータベースを
残すことがある（2512664）
クローン操作が失敗すると、予期しない状態のクローンデータベースが残る場合がありま
す。 クローン操作を再試行しても、うまくいかないことがあります。
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回避策:
再試行がうまくいかない場合には、使用した PITC の方法に応じて、以下の処理のいず
れかを実行してください。
■

FlashSnap の場合には、スナップショットを再同期し、クローン操作を再試行します。

■

FileSnap と Database Storage Checkpoint の場合には、クローンを破棄してクロー
ンを再作成します。

■

領域最適化スナップショットの場合には、スナップショットを破棄して、新しいスナップ
ショットを作成します。

これらの回避策を実行しても再試行に成功しなかった場合には、シマンテック社のサポー
トにお問い合わせください。

Symantec SFDB （Storage Foundation for Databases）ツールの
5.0x から 6.2 へのアップグレード（2184482）
SFHA または SF for Oracle RAC のバージョン 5.0 を SFHA または SF for Oracle
RAC のバージョン 6.2 にアップグレードすると、sfua_rept_migrate コマンドによって
エラーメッセージが表示されます。
SF Oracle RAC バージョン 5.0 から SF Oracle RAC 6.2 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_upgrade では S*vxdbms3 起動スクリプトが必要です。このため、
sfua_rept_upgrade 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.

回避策:sfua_rept_migrate を実行する前に、起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を
S*vxdbms3 に変更します。

クローンコマンドは、PFILE エントリの値が複数の行にわたってい
る場合、失敗します（2844247）
init.ora ファイルの 1 つの行に log_archive_dest_1 などのパラメータがある場合

は、dbed_vmclonedb は機能しますが、パラメータが複数行にわたる場合は
dbed_vmcloneb が失敗します。
回避策: PFILE を編集し、パラメータ値が 1 行に収まるようにテキストを調整します。デー
タベースで spfile を使い、パラメータ値が複数の行に散在する場合は、Oracle コマンド
を使ってパラメータ値が 1 行に収まるように編集します。
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データの生成がデータファイルの破損、ロールバック、オフライン
チェックポイントの復元後に失敗する（2869259）
データファイルが予約サイズ未満で破損したときに、ロールバックが進行せず、ファイル
が正しくロールバックされないことがあります。
現時点では回避策はありません。

FileSnap の詳細リストに特定のスナップの詳細が表示されない
（2846382）
FileSnap はスナップショットまたはクローンの詳細リストの表示をサポートしていません。
FileSnap はすべてのスナップショットまたはクローンの概略情報の表示のみをサポートし
ています。たとえば、CLI vxsfadm -s filesnap -a oracle --name=snap1 -o list
を実行すると、特定のスナップショットの詳細リストではなく、すべてのスナップショットの概
略リストが表示されます。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

RAC の通常と異なる一部のアーカイブログ設定で Flashsnap の
クローンが失敗する（2846399）
RAC 環境では、FlashSnap を使うときに、スナップショットへのアーカイブログの記録先
は共有パスである必要があり、全ノードで同一である必要があります。さらに、すべての
ノードは、アーカイブログの記録先を指定するために、同じアーカイブログ設定パラメー
タを使う必要があります。次のような設定はサポートされません。
tpcc1.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
tpcc2.log_archive_dest_2='location=/tpcc_arch'
tpcc3.log_archive_dest_3='location=/tpcc_arch'

ここで、tpcc1、tpcc2、tpcc3 は RAC インスタンスの名前であり、/tpcc_arch は共有アー
カイブログの記録先です。
回避策: FlashSnap を使うには、上の設定を *.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
に修正してください。次に例を示します。
tpcc1.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
tpcc2.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
tpcc3.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'

フラッシュアーカイブのインストール後、vxdbd プロセスがオンライ
ンになる（2869269）
SF スタックのフラッシュアーカイブのインストール後、スタックが設定されていなくても、
vxdbd 処理が起動します。
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回避策: この問題は無視できます。または /opt/VRTSdbed/common/bin/vxdbdctrl
stop コマンドを使って vxdbd プロセスを停止してください。

Solaris 11.1 SPARC で sfae_auth_op コマンドを使用してユーザー
認証プロセスを設定するとエラーメッセージが表示されて失敗する
（3556996）
デバッグログには、デフォルトのオペレーティングシステムのインストールに ps ユーティリ
ティが「ucb」パッケージとして見つからないと表示されます。このため、ユーザー認証プロ
セスが失敗し、次のエラーメッセージが報告されます。
#/opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o setup
Setting up AT
Starting SFAE AT broker
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0372 AT broker failed to start:

解決方法: ps ユーティリティが/usr/ucb/ps で利用可能になるように、
pkg:/compatibility/ucb パッケージをインストールします。

クローンデータベースで、シード PDB がマウント状態のままになる
（3599920）
Oracle データベースバージョン 12.1.0.2 では、コンテナデータベース（CDB）のクロー
ンを作成されるときに、PDB$SEED プラグ可能なデータベース（PDB）マウント状態のま
まになります。この動作は、すべてのポイントインタイムコピーでクローンデータベースが
見つからないデータファイルで見られます。
クローン化されたシードデータベースを開こうとすると、次のエラーは表示されます。
"ORA-01173" oracle error.
...
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-01122: database file 15 failed verification check
ORA-01110: data file 15: '/tmp/test1/data/sfaedb/newtbs1.dbf'
ORA-01202: wrong incarnation of this file - wrong creation time
...

回避策: この問題に対する回避策はありません。
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逆再同期コミット操作が実行された後、コンテナデータベースのク
ローン作成が失敗する場合がある（3509778）
逆再同期操作が実行された後、コンテナデータベースのクローン作成が次のエラーメッ
セージを表示して失敗する場合があります。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-01503: CREATE CONTROLFILE failed
ORA-01189: file is from a different RESETLOGS than previous files
ORA-01110: data file 6: '/tmp/testRecoverdb/data/sfaedb/users01.dbf'

回避策: この問題に対する回避策はありません。

PDB のうちの 1 つが読み取り/書き込み制限状態の場合、CDB の
クローン作成が失敗する（3516634）
プラグ可能なデータベース（PDB）の一部が制限モードで開かれている場合、ポイントイ
ンタイムコピーのためのコンテナデータベース（CDB）のクローン作成が失敗します。エ
ラーは次のエラーメッセージを表示して発生します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-65106: Pluggable database #3 (PDB1) is in an invalid state.

回避策: この問題に対する回避策はありません。

PDB のうちの 1 つが読み取り専用モードの場合、ポイントインタイ
ムコピーのための CDB のクローン作成が失敗する（3513432）
Oracle バージョン 12.1.0.1 では、プラグ可能なデータベース（PDB）のうちの 1 つが読
み取り専用モードの場合、コンテナデータベース（CDB）のクローン作成が失敗します。
エラーは次のエラーメッセージを表示して発生します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-00376: file 9 cannot be read at this time
ORA-01111: name for data file 9 is unknown - rename to correct file
ORA-01110: data file 9: '/ora_base/db_home/dbs/MISSING00009'...

回避策: この問題に対する回避策はありません。

第 1 章 Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート
ソフトウェアの制限事項

70

CDB に読み取り専用モードの表領域があると、クローン作成が失
敗する（3512370）
Oracle バージョン 12.1.0.1 では、コンテナデータベース（CDB）にポイントインタイムコ
ピー用の読み取り専用モードの表領域があると、その CDB のクローン作成が次のエラー
メッセージを表示して失敗します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-01122: database file 15 failed verification check
ORA-01110: data file 15: '/tmp/test1/data/sfaedb/newtbs1.dbf'
ORA-01202: wrong incarnation of this file - wrong creation time
...

回避策: この問題に対する回避策はありません。

認証設定で SFDB のインストールを 6.2 にアップグレードするとエ
ラーが起きてコマンドが失敗する（3644030）
次のようなエラーメッセージが表示されてコマンドが失敗します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0450 A remote or privileged command could not be
executed on prodhost
Reason: This can be caused by the host being unreachable or the vxdbd daemon
not running on that host or because of insufficient privileges.
Action: Verify that the prodhost is reachable. If it is, verify
that
the vxdbd daemon is enabled and running using the [
/opt/VRTS/bin/sfae_config
status ] command, and enable/start vxdbd using the [
/opt/VRTS/bin/sfae_config
enable ] command if it is not enabled/running. Also make sure you are
authorized to run SFAE commands if running in secure mode.

回避策: SFDB の認証を再び設定します。『Storage and Availability Management for
Oracle Databases』または『Storage and Availability Management for DB2 Databases』
を参照してください。

ソフトウェアの制限事項
このセクションでは、このリリースのソフトウェアの制限事項について説明します。
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コンポーネントまたは製品に関連するソフトウェアの制限事項の完全な一覧については、
対応するリリースノートを参照してください。
p.75 の 「マニュアル」 を参照してください。

SF Oracle RAC が Oracle HAIP 設定で IPv4 アドレスのみをサポート
する（3656701）
SF Oracle RAC は、Oracle HAIP（High Availability IP）設定の固定 IP アドレスで IPv4
アドレスのみをサポートします。
IPv6 を使う設定または IPv4 と IPv6 を組み合わせて使う設定は内部で失敗しますが、
製品のインストーラがエラーを表示しないことがあります。

CSSD エージェントの制限事項
CSSD エージェントの制限事項は次のとおりです。
■

Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合: CSSD エージェントが VCS
制御外で手動で、または選択してオフラインにできる Oracle Grid Infrastructure を
再起動します。
回避策: 操作上、VCS 制御外で処理を手動でオフラインにする必要がある場合は、
最初に CSSD エージェントを停止します。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイ
ド』の「Oracle Grid Infrastructure 処理の監視を一時的に無効にする」のトピックを参
照してください。

■

CSSD エージェントが crsctl stop crs [-f] コマンドを使って VCS 制御外で
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を停止するときにのみ意図的なオフライン
を検出します。 エージェントは、他のコマンドを使って Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure を停止した場合は意図的なオフラインを検出できません。
回避策: VCS 制御外で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を停止するには、
crsctl stop crs [-f] コマンドを使います。

クラスタ名が 14 文字より長くなると Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のインストールに失敗する
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール時にクラスタ名を 14 文字を超
える値に設定すると、予期しないクラスタメンバーシップ問題が発生します。 その結果、
インストールに失敗します。
回避策: Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールを再開し、クラスタ名を
最大で 14 文字の値に設定します。
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バージョン 5.1 SP1 RP2 からのローリングアップグレードに VCSMM ポ
イントパッチが必要
5.1 SP1 RP2 からのローリングアップグレードを実行する前に、SF Oracle RAC クラスタ
で VCSMM ポイントパッチを適用してください。
手順については、https://sort.symantec.com/patch/detail/6093 を参照してください

vxsfadm の並列実行はサポートされない（2515442）
vxsfadm コマンドで一度に実行できるのは、1 つのインスタンスだけです。 一度に vxsfadm

の複数のインスタンスを実行することはサポートされていません。

クラスタを停止してディスクグループをデポートした後に、無効な SCSI-3
PR キーがディスクに残る
SF Oracle RAC クラスタに存在するすべてのノードをクラスタから削除した場合に、デー
タディスク上の SCSI-3 Persistent Reservation（PR）キーが獲得されないことがありま
す。 その結果、そのキーが、クラスタを停止した後、またはノードがブートした後に、参照
されることがあります。 残っているキーは、データディスクのフェンシングには影響しませ
ん。ノードがクラスタに再結合するときに、再使用されるか、置き換えられるからです。 ま
た、キーは vxfenclearpre ユーティリティを実行して動で消去することができます。
vxfenclearpre ユーティリティについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation for

Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

データベースの構造変更中の PITC 作成はサポートされていない
（2496178）
SFDB のツールは、表領域の追加やドロップ、データファイルの追加やドロップのような、
データベースの構造変更の進行中に PITC を作成することはサポートしていません。
ただし、いったん PITC を作成しておけば、そのクローンは、データベースの状態には関
わりなくいつでも作成できます。

Web ベースのインストールプログラムでネーティブオペレーティングシス
テムアップグレード機構がサポートされていない
Web ベースのインストールプログラムは、ネーティブオペレーティングシステムアップグ
レード機構（Live Upgrade など）をサポートしていません。
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CRSResource エージェントがポリシー管理データベースをサポートしな
い
このリリースでは、CRSResource エージェントは、管理者によって管理されるデータベー
ス環境のみをサポートします。 ポリシーによって管理されるデータベースはサポートされ
ません。

ノードが 10 個を超えるクラスタで診断が失敗することがある
クラスタ内のノードが 10 個を超えている場合、次のエラーで診断が失敗することがありま
す。
vxgettext ERROR V-33-1000-10038
Arguments exceed the maximum limit of 10

診断スクリプトでは vxgettext コマンドが使われますが、このコマンドは 10 個を超える
引数をサポートしていません。[2142234]

Cached ODM が SF Oracle RAC 環境でサポートされない
Cached ODM は、Veritas ローカルファイルシステムおよび Cluster File System 上の
ファイルではサポートされません。

サポート対象外の FSS シナリオ
次のシナリオは、FSS（Flexible Storage Sharing）ではサポート対象外となります。
FSS ディスクグループを使った Symantec NetBackup バックアップ

sfcache 操作が正常に完了したときにキャッシュログにエラーメッセージ
が表示されることがある（3611158）
sfcache コマンドは他のコマンドを呼び出してキャッシュ操作を実行します。コマンドが

失敗すると、他のコマンドを呼び出して操作を完了する場合があります。デバッグに役立
つように、呼び出したコマンドのすべての成功メッセージとエラーメッセージがキャッシュ
ログに含まれます。
sfcache コマンドが正常に完了した場合はログファイルのエラーメッセージは無視してか

まいません。

I/O フェンシングに関する制限事項
この項では、I/O フェンシングに関するソフトウェアの制限事項について説明します。
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VxFEN が RACER ノードの再選をアクティブ化する場合の優先フェ
ンシングの制限事項
優先フェンシング機能は、より小さいサブクラスタを遅延させることで、より重みが大きいか
より大きなサブクラスタを優先します。 この小さなサブクラスタの遅延は、より大きなサブク
ラスタの初期 RACER ノードが競争を完了できる場合のみ有効です。 何らかの原因で
初期 RACER ノードが競争を完了できず、VxFEN ドライバがレーサー再選アルゴリズム
をアクティブ化した場合、小さいサブクラスタの遅延はレーサーの再選のために要する時
間で相殺され、より重みが小さいかより小さなサブクラスタが競争に勝つ可能性がありま
す。 この制限事項は好ましくありませんが、容認できます。

I/O フェンシングが設定されたクラスタでのシステムの停止
I/O フェンシング機能は、クラスタ相互接続の障害、つまり、「スプリットブレイン」によって
引き起こされるデータ破損を防ぎます。相互接続障害がもたらす可能性のある問題と I/O
フェンシングが提供する保護については、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
SCSI-3 ベースのフェンシングを使用したクラスタでは、データディスクとコーディネータ
ディスクの両方に SCSI-3 PR キーを配置することにより、I/O フェンシングがデータ保護
を実装します。 CP サーバーベースのフェンシングを使用したクラスタでは、データディ
スクに SCSI-3 PR のキーを配置し、CP サーバーに類似の登録を配置することによっ
て、I/O フェンシングがデータ保護を実装します。VCS 管理者は、I/O フェンシングによっ
て保護されるクラスタを利用する場合に必要になるいくつかの操作上の変更点を知って
おく必要があります。 特定のシャットダウン手順によりコーディネーションポイントとデータ
ディスクからキーを確実に削除し、その後のクラスタの起動における潜在的な問題を防ぐ
ことができます。
shutdown コマンドではなく、reboot コマンドを使うと、シャットダウンスクリプトがバイパス
され、コーディネーションポイントとデータディスクにキーが残る可能性があります。再起
動とその後の起動イベントの順序によっては、クラスタがスプリットブレイン状態の可能性
について警告し、起動に失敗する場合があります。
回避策: 一度に 1 つのノードで shutdown -r コマンドを使い、各ノードでシャットダウンが
完了するのを待ちます。

VRTSvxvm をアンインストールすると、VxFEN が dmp のディスク
ポリシーと SCSI3 モードで設定された場合問題が生じる（2522069）
VxFEN を dmp のディスクポリシーと SCSI3 モードで設定した場合、コーディネータディ
スクの DMP ノードが、システム停止時またはフェンシングアービトレーションの間にアク
セスされることがあります。 VRTSvxvm パッケージ をアンインストールした後では、DMP
のモジュールはもはやメモリに読み込まれません。 VRTSvxvm が パッケージ アンイン
ストールされたシステムでは、VxFEN がシステム停止時またはフェンシングアービトレー
ションの間に DMP デバイスにアクセスすると、システムパニックが発生します。
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Symantec SFDB （Storage Foundation for Databases）ツールのソフ
トウェアの制限事項
このリリースの SFDB ツールソフトウェアの制限事項は次のとおりです。

Oracle RAC 環境の Oracle Data Guard
SFDB ツールは RAC スタンバイデータベースでは使うことができません。SFDB ツール
は、Data Guard Oracle RAC 環境でも、プライマリデータベースで使うことができます。

SFDB ツールを使用する場合は Oracle 10.2.0.5 へのアップグレー
ドが必要
Oracle バージョン 10.2.0.4 を実行していて、Storage Foundation 製品を SFDB ツー
ルを使って 6.2 にアップグレードする場合は、6.2 に移行する前に、Oracle のバイナリと
データベースをバージョン 10.2.0.5 にアップグレードする必要があります。

マニュアル
マニュアルは、ソフトウェアメディアの /docs/<製品名> ディレクトリで PDF 形式で利用可
能です。追加マニュアルはオンラインで入手できます。
マニュアルの最新版を使用していることを確認してください。 マニュアルのバージョンは
各ガイドの 2 ページ目に記載されています。 マニュアルの発行日付は、各マニュアルの
タイトルページに記載されています。 最新の製品マニュアルはシマンテック社の Web サ
イトで入手できます。
http://sort.symantec.com/documents

マニュアルセット
Storage Foundation and High Availability Solutions 製品ラインの各製品には、リリー
スノート、インストールガイド、そして管理およびエージェントに関するガイドなどのその他
のマニュアルが含まれています。またほとんどの場合、製品のコンポーネントに関するマ
ニュアルを参照する必要があります。
SFHA Solutions マニュアルは製品ライン全体に適用される機能およびソリューションを
説明しています。これらのマニュアルはどの SFHA Solutions 製品にも関係があります。
メモ: GNOME PDF Viewer を使用してシマンテック社のマニュアルを参照することはで
きません。マニュアルを参照するには、Adobe Acrobat を使用してください。
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Symantec Storage Foundation for Oracle RAC のマニュアル
表 1-11 は Symantec Storage Foundation for Oracle RAC に関するマニュアルのリス
トです。
表 1-11

Symantec Storage Foundation for Oracle RAC のマニュアル

マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation for
Oracle RAC リリースノート

sfrac_notes_62_sol.pdf

製品のシステム必要条件、変更、修正さ
れたインシデント、既知の問題、制限事
項などのリリース情報を提供します。

Symantec Storage Foundation for
Oracle RAC インストール/設定ガイド

sfrac_install_62_sol.pdf

製品をインストールし、設定するために必
要な情報を提供します。

Symantec Storage Foundation for
Oracle RAC 管理者ガイド

sfrac_admin_62_sol.pdf

製品を管理し、トラブルシューティングす
るために必要な情報を提供します。

SFHA Solutions のマニュアルは SF Oracle RAC 製品に関連した機能およびソリュー
ションを説明します。
p.78 の 表 1-15 を参照してください。

Symantec Storage Foundation Cluster File System High
Availability のマニュアル
表 1-12 は Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability に
関するマニュアルのリストです。
SFHA Solutions のマニュアルは SFCFSHA 製品に関連した機能およびソリューション
を説明します。
p.78 の 表 1-15 を参照してください。
表 1-12
マニュアル名

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
のマニュアル
ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation Cluster sfcfs_notes_62_sol.pdf
File System High Availability リリース
ノート

製品のシステム必要条件、変更、修正さ
れたインシデント、既知の問題、制限事
項などのリリース情報を提供します。

Symantec Storage Foundation Cluster sfcfs_install_62_sol.pdf
File System High Availability インストー
ルガイド

製品をインストールするために必要な情
報を提供します。
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マニュアル名

ファイル名

Symantec Storage Foundation Cluster sfcfs_admin_62_sol.pdf
File System High Availability 管理者ガ
イド

説明
製品を管理するために必要な情報を提
供します。

Symantec Cluster Server のマニュアル
表 1-13 は Symantec Cluster Server に関するマニュアルのリストです。
表 1-13
マニュアル名

Symantec Cluster Server のマニュアル
ファイル名

説明

Symantec Cluster Server リリースノー vcs_notes_62_sol.pdf
ト

製品のシステム必要条件、変更、修正され
たインシデント、既知の問題、制限事項など
のリリース情報を提供します。

Symantec Cluster Server インストー
ルガイド

vcs_install_62_sol.pdf

製品をインストールするために必要な情報を
提供します。

Symantec Cluster Server 管理者ガイ vcs_admin_62_sol.pdf
ド

製品を管理するために必要な情報を提供し
ます。

Symantec Cluster Server 付属エー
ジェントリファレンスガイド

付属エージェント、そのリソースおよび属性、
その他の関連情報を提供します。

vcs_bundled_agents_62_sol.pdf

Symantec Cluster Server エージェン vcs_agent_dev_62_unix.pdf
ト開発者ガイド
（このマニュアルはオンラインでのみ参
照できます。）
Symantec Cluster Server アプリケー vcs_dynamic_reconfig_62_sol.pdf
ションノート: Dynamic Reconfiguration
for Oracle Servers

さまざまなシマンテック社のエージェントにつ
いての情報およびカスタムエージェントを開
発するための手順を説明しています。

Oracle サーバーの VCS クラスタシステムド
メインに動的再設定操作を実行する方法に
ついて説明します。

（このマニュアルはオンラインでのみ参
照できます。）
Symantec Cluster Server Agent for
DB2 インストールおよび設定ガイド

vcs_db2_agent_62_sol.pdf

DB2 エージェントをインストールし、設定す
るための情報を提供します。

Symantec Cluster Server Agent for
Oracle インストールおよび設定ガイド

vcs_oracle_agent_62_sol.pdf

Oracle エージェントをインストールし、設定
するための情報を提供します。

Symantec Cluster Server Agent for vcs_sybase_agent_62_sol.pdf
Sybase インストールおよび設定ガイド

Sybase エージェントをインストールし、設定
するための情報を提供します。
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Symantec Storage Foundation のマニュアル
表 1-14 は Symantec Storage Foundation に関するマニュアルのリストです。
表 1-14

Symantec Storage Foundation のマニュアル

マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation リ
リースノート

sf_notes_62_sol.pdf

製品のシステム必要条件、変更、修正されたイ
ンシデント、既知の問題、制限事項などのリリー
ス情報を提供します。

Symantec Storage Foundation イン sf_install_62_sol.pdf
ストールガイド

製品をインストールするために必要な情報を提
供します。

Symantec Storage Foundation 管
理者ガイド

sf_admin_62_sol.pdf

製品を管理するために必要な情報を提供しま
す。

Symantec Storage Foundation:
Oracle データベース用ストレージと
可用性管理

sfhas_oracle_admin_62_unix.pdf

Oracle データベース環境における Storage
Foundation High Availability（SFHA）Solutions
製品での SFDB ツールの配備と使用について
主要な例を提供します。これは、SFHA
Solutions 製品のマニュアルと共に参照するた
めの補足マニュアルです。

Veritas File System プログラマーズ vxfs_ref_62_sol.pdf
リファレンスガイド（このマニュアルは
オンラインでのみ提供されます）

アプリケーションプログラミングインターフェース
（API）を使って Veritas File System の各種の
機能とコンポーネントを修正して調整するため
に必要な情報を開発者に提供します。

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions
製品のマニュアル
表 1-15 は Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のマ
ニュアルのリストです。
表 1-15
マニュアル名

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品
のマニュアル
ファイル名

Symantec Storage Foundation and sfhas_whats_new_62_unix.pdf
High Availability Solutions - このリ
リースでの新機能
（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）

説明
このリリースの新しい機能および拡張について
の情報を提供します。

78

第 1 章 Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート
マニュアル

マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation and getting_started.pdf
High Availability Solutions スタートガ
イド

スクリプトベースのインストーラを使った
Symantec 製品のインストールに関する概要
を提供します。このガイドは新しいユーザーや
製品を再び使用するユーザーが手短に使い
方を習得するのに便利です。

Symantec Storage Foundation and sfhas_solutions_62_sol.pdf
High Availability Solutions ソリュー
ションガイド

SFHA Solutions 製品のコンポーネントや機
能を別々に、および連携して使用することで、
どのようにパフォーマンスと耐障害性が向上
し、ストレージやアプリケーションの管理が容
易になるかを説明します。

Symantec Storage Foundation and sfhas_virtualization_62_sol.pdf
High Availability Solutions 仮想化ガ
イド

Symantec Storage Foundation and High
Availability の仮想化テクノロジのサポートに
関する情報を提供します。仮想化ソフトウェア
を SFHA 製品を実行しているシステムにイン
ストールする前にこのマニュアル全体を参照し
てください。

（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）

Symantec Storage Foundation and sfhas_smartio_solutions_62_sol.pdf SFHA ソリューションを使用した SmartIO の
High Availability Solutions SmartIO
使用および管理に関する情報を提供します。
for Solid State Drives ソリューション
また、SmartIO のトラブルシューティングおよ
ガイド
びコマンドに関するリファレンスシートが含まれ
ています。
Symantec Storage Foundation and sfhas_dr_impl_62_sol.pdf
High Availability Solutions ディザス
タリカバリ実装ガイド
（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）

キャンパスクラスタ、グローバルクラスタ、
Storage Foundation and High Availability
Solutions 製品を使用したディザスタリカバリ
フェールオーバーの RDC（Replicated Data
Cluster）に関する情報を提供します。

Symantec Storage Foundation and sfhas_replication_admin_62_sol.pdf Volume Replicator (VVR) を使用してアプリ
High Availability Solutions レプリケー
ケーションデータの一貫した複製を 1 つ以上
ション管理者ガイド
のリモートロケーションで保持することにより効
果的なディザスタリカバリ計画をセットアップす
る方法について説明します。
Symantec Storage Foundation and sfhas_tshoot_62_sol.pdf
High Availability Solutions トラブル
シューティングガイド

Symantec Storage Foundation and High
Availability を使用するときに発生する可能性
のある全般的な問題を説明し、これらの問題
の解決法を提供します。

Veritas Operations Manager (VOM) は Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions 製品を管理するために使用する管理ツールです。VOM を使用す
る場合は、次より VOM 製品マニュアルを参照してください。
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https://sort.symantec.com/documents

マニュアルページ
Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のマニュアルペー
ジは、/opt/VRTS/man ディレクトリにインストールされています。
man(1) コマンドで Symantec Storage Foundation マニュアルページを参照できるよう

に、MANPATH 環境変数を設定します。
■

Bourne シェルまたは Korn シェル（sh または ksh）の場合は、次のコマンドを入力
します。
MANPATH=$MANPATH:/opt/VRTS/man
export MANPATH

■

C シェル（csh または tcsh）の場合は、次のコマンドを入力します。
setenv MANPATH ${MANPATH}:/opt/VRTS/man

man（1）のマニュアルページを参照してください。

最新の HTML 形式のマニュアルページが、シマンテック社の Web サイトの次の URL
からオンラインで参照できます。
https://sort.symantec.com/documents
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