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1
SF Oracle RAC の概念と管
理

■

第1章 Storage Foundation for Oracle RAC の概要

■

第2章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理

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

Storage Foundation for Oracle RAC について

■

SF Oracle RAC のしくみ（概要）

■

SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス

■

SF Oracle RAC クラスタの状態の定期的評価

■

Virtual Business Service について

■

Veritas InfoScale Operations Manager について

■

Symantec Operations Readiness Tools について

Storage Foundation for Oracle RAC について
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。
ソリューションは、VCS（Cluster Server）、CVM（Veritas Cluster Volume Manager）、
VRTSdbac（Veritas Oracle Real Application Cluster Support）、VRTSodm（Veritas
Oracle Disk Manager）、CFS（Veritas Cluster File System）、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。

■

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
配置するための堅ろうな共有ブロックインターフェースを提供します。 SF Oracle RAC
がない場合、OCR および投票ディスク用として個別に LUN を設定する必要がありま
す。

■

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

■

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 InfoScale 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。
詳しくは、『Veritas InfoScale Oracle データベース用ストレージと可用性管理』のマ
ニュアルを参照してください。

■

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

■

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

■

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

ボリュームレベルとファイルシステムレベルのスナップショット技術、Storage Checkpoint
および Database Storage Checkpoint を利用するバックアップと復元ソリューション
のサポート。
詳しくは、『Veritas InfoScale Oracle データベース用ストレージと可用性管理』のマ
ニュアルを参照してください。

■

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

■

VCS（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。

■

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

■

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

■

次の機能を備えたキャンパスクラスタのサポート:
■

Site Awareness による一貫した切断

■

VxVM ミラー化によるサイト対応の読み取り

■

Oracle リソースの監視

■

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

クラスタ相互接続によりクラスタ通信が可能になります。

■

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

■

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

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

パブリック
ネットワーク

クライアント

プライベートネットワーク
相互接続リンクごとの独立したハブ
またはスイッチ

スイッチ

SAN

凡例
パブリックネットワークリンク
ディスクアレイ

プライベートネットワークリンク
共有ストレージリンク

基本的なレイアウトには次のような特性があります。
■

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

■

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

■

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

ノードは、類似したネットワークデバイスと、一致するポート番号を使ってプライベート
ネットワークリンクと接続される必要があります。
たとえば、リンクの一方の端で eth1 を使う場合は、他方の端でも eth1 を使う必要が
あります。

■

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

■

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

■

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

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

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

■

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

■

クラスタメンバーシップを管理するための Oracle Grid Infrastructure と RAC へのイ
ンターフェース。

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

18

第 1 章 Storage Foundation for Oracle RAC の概要
SF Oracle RAC のしくみ（概要）

19

SF Oracle RAC のアーキテクチャ

図 1-2

OCI
クライアント

Node 1

Node 2

Oracle Grid
Infrastructure

Oracle Grid
Infrastructure

Db
インスタンス
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D

HA
D

Db
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トラフィック
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CVM
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GAB
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GAB

LLT

LLT
データベースの内容:

制御
ファイル
REDO
ログ
ファイル

データ
ファイル

一時
ファイル

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

SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス
表 1-1 は SF Oracle RAC のコンポーネント製品の一覧です。
表 1-1

SF Oracle RAC コンポーネント製品

コンポーネント製品

説明

Cluster Volume Manager（CVM）

Veritas Volume Manager（VxVM）の技術を
ベースにして、共有ボリュームへの同時アクセ
スを可能にします。
p.28 の 「Cluster Volume Manager（CVM）」
を参照してください。

クラスタファイルシステム（CFS）

Veritas File System（VxFS）の技術をベース
にして、共有ファイルシステムへの同時アクセ
スを可能にします。
p.35 の 「クラスタファイルシステム（CFS）」 を
参照してください。

Cluster Server（VCS）

Oracle RAC データベースとインフラコンポー
ネントを管理します。
p.38 の 「Cluster Server（VCS）」 を参照して
ください。

Veritas I/O フェンシング

スプリットブレイン状態を示すクラスタメンバー
シップの変更をクラスタ内のノードが検出した
場合に、共有ディスクのデータを保護します。
p.41 の 「I/O フェンシングについて」 を参照し
てください。

Oracle RAC

複数のサーバーへのデータベースのインストー
ルを可能にする、Oracle データベース製品の
コンポーネント。
p.42 の 「Oracle RAC のコンポーネント」 を参
照してください。

Oracle Disk Manager（データベースアクセラレー ODM（Oracle Disk Manage）API とのインター
タ）
フェースを提供します。
p.45 の 「Oracle Disk Manager」 を参照して
ください。
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コンポーネント製品

説明

RAC Extensions

クラスタノード間のクラスタメンバーシップを管
理します。
p.46 の 「RAC の機能拡張」 を参照してくださ
い。

通信インフラストラクチャ
通信インフラを理解するには、データフローと通信の必要条件を見直してください。

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

REDO
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ファイル
一時
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通信の必要条件
クライアントシステムのエンドユーザーは、アクセスしているデータベースが複数のインス
タンスによってホストされていることを意識しません。複数のインスタンスからアクセスされ
るデータベースの I/O に重要なのはプロセス間での通信です。データスタックの各層ま
たはコンポーネントが正しく機能するには、他のノードのピアと確実に通信する必要があ
ります。RAC インスタンスは、データベース内のデータブロックの保護を調整するために
通信を行う必要があります。ODM プロセスは、データファイル保護を調整し、クラスタ全
体にアクセスするために通信を行う必要があります。CFS は、ファイルシステムのメタデー
タ更新を調整します。その間に CVM は、論理ボリュームとマップの状態を調整します。
図 1-4 は通信スタックを表します。
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通信スタック

図 1-4
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クラスタ相互接続通信チャネル
クラスタ相互接続は、モジュール間の 1 ノード通信とは別に、すべてのシステム間通信に
通信チャネルを追加します。 LLT（Low Latency Transport）と GAB（Group Membership
Services/Atomic Broadcast）は、SF Oracle RAC の操作の中心となる VCS 通信パッ
ケージを構成します。
標準的な操作状態では、LLT と GAB によるトラフィックの大部分は、Lock Management
によるトラフィックで、その他のデータのトラフィックは比較的まばらです。

LLT（Low Latency Transport）について
LLT プロトコルは、高パフォーマンスと低遅延を実現する、IP スタックに代わるものとして
すべてのクラスタ通信で使われます。
LLT には、次に示す 2 つの主要機能があります。
■

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

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

ハートビート信号は次のように定義されます。
■

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

■

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

■

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

■

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

図 1-5 は、クラスタ内のハートビートを示しています。
図 1-5

クラスタ内のハートビート
エージェント

すべてのインターフェ
ース上で2 地点間
ハートビートを0.5 秒お
きにユニキャストする

エージェント

エージェント

エージェント

HAD

HAD

GAB

GAB

LLT

LLT

各 LLT モジュールは、設定済み
の各インターフェースで
各ピアからのハートビート状態
を追跡する

LLT は各システムの
ハートビート状態を
GAB に転送する

LLT は、特定のクラスタの相互接続リンクを高優先度または低優先度として指定するよう
に設定できます。高優先度リンクは、GAB とのクラスタ通信およびハートビート信号で使
われます。通常の運用では、低優先度リンクはハートビートとリンク状態の保守のみで使
われます。このとき、ハートビートの頻度は、ネットワークのオーバーヘッドを軽減するた
めに通常の 50% に縮小されます。
設定済みのすべての高優先度リンクで障害が発生した場合、LLT はすべてのクラスタ通
信トラフィックを最初に使用可能な低優先度リンクに切り替えます。高優先度リンクが利用
可能になると、通信トラフィックはその高優先度リンクに直ちに復帰します。
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必須ではありませんがベストプラクティスとして推奨されることは、少なくとも 1 つの低優先
度リンクを設定し、2 つの高優先度リンクを専用のクラスタ相互接続上に設定して、通信
パスの冗長性を確保することです。通常、低優先度リンクはパブリックネットワークまたは
管理ネットワーク上に設定します。
プライベート NIC のメディア速度を変更する場合は、LLT パフォーマンスを向上させるた
めに低速度の低優先度リンクとして NIC を設定することをお勧めします。この設定により、
LLT は、プライベートリンク間でアクティブ/パッシブ負荷分散を実行します。 設定とフェー
ルオーバーの時点で、LLT は優先度の高いリンクをアクティブなリンクとして自動的に選
択し、優先度の高いリンクに障害が起きた場合にのみ優先度の低いリンクを使います。
LLT は、重み付けされたラウンドロビンの方法で、設定されたすべてのリンク上でパケット
を送信します。 LLT は、リンクバーストパラメータを使います。これは、次のリンクが選択さ
れる前に LLT がリンク上で送信するバックツーバックパケットの数を表します。 デフォル
トの重み付けされたラウンドロビンベースの負荷分散に加えて、LLT では宛先ベースの
負荷分散も提供されます。 LLT では、宛先ベースの負荷分散が実装され、宛先のノード
ID とポートに基づいて LLT リンクが選択されます。 宛先ベースの負荷分散では、LLT
は、特定の宛先のすべてのパケットを 1 つのリンク上で送信します。 ただし、宛先ベース
の負荷分散のアプローチでは、ポートに異種のトラフィックが存在する場合に LLT が利
用可能なリンクを完全に活用できないという問題が起きる可能性があります。 宛先ベース
の負荷分散は、セットアップに 3 つ以上のクラスタノードと、さらに多くのアクティブな LLT
ポートが存在する場合にお勧めします。 クラスタでポートに LLT リンクのマッピングを設
定するには、宛先ベースの負荷分散を手動で設定する必要があります。
p.83 の 「LLT の宛先ベースの負荷分散の設定」 を参照してください。
LLT は起動時に、同じノード ID とクラスタ ID のペアを持つネットワーク内のノードを検出
するために、LLT のノード ID とクラスタ ID の情報を含むブロードキャストパケットを LAN
に送信します。 ネットワーク内の各ノードは、このブロードキャストメッセージに自身のクラ
スタ ID、ノード ID、ノード名で応答します。
次の場合は、元のノード上の LLT が起動せず、適切なエラーが表示されます。
■

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

■

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

アプリケーション間のより高速の相互接続のための LLT での RDMA 機能の
サポートについて
LLT および GAB では、InfiniBand およびイーサネットメディア (RoCE) 上で RDMA 技
術を使用したアプリケーション間の高速相互接続がサポートされます。 ハードウェアの
RDMA 機能を利用し、既存の LLT 機能もサポートするために、LLT では設定済みの
RDMA リンクごとに 2 つのチャネル（RDMA と非 RDMA）が維持されます。RDMA およ
び非 RDMA チャネルはノード間のデータ転送が可能で、LLT ではこれらのチャネルを
使用するための CFS、CVM などの別の API がクライアントに提供されます。 RDMA チャ
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ネルでは、ハードウェアの RDMA 機能の利用によってより高速のデータ転送が提供され
ます。 RDMA チャネルは、クラアントがこのチャネルを使用できるときは主にデータ転送
に使用されます。 非 RDMA チャネルは UDP 層の上に作成され、LLT ではこのチャネ
ルは主にハートビートの送受信に使用されます。非 RDMA チャネルの健全性に基づい
て、GAB ではクラスタのクラスタメンバーシップが決定されます。 RDMA チャネルの接続
管理は非 RDMA チャネルからは分離されていますが、RDMA チャネルに対する接続操
作および切断操作は非 RDMA チャネルの状態に基づいてトリガされます。
非 RDMA チャネルが起動していても、RDMA 層のいくつかの問題が原因で RDMA チャ
ネルがダウンしている場合、非 RDMA チャネル上のデータ転送のパフォーマンスは
RDMA チャネルの問題が解決されるまで低くなります。 システムログには、RDMA チャ
ネルの起動時またはダウン時にメッセージが表示されます。
LLT では、オペレーティングシステムによってインストールされた Open Fabrics Enterprise
Distribution（OFED）層とドライバがハードウェアとの通信に使用されます。RDMA 上の
LLT は、1 つのノード上で動作するアプリケーションが、RDMA が有効なネットワークを
介して接続されている別のノードで動作するアプリケーションのメモリに直接アクセスする
ことを可能にします。それとは対照的に、非 RDMA のネットワークを介して接続されてい
るノードでは、アプリケーションは別のノードで動作するアプリケーションへの直接読み込
みまたは直接書き込みを行うことができません。 CFS、CVM などの LLT クライアントは、
アプリケーションでの読み込みおよび書き込み操作を完了する前にデータの中間コピー
を作成する必要があります。これにより遅延期間が増え、場合によってはパフォーマンス
に影響を与えることがあります。
RDMA ネットワーク上の LLT により、アプリケーションでは中間コピーを作成しなくても
ネットワーク上の別のノードのアプリケーションに読み込みと書き込みを行うことができま
す。これにより、遅延が減り、スループットが増え、CPU ホスト使用率が最小化されるた
め、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。 LLT および GAB のクライアントで
ある Cluster Volume Manager と Cluster File System では、RDMA 機能上の LLT を
特定の使用例で使うことができます。

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

クラスタ通信

GAB
メッセージング
ノード 1

ノード 2

クラスタメンバーシップ/状態

データファイル管理

NIC

NIC
NIC

ファイルシステムのメタデータ

NIC

ボリューム管理

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

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

■

■

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

■

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

■

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

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

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

h

SmartIO

vxconfigd

kmsg

VXFEN
b

CFS

v u,w,y m

ODM

Oracle
CM API

GMS

HAD

a

CVM

GLM

GAB
メンバーシップ

図 1-7

skgxn
VCSMM

f

d

o

GAB
LLT

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

CVM のアーキテクチャ
CVM は、「マスター/スレーブ」アーキテクチャで設計されています。 クラスタ内の 1 つの
ノードが論理ボリューム管理のマスターとして設定されており、他のすべてのノードはス
レーブになります。 既存のマスターで障害が発生した場合は、いずれかのノードがマス
ターの役割を引き継ぎます。 CVM マスターはクラスタごとに存在しており、GAB と LLT
を使用して設定データを転送します。
VxVM の場合と同様に、Volume Manager 設定デーモン vxconfigd は、論理ボリュー
ムの設定を維持します。 このデーモンは、カーネルレベルでオペレーティングシステムを
更新することによって、ボリュームの変更を処理します。 たとえば、ボリュームのミラーに
障害が発生すると、そのミラーはボリュームから切断されます。vxconfigd が正しいアク
ションを決定し、新しいボリュームレイアウトを更新して、カーネルに新しいボリュームレイ
アウトを通知します。 CVM はこの動作を複数のノードまで拡張し、ボリューム変更をマス
ター vxconfigd に伝達します。
メモ: マスターノードで、オペレータによる変更を実行する必要があります。
マスター vxconfigd プロセスはこれらの変更をスレーブ vxconfigd プロセスにプッシュ
し、各スレーブプロセスはローカルカーネルを更新します。 CVM のカーネルのモジュー
ルは kmsg です。
p.28 の 図 1-7 を参照してください。
CVM は、ノード間で書き込みロックを設定しません。 各ノードはストレージのどの領域に
ついても自由に更新できます。 データの整合性を保持するのは、すべて上位のアプリ
ケーションの責任です。 アプリケーションの視点から見ると、スタンドアロンシステムは
CVM システムと同じように論理ボリュームにアクセスします。
デフォルトでは、CVM は「統一共有ストレージ」モデルを適用します。 すべてのノードは、
1 つのディスクグループの同じディスクセットに接続する必要があります。 1 つのディスク
グループの物理ディスクセット全体を検出できないノードは、グループをインポートできま
せん。 ノードが特定のディスクとの通信手段を失うと、CVM はそのノードを除外して、そ
のノードがそのディスクを使用できないようにします。
共有ストレージ全体へのアクセスを持たないクラスタノードでも参加できるように
storage_connectivity チューニングパラメータを非対称に設定します。 同様にノード
は、ストレージに対するローカルエラーがあっても共有ディスクグループをインポートでき
ます。
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詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。

CVM 通信
CVM 通信には、種類の異なる通信に対応した様々な GAB ポートが必要になります。こ
れらのポートの図については、次を参照してください。
p.28 の 図 1-7 を参照してください。
CVM 通信は次の GAP ポートを要します。
■

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

■

ポート m
CVM はポート m を GLM（Group Lock Manager）を使用して SmartIO VxVM キャッ
シュの一貫性を保つのに使用します。

■

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

■

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

■

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

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

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

マスターノードで設定コマンドを起動します。

■

ディスクグループが作成され、共有ディスクグループとしてインポートされます。(ディ
スクグループをプライベートにすることもできます。)

■

ディスクグループはノードごとにアクティブ化されます。

■

共有ディスクグループは CVM の起動時に自動的にインポートされます。

Flexible Storage Sharing について
FSS（Flexible Storage Sharing）は、クラスタ全体でローカルストレージのネットワーク共
有を有効にします。 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 は、ローカル SSD を搭載していない可能性があるサービスノードにリモートでキャッ
シュ保存するために SmartIO 技術とともに使うことができます。
FSS は CVM プロトコルバージョン 130 以降でサポートされています。 このリリースでは、
FSS は RHEL（Red Hat Linux）または SLES（SUSE Linux Enterprise Server）を実行
する最大 8 個のノードのクラスタでサポートされます。 このリリースでサポートする RHEL
と SLES のバージョンについては、『Veritas InfoScale リリースノート』を参照してくださ
い。
図 1-8 に、Flexible Storage Sharing 環境を示します。
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図 1-8

Flexible Storage Sharing 環境

Flexible Storage Sharing の使用例
次に、FSS 機能のいくつかの使用例を示します。
現在の使用例でのローカルストレージの使 FSS 機能は、Storage Foundation for Oracle RAC
用
（SF Oracle RAC）スタックの現在の使用例をすべて
サポートします。SAN ベースのストレージは必要ありま
せん。
オフホスト処理

データの移行:
■

■
■

共有（SAN）ストレージからネットワーク共有ストレー
ジ
ネットワーク共有ストレージから SAN ストレージ
ノード（DAS）/クラスタに接続したストレージから、
ストレージを共有しない異なるノード（DAS）/クラス
タに接続したストレージ

バックアップ/スナップショット:
追加ノードのバックアップを作成するには、クラスタに
参加し、バックアップを作成するホストではなくクラスタ
の 1 つ以上のノードに接続しているが DAS/共有スト
レージでホストされるボリュームやスナップショットから
読み込みます。
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既存の SF Oracle RAC 機能で利用でき ■
る DAS SSD のメリット

■

■

ファイルシステムのキャッシュ保存に
SmartIO を使う FSS

クラスタの個々のノードに接続した DAS SSD に
わたるミラー化。 DAS SSD は、SAN ストレージよ
り高いパフォーマンスを提供します（SSD を含む）。
FSS には、クラスタにわたるこれらの SSD を共有
する方法が用意されています。
SSD で 1 つのミラー、SAN ストレージで別のミラー
を保存すると、SSD が読み込みアクセスを高速化
し、SAN ストレージがデータの高可用性を実現し
ます。
Storage Foundation で SSD を使う場合には複
数のベストプラクティスがあります。 すべての使用
例はクラスタ環境で SSD に接続した SAN で実行
できます。 FSS を使うと、DAS SSD も同じような
目的で使うことができます。

クラスタのノードに内部 SSD も HDD もある場合は、
HDD は FSS を使ってネットワークで共有できます。
SSD を使ってリード/ライトバックキャッシュを設定する
には、SmartIO を使います。 読み込みキャッシュで
は、ネットワーク共有 HDD を使って作成したボリュー
ムを扱うことができます。
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リモートのキャッシュ保存に SmartIO を使 FSS は、ローカル SSD デバイスを備えていないノー
う FSS
ドにキャッシュサービスを提供するために SmartIO と
連携して働きます。
このシナリオでは、FSS（Flexible Storage Sharing）
によって、ローカル SSD があるノードから SSD がエ
クスポートされます。 FSS で、エクスポートされた SSD
のプールがクラスタ内に作成されます。 この共用プー
ルから、クラスタの各ノードのキャッシュ領域を作成し
ます。 各キャッシュ領域には、作成される特定のノー
ドからのみアクセス可能です。 キャッシュ領域のタイプ
には VxVM または VxFS があります。
クラスタは CVM クラスタである必要があります。
リモート SSD のキャッシュ領域のボリュームレイアウト
は、ホスト全体をミラー化するデフォルトの FSS 割り当
てポリシーではなく単純なストライプレイアウトに従いま
す。 キャッシュに保存する操作により特定ボリュームの
パフォーマンスが低下する場合は、そのボリュームの
キャッシュを無効にします。 キャッシュ領域の作成に
使うボリュームは、ディスクグループバージョン 200 以
降のディスクグループで作成する必要があります。 た
だし、ディスクグループバージョン 190 以降のディスク
グループで作成したデータボリュームは、FSS によっ
てエクスポートされたデバイスで作成したキャッシュ領
域にアクセスできます。

メモ: CFS ライトバックキャッシュは、リモートの SSD
に作成されたキャッシュ領域ではサポートされません。
エクスポートデバイスでキャッシュ領域を作成するに
は、CVM/CFS ライセンスとは別に SmartIO ライセン
スが必要です。
詳しくは、『Veritas InfoScale SmartIO for Solid State
Drives ソリューションガイド』を参照してください。
キャンパスクラスタ設定

キャンパスクラスタは、サイト間のファイバーチャネル
（FC）SAN 接続が確立されていなくても設定できます。

p.142 の 「Flexible Storage Sharing の管理」 を参照してください。

Flexible Storage Sharing の制限事項
FSS（Flexible Storage Sharing）を使う場合には次の制限事項があります。
■

FSS は最大 8 個のノードのクラスタでのみサポートされます。

■

ディスクの初期化操作は、ディスクにローカル接続するノードでのみ実行してくださ
い。
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■

FSS は共有ネットワークでブートディスク、非透過ディスク、非 VxVM ディスクの使用
をサポートしません。

■

ホットリロケーションは FSS ディスクグループでは無効です。

■

VxVM クローンディスク操作は、FSS ディスクグループではサポートされていません。

■

vxresize 操作はスレーブノードのボリュームとファイルシステムではサポートされま

せん。
■

FSS は複数のホストに接続済みの非 SCSI3 ディスクをサポートしません。

■

動的 LUN 拡張（DLE）はサポートされません。

■

FSS は、vxsnap 操作を使って作成、またはボリューム作成時に「logtype=dco
dcoversion=20」属性を指定して作成したインスタントデータ変更オブジェクト（DCO）
のみをサポートします。

■

デフォルトでは、下位の mediatype が異なるので vxassist による SSD と HDD 間
のミラーの作成はサポートされません。 この問題を回避するには、特定の mediatype
を持つボリューム（デフォルトの mediatype である HDD など）を作成してから、SSD
にミラーを追加します。
次に例を示します。
# vxassist -g diskgroup make volume size init=none
# vxassist -g diskgroup mirror volume mediatype:ssd
# vxvol -g diskgroup init active volume

p.147 の 「vxassist を使用したミラー化ボリュームの管理」 を参照してください。

クラスタファイルシステム（CFS）
CFS は、業界標準の Veritas File System の拡張機能であり、同じファイルシステムを
複数のノードにマウントすることが可能です。 別のノードを介してストレージにデータを送
信する他のファイルシステムとは異なり、CFS は、真の SAN ファイルシステムです。 す
べてのデータトラフィックは Storage Area Network（SAN）で発生し、メタデータだけがク
ラスタ相互接続を通過します。
CFS には、SAN ファブリックを使用してデータを読み書きする機能のみでなく、ストレー
ジチェックポイント機能とバックアップ/リカバリのロールバック機能も用意されています。
一般的な SF Oracle RAC 設定では、クラスタストレージへのアクセスに CFS を使いま
す。 CVM ボリュームへの RAW アクセスも可能ですが、一般的な設定には組み込まれ
ていません。
詳しくは、 Storage Foundation Cluster File System High Availability の管理者向けマ
ニュアルを参照してください。
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CFS のアーキテクチャ
SF Oracle RAC では、大規模なデータベース環境でファイルシステムを管理するために
CFS が使われます。CFS は VxFS の拡張機能なので動作がよく似ており、メタデータと
データをメモリにキャッシュします（この機能のことを通常、バッファキャッシュまたは vnode
キャッシュといいます）。CFS では、Global Lock Manager（GLM）という分散ロックメカニ
ズムを使用して、すべてのノードにファイルシステムの統一的なビューを提供します。GLM
は、ファイルシステムのメタデータ（inode やフリーリストなど）に対するアクセスを調整する
ことによって、複数のノードでメタデータとキャッシュの整合性を確保します。GLM の役割
は、負荷分散を実現するためにファイルシステムごとに設定します。
CFS はプライマリ/セカンダリのアーキテクチャになっています。クラスタ内のノードの 1 つ
はファイルシステムのプライマリです。どのノードからも、データの作成、削除、サイズ変更
の操作を開始できますが、実際の操作を実行するのは GLM マスターノードになります。
GLM マスターノードは、ファイルを作成してから、ノード間でデータの整合性を確保する
ためにロックを設定します。たとえば、あるノードがファイルのブロックを修正する場合、同
じファイルをキャッシュ保存している可能性のある他のノードで、このキャッシュに保存さ
れたコピーが無効になるように、排他ロックを実行する必要があります。
SF Oracle RAC の設定では、GLM ロックの使用は最小限に抑えられています。Oracle
RAC は ODM インターフェースを経由してファイルシステムにアクセスし、独自のロックを
処理します。つまり、データをバッファに入れ、ファイルに対する書き込み操作を調整す
るのは、Oracle だけになります（GLM はその処理を行いません）。このようにロックとバッ
ファの処理を一元化することによって、パフォーマンスを最大化できます。 GLM のロック
がかかわってくるのは、ファイルのメタデータが変更される場合（作成やサイズ変更の操
作など）に限られます。

CFS 通信
CFS は、GLM ロックとメタデータ通信にポート f を使います。SF Oracle RAC の設定で
は、ファイルのメタデータが変更したときを除き、GLM ロックの使用は最小限に抑えられ
ています。

CFS ファイルシステムのメリット
VxFS で利用可能な多くの機能は ODM が扱うため、SF Oracle RAC 環境では動作し
ません。CFS は、高可用性、一貫性と拡張性、集中型管理などの機能を VxFS に追加
します。 SF Oracle RAC 環境で CFS を使用すると、次のメリットがあります。
■

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

■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VCS 通信
VCS は、HAD 通信にポート h を使います。エージェントがリソースに関してローカルノー
ドの HAD と通信し、HAD がそのノードのリソースのビューを、GAB ポート h を介して他
のノードへ配信します。HAD はまた、他のクラスタメンバーから情報を受け取り、自分自
身のクラスタのビューを更新します。
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IMF 通知モジュールについて
IMF（Intelligent Monitoring Framework）の通知モジュールは、AMF（Asynchronous
Monitoring Framework）です。
AMF はカーネルドライバであり、システム呼び出しや、オペレーティングシステムの他の
カーネルインターフェースにフックして、次のような各種イベントの通知を取得します。
■

プロセスが開始または停止するとき。

■

ブロックデバイスがマウントポイントからマウントまたはマウント解除されるとき。

また、AMF は IMFD（Intelligent Monitoring Framework Daemon）と通信し、通知に関
連するディスクグループを取得します。AMF は、インテリジェントな監視に対して有効化
されたさまざまな VCS エージェントにこれらの通知をリレーします。
p.39 の 「リソースの監視について」 を参照してください。

リソースの監視について
VCS エージェントは、MonitorInterval または OfflineMonitorInterval リソースタイプ属性
で定義されている監視間隔（秒単位）の値に基づいて、定期的にリソースをポーリングし
ます。 各監視間隔の後、VCS はそのリソースに対する監視エージェント関数を呼び出し
ます。 たとえば、プロセスオフライン監視で、各プロセスリソースに対応するプロセスエー
ジェントの監視エージェント関数は、各監視間隔でプロセステーブルをスキャンし、プロセ
スがオンラインになっているかどうかを確認します。 プロセスオンライン監視で、監視エー
ジェント関数は監視しているプロセス ID の状態について、オペレーティングシステムに
問い合わせます。 マウントエージェントの場合は、各マウントリソースに対応する監視エー
ジェント関数は、ブロックデバイスがマウントポイントにマウントされているかどうかを確認し
ます。 これを判断するため、監視関数はマウントテーブルのスキャンなどの操作を実行
するか、statfs と同等のコマンドを実行します。
インテリジェントな監視フレームワーク（IMF）では、VCS はポーリングベースの監視に加
えてインテリジェントなリソース監視をサポートします。 IMF は VCS のエージェントフレー
ムワークの拡張機能です。 IMF 対応の VCS エージェントのインテリジェントな監視機能
は有効または無効にできます。 IMF 対応エージェントについて詳しくは、『Cluster Server
付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。
p.40 の 「インテリジェントなリソース監視の動作方法」 を参照してください。
p.83 の 「エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と無効
化」 を参照してください。
ポーリングベースの監視は、多数のリソースを用いるシステムの CPU やメモリのようなシ
ステムリソースのかなり大きいパーセントを消費する場合があります。 これは、実行中のア
プリケーションのパフォーマンスに影響するだけでなく、エージェントが効率的に監視で
きるリソースの数も制限します。
ただし、IMF ベースの監視により、ポーリングベースの監視を完全に廃止するか、または
頻度を減らすことができます。 たとえば、プロセスのオフラインとオンライン監視では、プ

39

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

ロセスで有効にされた IMF ベースの監視によって、ポーリングベースの監視の必要性を
完全になくすことができます。 同様に vxfs マウントでは、IMF 監視を有効にしてポーリン
グベースの監視を廃止できます。 こうした監視が占める領域の削減により、他のアプリ
ケーションで使用できるシステムリソースが多くなります。
メモ: マウントに対するインテリジェントな監視フレームワークは、VxFS、CFS、および NFS
のマウントタイプでのみサポートされます。
IMF 対応エージェントによって、VCS は大量のリソースを効率的に監視できるようになり
ます。
従って、インテリジェント監視にはポーリングベースの監視に勝る次の利点があります。
■

リソースの状態の変化をより速く通知します

■

監視関数が占める領域の削減により VCS システムの使用率を減らします

■

VCS で大量のリソースを効率的に監視できます

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

VCS の制御下に大量のプロセスリソースかマウントリソースがある

■

IMF 対応のエージェントがある

IMF 対応エージェントについて詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

付属エージェントが IMF 対応かどうかについて詳しくは、『Cluster Server 付属エー
ジェントリファレンスガイド』を参照してください。

■

Oracle の IMF 対応エージェントについては、『Cluster Server Agent for Oracle イ
ンストールおよび設定ガイド』を参照してください。

■

CFS 環境の IMF 対応エージェントについては、『Storage Foundation Cluster File
System High Availability インストールガイド』を参照してください。

インテリジェントなリソース監視の動作方法
IMF 対応エージェントが起動すると、エージェントは IMF 通知モジュールを初期化しま
す。リソースが安定状態になった後、エージェントはリソースの監視に必要な詳細を IMF
通知モジュールに登録します。たとえば、プロセスエージェントはプロセスの PID を IMF
通知モジュールに登録します。 エージェントの imf_getnotification 関数はリソースの状
態が変化するのを待ちます。 IMF 通知モジュールがリソースの状態の変化を
imf_getnotification 関数に通知すると、エージェントフレームワークは監視エージェント
関数を実行して、そのリソースの状態を確認します。 エージェントが状態の変化を VCS
に通知すると、VCS は適切な処理を実行します。
リソースは、2 つの連続する監視エージェント関数が状態を ONLINE または OFFLINE
として報告すると、安定状態に移行します。どのように安定状態に移行するかについて、
いくつかの例を次に示します。
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■

リソースがオンライン状態になると、オンラインエージェント関数が完了した後で、監視
エージェント関数がスケジュールされます。この監視エージェント関数が状態を
ONLINE として報告すると想定します。次の監視エージェント関数は、MonitorInterval
属性によって指定された時間間隔が経過した後で実行されます。この監視エージェ
ント関数も状態を ONLINE として報告した場合は、2 つの連続した監視エージェント
関数がリソースの状態を ONLINE として報告したことになるので、安定状態になりま
す。2 番目の監視エージェント関数が状態を ONLINE として報告した後、IMF の登
録コマンドがスケジュールされます。リソースは IMF の通知モジュールによって登録
され、IMF の制御下に入ります。MonitorInterval のデフォルト値は 60 秒です。
リソースのオフライン状態についても、同様の一連のイベントが発生します。

■

IMF があるエージェントタイプに対して無効化されており、リソースが ONLINE 状態
であるときにそのエージェントタイプに対して IMF を有効化すると想定します。次の
監視エージェント関数は、MonitorInterval によって指定された時間間隔が経過した
後で実行されます。この監視エージェント関数も状態を ONLINE として報告した場合
は、2 つの連続した監視エージェント関数がリソースの状態を ONLINE として報告し
たことになるので、安定状態になります。
そのエージェントタイプに対して IMF を有効化したあとで、リソースが最初に OFFLINE
と報告され、次の監視エージェント関数でも状態が OFFLINE と報告された場合、同
様の一連のイベントが発生します。

p.39 の 「IMF 通知モジュールについて」 を参照してください。

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

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

■

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

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

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

共有ストレージへのアクセスを保持しなければならないノード

■

クラスタから取り出されなければならないノード

この決定によってデータ破損を防ぎます。 インストーラは、Veritas InfoScale Enterprise
をインストールするときに、I/O フェンシングドライバ、VRTSvxfen RPM の一部をインス
トールします。 共有ディスクのデータを保護するには、Veritas InfoScale Enterprise を
インストールして SF Oracle RAC を設定した後、 I/O フェンシングを設定する必要があ
ります。
ディスクベースまたはサーバーベースの I/O フェンシングのコーディネーションポイント
は、コーディネータディスク、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）、または
両方の組み合わせのいずれかに設定できます。 ディスクベースまたはサーバーベース
の I/O フェンシングを設定できます。
ディスクベースの I/O フェンシング

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

サーバーベースの I/O フェンシング

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

詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
次の点を確認します。
■

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

■

SF Oracle RAC では、クラスタのコーディネーションポイントとして機能する、少なくと
も 3 つの CP サーバーが必要です。

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

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

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

クラスタ通信を可能にするクラスタ相互接続

■

相互接続上でのクラスタ通信で使われるプライベート仮想 IP アドレス

■

クライアント通信で使われるパブリック仮想 IP アドレス

■

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

■

各ノードがアクセス可能な共有ストレージ

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

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

ノードのリスト

■

データベースインスタンスからノードへのマッピング

■

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

■

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

■

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

■

クラスタの現在の状態

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

アプリケーションリソース
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure アプリケーションのリソースは VCS リソースに
似ています。 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure により制御される各コンポーネン
トは、データベース、インスタンス、サービス、ノードアプリケーションなどのアプリケーショ
ンリソースにより定義されます。
VCS とは異なり、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure では、複数のノードで並列に
実行されるコンポーネントに対して別々のリソースが使われます。
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リソースプロファイル
リソースはプロファイルによって定義されます。これは VCS リソースを定義する属性に似
ています。OCR には、アプリケーションリソースのプロファイル、依存関係、状態情報が
含まれます。

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

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

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

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

ロックによってデータの整合性を確保できます。

■

システムコールとコンテキスト切り替えがわずかしかありません。

■

I/O 並列処理の機能が強化されています。

■

ファイルの作成とディスクの割り振りが効率化されています。

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

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

■

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

■

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

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

RAC の機能拡張
Oracle RAC はデータ整合性を保護するために Veritas Cluster Server のメンバー所
属 Manager のような VCS によって提供されるアフターサービス（VCSMM）に頼ります。

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

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

LLT（Low Latency Transport）

■

VCSMM

■

I/O フェンシング

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure

■

PrivNIC と MultiPrivNIC

診断ユーティリティは、SF Oracle RAC のインストール時に
/opt/VRTSvcs/rac/healthcheck/healthcheck にインストールされます。
このユーティリティは、設定ファイルからの情報を集める、または診断設定ファイルの
/opt/VRTSvcs/rac/healthcheck/healthcheck.cf に設定されたしきい値を読み込
むことで、コンポーネントの状態を判断します。
このユーティリティは、コンポーネントの運用状態がそのコンポーネントに対して設定され
た値に違反したとき、または状態のスコアがしきい値に近づくか超えたときに、警告メッ
セージを表示します。診断設定ファイルを修正して、しきい値を必要なレベルに設定でき
ます。
I/O フェンシング、PrivNIC、MultiPrivNIC、および Oracle Clusterware コンポーネント
に対する診断では、しきい値を使いません。
メモ: 必要に応じて、ORACLE_HOME と CRS_HOME のパラメータを、お使いの設定に合わ
せて設定ファイルに設定する必要があります。
表 1-2 では、しきい値の変更に関するガイドラインを示します。
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表 1-2

しきい値の設定

要求

しきい値の設定

早く警告を検出するには

対応するしきい値を下げます。

警告を抑止するには

対応するしきい値を上げます。

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

メモ: ユーティリティ実行のスケジュールを cron ジョブとして設定すると、クラスタの診断
評価を定期的に実行できます。
p.69 の 「SF Oracle RAC クラスタの定期的診断のスケジュール設定」 を参照してくださ
い。
各コンポーネントで実行される診断の一覧の詳しい説明については、付録「SF Oracle
RAC診断の一覧」を参照してください。

Virtual Business Service について
Virtual Business Service は、異機種混在のオペレーティングシステムと仮想技術で実
行中の多層型のビジネスアプリケーションにおいて、継続的な高可用性を提供し、サー
ビス中断の頻度と時間を減少させます。 Virtual Business Service は、マルチティアア
プリケーションを単一の統合エンティティとして表し、Cluster Server や ApplicationHA
などの製品によって個々のティアに提供される高可用性およびディザスタリカバリに基づ
いて構築されます。 さらに Virtual Business Service は、サーバー層間で移行されない
ものでも、アレイ、ホスト、ファイルシステムなど、サービスが使うすべてのアセットを表すこ
ともできます。 Virtual Business Service は、多層型ビジネスサービス全体を表す単一
の統合エンティティを提供します。 Cluster Server または ApplicationHA によって管理
されるアプリケーションコンポーネントは、Virtual Business Service によって能動的に管
理できます。
Veritas InfoScale Operations Manager Virtual Business Services Availability Add-on
を使って、Veritas InfoScale Operations Manager で作成された Virtual Business
Service を設定、管理できます。 Business Entity Operations Add-on を介して使用可
能であったすべての機能だけでなく、VBS Availability Add-on は、多層型アプリケーショ
ンのコンポーネント間での障害の依存関係を設定する追加機能も提供します。
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メモ: Veritas Operations Manager Business Virtual Business Service Operations
Add-on のバージョン 3.1 および 4.0 を使って作成されたすべての Application Entities
は、Veritas InfoScale Operations Manager に VBS Availability Add-on を配備した
後、Virtual Business Service として利用可能になります。 Virtual Business Service を
実行するには、Veritas InfoScale Operations Manager が必要です。

Virtual Business Services の機能
次の VBS 操作がサポートされています。
■

Veritas InfoScale Operations Manager コンソールからの Virtual Business Services
の開始: Virtual Business Services の開始時に関連付けられているサービスグルー
プがオンライン化されます。

■

Veritas InfoScale Operations Manager コンソールからの Virtual Business Services
の停止: Virtual Business Services が停止するとその関連付けられているサービス
グループがオフライン化されます。

■

ApplicationHA の制御下にあるアプリケーションは Virtual Business Service に組
み込むことができます。 ApplicationHA では、 仮想マシン内のアプリケーションを起
動、停止、監視できます。 VMWare 仮想マシンでアプリケーションをホストし、これら
の仮想マシンの vCenter を Veritas InfoScale Operations Manager で設定してい
る場合は、Virtual Business Service を起動または停止したときに仮想マシンを自動
的に起動または停止するように設定できます。

■

Virtual Business Service 内のサービスグループ間の依存関係の定義: 依存関係に
よりサービスグループがオンライン化され、オフライン化される順序が定義されます。
サービスグループの依存関係の正しい順序を設定することは、ビジネス継続と高可用
性の達成のために重要です。 下層の高可用性イベントに対する層の反応を制御す
る依存関係のタイプを定義することができます。 設定されている反応は、事前定義済
みのポリシーまたはカスタムスクリプトの実行である可能性があります。

■

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

■

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

Virtual Business Service の設定例
このセクションでは、マルチティアアプリケーションから構成される Virtual Business Service
の設定例を示します。図 1-9 は、3 種類のオペレーティングシステムと 3 種類のクラスタ
で動作するコンポーネントに依存している財務アプリケーションを示しています。
■

Solaris オペレーティングシステムで実行される Oracle などのデータベースは、デー
タベース階層を形成します。
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■

AIX オペレーティングシステムで実行される WebSphere などのミドルウェアアプリ
ケーションは、中間階層を形成します。

■

Windows や Linux の仮想マシンで実行される Apache や IIS などの Web アプリ
ケーションは Web 階層を形成します。
各階層には、独自の高可用性機構があります。 たとえば、データベースには Cluster
Server、Web サーバーにはミドルウェアアプリケーションを使うことができます。
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図 1-9

Virtual Business Service の設定例

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

Veritas InfoScale Operations Manager について
Veritas InfoScale Operations Manager には、Veritas InfoScale 製品の集中型管理コ
ンソールが用意されています。 Veritas InfoScale Operations Manager を使って、スト
レージリソースを監視、視覚化、管理したり、レポートを生成したりすることができます。
Veritas InfoScale Operations Manager を使って Storage Foundation と Cluster
Server の環境を管理することをお勧めします。
Veritas InfoScale Operations Manager は http://go.symantec.com/vom からダウン
ロードできます。
インストール、アップグレード、設定の手順について詳しくは、Veritas InfoScale
Operations Manager のマニュアルを参照してください。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）のコンソールは Veritas InfoScale 製品に含ま
れなくなりました。 VEA の使用を続けたい場合は、
http://www.symantec.com/operations-manager/support からソフトウェアバージョンを
ダウンロードできます。 Storage Foundation Management Server は非推奨です。
Cluster Manager（Java コンソール）を使ってシングルクラスタを管理したい場合は、
http://www.symantec.com/operations-manager/support からダウンロードできます。
Java コンソールを使ってこのリリースの新しい機能を管理することはできません。 Cluster
Server Management Console は非推奨です。

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。 データセンターのリスクを特定して操作効
率を改善するのに役立ち、データセンターのアーキテクチャとスケールにまつわる複雑
性を管理できるようになります。
表 1-3 は、それらを達成するのに役立つ 3 つの主なデータセンタータスクと SORT ツー
ルのリストです。
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表 1-3
タスク

データセンタータスクと SORT ツール
SORT ツール

インストールとアップグレードの準 ■
備
■

■

■

リスクの特定およびサーバー固有 ■
の推奨事項の取得
■

■

■

インストールとアップグレードのチェックリスト
メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含むシステムの必要
条件を表示します。
インストールとアップグレードのカスタムレポート
Veritas InfoScale 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レポート
を作成します。
アレイ固有のモジュールファインダー
UNIX サーバー用最新 ASL（Array Support Libraries）と
APM（Array Policy Modules）、Wndows サーバー用 DDI
（Device Driver Installers）とデバイス検出層（DDL）を一
覧表示します。
高可用性エージェントの表
アプリケーション、データベース、レプリケーション、シマン
テック社のパートナーのためにエージェントを検索してダウ
ンロードします。
パッチの通知
パッチの更新についての自動電子メールの通知を受信し
ます。 （サインインが必須です。）
リスク評価のチェックリスト
Veritas InfoScale 製品およびプラットフォームに基づく設
定の推奨事項を表示します。
リスク評価のカスタムレポート
システムを分析し、システム可用性、ストレージの使用、パ
フォーマンス、ベストプラクティスについての推奨事項を提
供するレポートを作成します。
エラーコードの説明とソリューション
何千ものエラーコードの詳細情報を表示します。
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タスク

SORT ツール

効率の向上

■

■

■

■

■

パッチファインダー
Veritas InfoScale エンタープライズ製品用のパッチを一覧
表示し、ダウンロードします。
ライセンスと配備のカスタムレポート
インストールされた Veritas InfoScale 製品およびライセン
スキーを一覧表示するカスタムレポートを作成します。 製
品、プラットフォーム、サーバー層、システムによってライセ
ンスを表示します。
Symantec Performance Value Unit (SPVU) Calculator
価格設定の測定移行に役立つ計算機を使います。
マニュアル
マニュアルページ、製品ガイド、サポート技術情報を含む
Veritas InfoScale 製品のマニュアルを一覧表示してダウ
ンロードします。
関連リンク
単一ページに Veritas InfoScale 製品サポート、フォーラ
ム、カスタマーサービス、ベンダー情報へのリンクを表示し
ます。

SORT は追加料金なしで入手できます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com
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ポーネントの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC の管理

■

VCS の管理

■

I/O フェンシングの管理

■

CP サーバーの管理

■

CFS の管理

■

CVM の管理

■

Flexible Storage Sharing の管理

■

SF Oracle RAC のグローバルクラスタの管理

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

環境変数の設定
p.57 の 「SF Oracle RAC の環境変数設定」 を参照してください。

■

各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止
p.57 の 「各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC ノードへの Oracle パッチの適用
p.63 の 「SF Oracle RAC ノードへの Oracle パッチの適用」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC ノードへの Veritas Volume Manager、Veritas File System、また
は ODM のパッチのインストール
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p.63 の 「Veritas Volume Manager、Veritas File System、または ODM のパッチ
の SF Oracle RAC ノードへのインストール」 を参照してください。
■

SF Oracle RAC ノードへのオペレーティングシステムの更新の適用
p.64 の 「SF Oracle RAC ノードへのオペレーティングシステムの更新の適用」 を参
照してください。

■

SF Oracle RAC クラスタへのストレージの追加
p.64 の 「SF Oracle RAC クラスタへのストレージの追加」 を参照してください。

■

ストレージ障害からのリカバリ
p.66 の 「ストレージ障害からのリカバリ」 を参照してください。

■

Veritas NetBackup を使用した Oracle データベースのバックアップと復元
p.66 の 「Veritas NetBackup を使った Oracle データベースのバックアップとリスト
ア」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC クラスタの処理効率の向上
p.67 の 「SF Oracle RAC クラスタの処理効率の向上」 を参照してください。

■

SmartIO の管理
p.68 の 「SmartIO の管理」 を参照してください。

■

オフホスト処理のスナップショットの作成
p.68 の 「オフホスト処理のスナップショットの作成」 を参照してください。

■

SmartTier による効率的なデータベースストレージ管理
p.69 の 「SmartTier による効率的なデータベースストレージ管理」 を参照してくださ
い。

■

シンプロビジョニングと SmartMove によるデータベースストレージの最適化
p.69 の 「シンプロビジョニングと SmartMove によるデータベースストレージの最適
化」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC クラスタの定期的診断のスケジュール設定
p.69 の 「SF Oracle RAC クラスタの定期的診断のスケジュール設定」 を参照してく
ださい。

■

VCSMM モジュールを起動および停止するための環境変数の使用
p.70 の 「VCSMM モジュールを起動および停止するための環境変数の使用」 を参
照してください。

■

SF Oracle RAC クラスタのノードの検証
p.71 の 「SF Oracle RAC クラスタのノードの検証」 を参照してください。

SF Oracle RAC の管理中に問題が起きた場合について詳しくは、トラブルシューティン
グの項を参照してください。
p.160 の 「SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて」 を参照してください。
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SF Oracle RAC の環境変数設定
.profile ファイル（または他のシステムの適切なシェルセットアップファイル）で MANPATH
変数を設定して、マニュアルページを表示できるようにします。
使用しているシェルに応じて、次のうち 1 つを入力します。
sh、ksh、bash の場合

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

csh の場合

# setenv MANPATH /usr/share/man:¥
/opt/VRTS/man

csh の場合

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

端末プログラムによっては、マニュアルページを表示するときに文字化けして表示される
ことがあります。この問題を解決するために環境変数 LC_ALL=C を設定してください。
各システムの .profile ファイル（または各自のシステムに合ったシェルセットアップファイ
ル）に PATH 環境変数を設定して、インストールと他のコマンドを実行します。
使用しているシェルに応じて、次のうち 1 つを入力します。
sh、ksh、bash の場合

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

各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止
SF Oracle RAC インストーラを使うか、または手動で、クラスタ内の各ノード上の SF
Oracle RAC を起動または停止できます。
SF Oracle RAC を起動する
には

インストーラを使う場合
p.58 の 「スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC
の起動」 を参照してください。
手動の場合
p.58 の 「手動による各ノードでの SF Oracle RAC の起動」 を参
照してください。
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SF Oracle RAC を停止する
には

インストーラを使う場合
p.59 の 「スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC
の停止」 を参照してください。
手動の場合
p.60 の 「手動による各ノードでの SF Oracle RAC の停止」 を参
照してください。

スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の起動
-start オプションを指定してインストーラを実行し、各ノードで SF Oracle RAC を起動

します。
メモ: クラスタ内のすべてのノードで SF Oracle RAC を起動します。 クラスタ内の一部の
ノードだけを指定すると、GAB シーディングに依存するいくつかのコンポーネントで障害
が発生する場合があります。
インストーラを使って SF Oracle RAC を起動するには

1

クラスタのいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

SF Oracle RAC を起動します。
# /opt/VRTS/install/installer -start sys1 sys2

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

1

各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

LLT を起動します。
# /etc/init.d/llt start

3

GAB を起動します。
# /etc/init.d/gab start

4

フェンシングを起動します。
# /etc/init.d/vxfen start
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5

GLM を起動します。
# /etc/init.d/vxglm start

6

GMS を起動します。
# /etc/init.d/vxgms start

7

VCSMM を起動します。
# /etc/init.d/vcsmm start

8

ODM を起動します。
# /etc/init.d/vxodm start

9

VCS、CVM と CFS を起動します。
# hastart

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

スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の停止
-stop オプションを指定してインストーラを実行し、各ノードで SF Oracle RAC を停止し

ます。
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インストーラを使って SF Oracle RAC を停止するには

1

クラスタのいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

VCS を停止します。
# hastop -all

3

SF Oracle RAC を停止します。
# /opt/VRTS/install/installer -stop sys1 sys2

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

1

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

Oracle のデータベースインスタンスが VCS で管理されていない場合は、いずれか
のノードに Oracle ユーザーとしてログインしてインスタンスを停止します。
Oracle RAC 12c の場合:
$ srvctl stop instance -db db_name ¥
-node node_name

11g リリース 2 の Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンの場合:
$ srvctl stop instance -d db_name ¥
-n node_name

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

2

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

3

VCS で管理されない CFS ファイルシステムのマウントを解除します。
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■

マウント済みの共有ファイルシステムを使うプロセスが 1 つも実行されていない
ことを確認します。 VxFS または CFS マウントポイントを使うプロセスがないこと
を確認するには
# mount | grep vxfs | grep cluster
# fuser -cu /mount_point

■

次のように入力して、CFS ファイルシステムをマウント解除します。
# umount /mount_point

4

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

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

5

VCS で管理されない VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。
■

マウント済みの共有ファイルシステムを使うプロセスが 1 つも実行されていない
ことを確認します。 VxFS または CFS マウントポイントを使うプロセスがないこと
を確認するには
# mount | grep vxfs
# fuser -cu /mount_point

■

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

6

開いたままになっている VxVM ボリューム（VxVM ブートボリューム以外）がないこと
を確認します。VCS で管理されていない任意のオープンボリュームを停止します。

61

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

7

VCS、CVM と CFS を停止します。
# hastop -local

ポート「f」、「m」、「u」、「v」、「w」、「y」、「h」が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
761f03 membership 01
Port b gen
761f08 membership 01
Port d gen
761f02 membership 01
Port o gen
761f01 membership 01

8

ODM を停止します。
# /etc/init.d/vxodm stop

9

GMS を停止します。
# /etc/init.d/vxgms stop

10 GLM を停止します。
# /etc/init.d/vxglm stop

11 VCSMM を停止します。
# /etc/init.d/vcsmm stop

12 フェンシングを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

13 GAB を停止します。
# /etc/init.d/gab stop

14 LLT を停止します。
# /etc/init.d/llt stop
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SF Oracle RAC ノードへの Oracle パッチの適用
Oracle RAC パッチまたはパッチセットソフトウェアをインストールする前に、次の点に注
意してください。
■

サポートされる Oracle RAC パッチとパッチセットについての最新の情報を確認しま
す。
https://support.symantec.com/ja_JA/article.TECH44807.html

■

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

Oracle パッチを適用するには

1

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

2

Oracle RAC のインストールに必要なパッチまたはパッチセットをインストールしま
す。 パッチまたはパッチセットに付属する Oracle のマニュアルを参照してください。
パッチが Oracle データベースソフトウェア向けの場合は、パッチの適用後にデータ
ベースまたはデータベースインスタンスを開始する前に、SF Oracle RAC ライブラ
リを Oracle ライブラリに再リンクします。

3

Oracle のリソースと cssd のリソースを含んでいるサービスグループをアンフリーズ
します。
# hagrp -unfreeze grp_name

Veritas Volume Manager、Veritas File System、または ODM のパッ
チの SF Oracle RAC ノードへのインストール
クラスタの各ノードで、Veritas Volume Manager、Veritas File System、または ODM
パッチをインストールする手順を実行してください。
SF Oracle RAC ノードに Veritas Volume Manager、Veritas File System、または
ODM パッチをインストールするには

1

root ユーザーとしてログインします。

2

各ノードで SF Oracle RAC を停止します。
p.59 の 「スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の停止」 を参照
してください。
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3

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

4

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

SF Oracle RAC ノードへのオペレーティングシステムの更新の適用
オペレーティングシステムのベースバージョンに更新を適用する必要がある場合は、クラ
スタの各ノードに対して一度に 1 ノードずつ、この項の手順を実行してください。
シマンテック製品によってサポートされるオペレーティングシステムアップデートを次の
Web サイトで確認してください:
https://sort.symantec.com/
オペレーティングシステムの更新を適用するには

1

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

2

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

3

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

4

オペレーティングシステムをアップグレードします。
オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

5

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

6

クラスタの各ノード上で、すべての手順を繰り返します。

SF Oracle RAC クラスタへのストレージの追加
次の方法で SF Oracle RAC クラスタにストレージを追加できます。
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ディスクグループにディスクを追加する

vxdg コマンドを使って、ディスクグループにディ
スクを追加します。
さまざまなオプションについては vxdg（1M）の
マニュアルページを参照してください。
p.65 の 「ディスクグループにディスクを追加して
ストレージを SF Oracle RAC クラスタに追加す
るには」 を参照してください。

ディスクグループのボリューム領域を拡張する

ファイルシステムが入っているボリュームの長さ
を変更するには、vxresize コマンドを使いま
す。 このコマンドは、指定されたボリュームの利
用可能なディスク領域に自動的に位置づけ、後
で使用するためにディスクグループの未使用領
域を解放します。
さまざまなオプションについては vxresize
（1M）マニュアルページを参照してください。
p.66 の 「ディスクグループのボリューム領域を
拡張してストレージを SF Oracle RAC クラスタ
に追加するには」 を参照してください。

メモ: 次の手順のステップは FSS 設定以外にのみ該当します。
ディスクグループにディスクを追加してストレージを SF Oracle RAC クラスタに追加す
るには
◆

ディスクグループにディスクを追加します。
# vxdg -g dg_name adddisk disk_name
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ディスクグループのボリューム領域を拡張してストレージを SF Oracle RAC クラスタに
追加するには

1

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

たとえば、ディスクグループ oradatadg のボリューム oradatavol が拡大可能な最
大サイズを指定すると、指定可能な属性と空きストレージが得られます。
# vxassist -g oradatadg maxsize

2

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

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

Veritas NetBackup を使った Oracle データベースのバックアップとリス
トア
Veritas NetBackup は、Oracle RMAN （Recovery Manager）のデータベースのバック
アップとリカバリ機能を NetBackup のバックアップとリカバリ管理機能に統合します。
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NetBackup for Oracle では、次のバックアップ形式をサポートします。
■

完全バックアップ（Full Backup）

■

増分バックアップ（Incremental backup）

■

多重レベル増分バックアップ（Multilevel incremental backup）

■

差分増分バックアップ（Differential incremental backup）

■

累積増分バックアップ（Cumulative incremental backup）

Oracle RMAN が Oracle の物理データベースオブジェクト（データファイル、テーブル領
域、コントロールファイルおよびアーカイブされた REDO ログ）のバックアップ、復元およ
びリカバリの実行中のとき、NetBackup for Oracle の XML エクスポートおよび XML イ
ンポートユーティリティで論理データベースオブジェクト（テーブル、ユーザー、行）のバッ
クアップと復元を行います。
『Veritas NetBackup for Oracle 管理者ガイド』を参照してください。

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

カーネルコンポーネント（特に LLT と GAB）

■

VCS エンジン（had）

■

VCS エージェント

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

SmartIO の管理
Storage Foundation and High Availability Solutions（SFHA Solutions）の SmartIO
機能により、I/O キャッシュを使用してソリッドステートドライブ（SSD）のデータ効率を向上
させます。
SmartIO は対象デバイスのキャッシュ領域を使います。 キャッシュ領域は、SmartIO が
キャッシュしたデータとそのデータに関するメタデータを格納するために使うストレージ領
域です。 キャッシュ領域のタイプに応じて、VxFS キャッシュまたは VxVM キャッシュの
いずれかがサポートされるかが決定します。 SmartIO を使い始めるために、アプリケー
ションのオンライン時に単一のコマンドでキャッシュ領域を作成できます。 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。
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。
メモ: SmartIO のライトバックキャッシュは、現在、SF Oracle RAC 環境でサポートされて
いません。
SmartIO の使用と管理について詳しくは、『Veritas InfoScale SmartIO for Solid State
Drives ソリューションガイド』を参照してください。

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

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

シンプロビジョニングと SmartMove によるデータベースストレージの最
適化
シンプロビジョニングは、ストレージのプロビジョニングを自動化することでストレージの使
用を最適化するストレージアレイの機能です。 Veritas File System（VxFS）の Veritas
Volume Manager（VxVM）は、Storage Foundation の SmartMove 機能によってどの
ブロックにデータがあるかを監視しています。 VxVM は移行用のコピーエンジンとして、
空の領域はコピーせずに、使われているブロックのみをコピーすることで、シンストレージ
の使用を最適化します。
『Veritas InfoScale ソリューションガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタの定期的診断のスケジュール設定
診断ユーティリティを手動でいつでも起動したり、cron ジョブとして実行したりできます。
診断が警告なしで終了すると、次のメッセージが表示されます。
Success: The SF Oracle RAC components are working fine on this node.

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

1

クラスタの各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

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

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

3

診断ユーティリティを実行します。
# ./healthcheck

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

VCSMM モジュールを起動および停止するための環境変数の使用
VCSMM の起動と停止の環境変数は、システムの再起動中にこのモジュールを起動す
る、またはシステムのシャットダウン処理中にこのモジュールを停止するときのデフォルト
の動作を定義します。
メモ: VCSMM の起動およびシャットダウンは LLT、GAB、フェンシング、および ODM な
どの他のスタックモジュールで相互依存です。SF Oracle RAC のクリーンな起動または
シャットダウンのためには、これらの全モジュールを対象に起動とシャットダウンを有効ま
たは無効にする必要があります。
表 2-1 は VCSMMを起動、停止するための環境変数をリストします。
表 2-1

VCSMM を起動および停止するための環境変数

変数

説明

VCSMM_START

VCSMM ドライバの起動モード。 デフォルトでは、VCSMM ドライバの
起動はシステムの再ブート後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義済みです:
/etc/sysconfig/vcsmm
デフォルト: 1
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変数

説明

VCSMM_STOP

VCSMM ドライバのシャットダウンモード。 デフォルトでは、VCSMM ド
ライバの停止はシステムの停止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義済みです:
/etc/sysconfig/vcsmm
デフォルト: 1

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

クラスタのノードを検証するためのオプション

検査のタイプ

説明

SORT（Symantec
Operations Readiness
Tools）

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

SF Oracle RAC の診断

SF Oracle RAC は、SF Oracle RAC クラスタのコンポーネントの機
能状態を検査する診断ユーティリティを提供します。このユーティリティ
を起動すると、クラスタコンポーネントの運用情報をリアルタイムに収
集し、システムコンソールにレポートを表示できます。クラスタの各ノー
ドでユーティリティを実行する必要があります。
定期的な診断をスケジュール設定するには
p.47 の 「SF Oracle RAC クラスタの状態の定期的評価」 を参照して
ください。

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

利用可能な Veritas デバイスおよびドライバの表示
p.72 の 「利用可能な Veritas デバイスドライバの表示」 を参照してください。

■

VCS の起動と停止
p.74 の 「VCS の起動と停止」 を参照してください。
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■

VCS モジュールを起動および停止するための環境変数
p.75 の 「VCS モジュールを起動および停止するための環境変数」 を参照してくだ
さい。

■

LLT リンクの追加と削除
p.77 の 「LLT リンクの追加と削除」 を参照してください。

■

クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンの表示
p.82 の 「クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンの表示」 を参照してください。

■

LLT 配下の集約インターフェースの設定
p.80 の 「LLT 配下の集約インターフェースの設定」 を参照してください。

■

LLT の宛先ベースの負荷分散の設定
p.83 の 「LLT の宛先ベースの負荷分散の設定」 を参照してください。

■

インテリジェントなリソース監視の有効化と無効化
p.83 の 「エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と
無効化」 を参照してください。

■

AMF カーネルドライバの管理
p.86 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

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

利用可能な Veritas デバイスドライバの表示
利用可能な Veritas デバイスを表示するには:
# cat /proc/devices
Character devices:
1 mem
4 /dev/vc/0
4 tty
4 ttyS
5 /dev/tty
5 /dev/console
5 /dev/ptmx
6 lp
7 vcs
10 misc
13 input
21 sg
29 fb
128 ptm
136 pts
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162
180
189
199
200
202
203
246
247
248
249
250
251
252
253
254

raw
usb
usb_device
VxVM
VxSPEC
cpu/msr
cpu/cpuid
vxgms
amf
vcsmm
vxglm
vxfen
gab
llt
uio
pcmcia

Block devices:
1 ramdisk
3 ide0
8 sd
9 md
65 sd
66 sd
67 sd
68 sd
69 sd
70 sd
71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd
199 VxVM
201 VxDMP
253 device-mapper
254 mdp
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メモリにロードされたドライバを表示するには、次の例で示されているように lsmod コマン
ドを実行します。
次に例を示します。
「gab」ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認する場合
# lsmod |grep "^gab"
gab
246420 11 vxfen,vcsmm

「vx」ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認する場合
# lsmod |grep "^vx"
vxfen
vxodm
vxglm
vxgms
vxspec
vxio
vxdmp
vxportal
vxfs

260888
159820
267400
285692
4360
3090616
341064
7820
2326872

1
1
2
2
4
3 vxspec
92 vxspec,vxio
2
11 vxportal,fdd

VCS の起動と停止
この節は VCS を起動方法と停止方法を説明します。
VCS を起動するには
◆

各ノードで、次のように入力して VCS を起動します。
# hastart

VCS を停止するには
◆

各ノードで、次のように入力して VCS を停止します。
# hastop -local

また hastop -all コマンドを使用して、クラスタ内のすべてのノードの VCS クラスタを同
時に停止させることもできます。ただし VCS を再起動する前に、ポート「h」が閉じたこと
を確認してください。
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VCS モジュールを起動および停止するための環境変数
AMF、LLT、GAB、VxFEN、VCS エンジンの起動と停止の環境変数は、システムの再起
動中にこれらのモジュールを起動する、またはシステムの停止処理中にこれらのモジュー
ルを停止するときの VCS のデフォルトの動作を定義します。
メモ: AMF、LLT、GAB、VxFEN、VCS エンジンの起動と停止は互いに依存関係にあり
ます。SF Oracle RAC のクリーンな起動または停止のためには、これらの全モジュール
を対象に起動モードと停止モードを有効または無効にする必要があります。
表 2-3 では、VCS の起動と停止の変数について説明します。
表 2-3

VCS の起動と停止の環境変数

環境変数

定義とデフォルト値

AMF_START

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

AMF_STOP

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

LLT_START

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

LLT_STOP

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

定義とデフォルト値

GAB_START

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

GAB_STOP

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

VXFEN_START

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

VXFEN_STOP

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

VCS_START

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

VCS_STOP

VCS エンジンの停止モード。 デフォルトでは、VCS エンジンの停止はシ
ステムの停止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/sysconfig/vcs
デフォルト: 1
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LLT リンクの追加と削除
SF Oracle RAC のクラスタでは、Oracle Clusterware のハートビートリンクは LLT リンク
として設定する必要があります。Oracle Clusterware と LLT が通信用に異なるリンクを
使用する場合、VCS と Oracle Clusterware 間でのメンバーシップ変更は正しく調整さ
れません。たとえば、Oracle Clusterware リンクが停止した場合、CVM および CFS が
ノード障害を検出する前であっても、Oracle Clusterware は css-misscount 間隔の経
過後 1 つのノードセットを終了し、Oracle Clusterware およびデータベースリカバリを開
始します。このような未調整のリカバリはデータの破損を引き起こす場合があります。
プライベート相互接続での Oracle の通信に追加の容量が必要な場合、LLT リンクを追
加できます。同一の物理ネットワークに接続しているインターフェースのネットワーク ID
は一致する必要があります。PrivNIC または MultiPrivNIC 設定で指定したインターフェー
スは、LLT 設定に使われていたインターフェースとまったく同じ名前と合計数にします。
LLT が動作しているとき、lltconfig コマンドを使って LLT リンクを追加または削除でき
ます。
クライアントが接続している間も、LLT リンクを追加または削除できます。
詳しくは、lltconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。
メモ: LLT リンクを追加または削除するとき、GAB または高可用性デーモン（had）を終了
する必要はありません。変更はすぐに適用されますが、再起動時に元に戻ります。 変更
を継続させるには、/etc/llttab ファイルを更新する必要もあります。
LLT リンクを追加するには

1

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

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

■

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

■

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

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

ここで、
devtag

リンクを識別するタグ。

device

インターフェースのデバイス名。
リンクタイプが ether の場合は、インターフェース名としてデバイス名を
指定できます。たとえば、eth0 のように指定します。 可能であれば、
eth-MAC アドレスの形式でデバイス名を指定します。たとえば、
eth-xx:xx:xx:xx:xx:xx のような名前です。
udp および udp6 リンクタイプの場合、device は udp および udp6 デ
バイス名です。
rdma リンクタイプの場合、デバイス名は udp です。

bcast

udp と rdma リンクタイプの場合のブロードキャストアドレス

mcast

udp6 リンクタイプの場合のマルチキャストアドレス。

IPaddr

udp、udp6、rdma リンクタイプの場合の IP アドレス

SAP

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

port

udp、udp6、rdma リンクタイプの場合のポート

mtu

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

次に例を示します。
■

ether リンクタイプ:
# lltconfig -t eth4 -d eth4 -s 0xcafe -m 1500

■

UDP リンクタイプ:
# lltconfig -t link1 -d udp -b udp -s 50010
-I 192.168.1.1 -B 192.168.1.255

■

UDP6 リンクタイプ:
# lltconfig -t link1 -d udp6 -b udp6 -s 50010 -I 2000::1

■

RDMA リンク:
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# lltconfig -t link1 -d udp -b rdma -s 50010
-I 192.168.1.1 -B 192.168.1.255

メモ: 追加の LLT リンクを再ブート後に永続的にする場合、/etc/lltab の LLT エ
ントリを編集します。

2

Oracle RAC 11g リリース 1 以前のバージョンの場合: リンクエラー時のフェールオー
バー対象として PrivNIC または MultiPrivNIC のリンクを設定する場合は、PrivNIC
または MultiPrivNIC の設定を次のように修正します。
# haconf -makerw
# hares -modify resource_name Device devicedevice_id [-sys hostname]
# haconf -dump -makero

次は PrivNIC 下でリンクを設定する例です。
次のとおり、2 つの LLT リンクを PrivNIC 下で設定するものとします。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@sys1 = { eth1 = 0, eth2 = 1 }
Device@sys2 = { eth1 = 0, eth2 = 1 }
Address@sys1 = "192.168.12.1"
Address@sys2 = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)

PrivNIC 下で新しい LLT リンクを設定するには、次のコマンドを実行します。
#
#
#
#

haconf -makerw
hares -modify ora_priv Device eth1 0 eth2 1 eth3 2 -sys sys1
hares -modify ora_priv Device eth1 0 eth2 1 eth3 2 -sys sys2
haconf -dump -makero

これで、更新された PrivNIC のリソースは次のようになります。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@sys1 = { eth1 = 0, eth2 = 1, eth3 = 2 }
Device@sys2 = { eth1 = 0, eth2 = 1, eth3 = 2 }
Address@sys1 = "192.168.12.1"
Address@sys2 = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)
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LLT リンクを削除するには

1

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

たとえば、リンク eth1、eth2、eth3 が PrivNIC リソースとして設定され、eth3 を削除
する場合。
# haconf -makerw
# hares -modify ora_priv Device eth10eth21

ここで、eth1 と eth2 はクラスタに残しておきたいリンクです。
# haconf -dump -makero

2

LLT 配下に設定したネットワークリンクを無効にするには、次のコマンドを実行しま
す。
# lltconfig -t devtag -L disable

3

16 秒間（LLT の peerinact 時間）待機します。

4

次のコマンドを実行してリンクを削除します。
# lltconfig -u devtag

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

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

■

lltconfig コマンドを実行する

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

1

LLT が実行している場合は、依存関係にある他のモジュールを停止した後、LLT を
停止します。
# /etc/init.d/llt stop

p.57 の 「各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止」 を参照してください。

2

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

リンクを識別するタグ。

device_name

集約インターフェースのデバイス名。

systemid_range

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

link_type

リンクタイプは ether である必要があります。

sap

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

mtu_size

3

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

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

p.57 の 「各ノードの SF Oracle RAC の起動または停止」 を参照してください。
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lltconfig コマンドを使って LLT 配下の集約インターフェースを設定するには
◆

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

リンクを識別するタグ。

device

集約インターフェースのデバイス名。

link_type

リンクタイプは ether である必要があります。

sap

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

mtu_size

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

詳しくは、lltconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。
この変更を行った後に再起動する必要はありません。 ただし、変更内容を再起動後
も有効にするには /etc/llttab ファイルを更新する必要があります。
p.81 の 「/etc/llttab ファイルを編集して LLT 配下の集約インターフェースを設定す
るには」 を参照してください。

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

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

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

たとえば、eth2 が sys1 に接続している場合にこのコマンドを実行すると、ネットワー
クリンク eth2 上に存在するすべてのクラスタ ID とノード ID が一覧表示されます。
# /opt/VRTSllt/lltdump -D -f eth2
lltdump : Configuration:
device : eth2
sap : 0xcafe
promisc sap : 0
promisc mac : 0
cidsnoop : 1
=== Listening for LLT packets ===
cid nid vmaj vmin
3456 1 5 0
3456 3 5 0
83 0 4 0
27 1 3 7
3456 2 5 0

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

次のコマンドを実行して、宛先ベースの負荷分散を設定します。
lltconfig -F linkburst:0

エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効
化と無効化
インテリジェントなリソースの監視を手動で有効または無効にするための次の手順を確認
します。 インテリジェントなリソースの監視機能はデフォルトでは有効です。 IMF リソース
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タイプ属性により、IMF 対応のエージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行す
る必要があるかどうかが決まります。
p.39 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
インテリジェントなリソースの監視を有効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

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

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

■

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

■

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

3

必要に応じて、IMF 属性の MonitorFreq キーと RegisterRetryLimit キーの値を変
更します。
これらの属性を設定する際のエージェント固有の推奨事項については、『Cluster
Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。
属性の定義の表に示されているエージェント固有の推奨事項を確認して、これらの
属性のキーの値を設定します。

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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5

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

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

コマンドにより、AMF ドライバがロードされていないか設定されていないことを示す
出力が返された場合は、AMF ドライバを設定します。
p.86 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

6

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

インテリジェントなリソースの監視を無効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

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

3

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

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

メモ: VCS はエージェントの IMF 機能の有効と無効を切り替えるために haimfconfig ス
クリプトを提供します。 実行または停止状態の VCS のスクリプトを使うことができます。 ス
クリプトを使って、IMF 対応の付属エージェント、エンタープライズエージェント、カスタム
エージェントの IMF を有効または無効にします。
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AMF カーネルドライバの管理
AMF カーネルドライバを起動、停止、アンロードするための次の手順を確認します。
p.39 の 「IMF 通知モジュールについて」 を参照してください。
p.75 の 「VCS モジュールを起動および停止するための環境変数」 を参照してください。
AMF カーネルドライバを起動するには

1

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

2

AMF カーネルドライバを起動します。次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/amf start

AMF カーネルドライバを停止するには

1

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

2

AMF カーネルドライバを停止します。次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/amf stop

AMF カーネルドライバをアンロードするには

1

2

エージェントのダウンタイムが問題でなければ、次の手順に従って AMF カーネルド
ライバをアンロードします。
■

AMF カーネルドライバに登録されているエージェントを停止します。
amfstat コマンドの出力の Registered Reapers セクションに、AMF に登録さ
れているエージェントのリストがあります。
amfstat のマニュアルページを参照してください。

■

AMF カーネルドライバを停止します。
p.86 の 「AMF カーネルドライバを停止するには」 を参照してください。

■

エージェントを起動します。

エージェントのダウンタイムを最小限に抑える必要がある場合は、次の手順に従って
AMF カーネルドライバをアンロードします。
■

次のコマンドを実行して、エージェントが登録されている状態のまま AMF ドライ
バを無効にします。
# amfconfig -Uof
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■

AMF カーネルドライバを停止します。
p.86 の 「AMF カーネルドライバを停止するには」 を参照してください。

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

I/O フェンシングの管理について
p.87 の 「I/O フェンシングの管理について」 を参照してください。

■

vxfentsthdw ユーティリティについて
p.88 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してください。

■

vxfenadm ユーティリティについて
p.97 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

■

vxfenclearpre ユーティリティについて
p.102 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

■

vxfenswap ユーティリティについて
p.105 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

メモ: I/O フェンシングは、フェンシングの raw ディスクポリシーをサポートしなくなりまし
た。 dmp ディスクポリシーのみをサポートします。
I/O フェンシングの管理中に問題が起きた場合について詳しくは、トラブルシューティン
グの項を参照してください。
p.181 の 「I/O フェンシングのトラブルシューティング」 を参照してください。
p.87 の 「I/O フェンシングの管理について」 を参照してください。

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

I/O フェンシング用のディスクの SCSI-3 機能をテストします
p.88 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

vxfenconfig

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

I/O フェンシング操作に関する情報を表示し、I/O フェンシング用の
SCSI-3 ディスクの登録と予約を管理します
p.97 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfenclearpre

SCSI-3 の登録と予約をディスクから削除します
p.102 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

vxfenswap

I/O フェンシングを停止せずにコーディネーションポイントを交換し
ます
p.105 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfendisk

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

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

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

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

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

■

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

■

テスト時に 2 つのシステムが同じディスクに接続されていることを確認するには、
vxfenadm -i diskpath コマンドを使って、ディスクのシリアル番号を確認します。
p.101 の 「ノードが同じディスクを参照することを確認」 を参照してください。

■

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

■

ユーティリティは、ディスクが I/O フェンシングに使用できることを、次のようなメッセー
ジで示します。
The disk /dev/sdx is ready to be configured for
I/O Fencing on node sys1

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

-o オプションはディスクサイズに関連するエラーと他のテストでの設定処理を上書き

しますが、サイズがサポート対象のサイズより小さい場合、ディスクが正しく設定されな
いことがあります。データディスクのサポート対象のディスクサイズは 256 MB で、コー
ディネータディスクは 128 MB です。
■

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

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

vxfentsthdw のオプション

vxfentsthdw のオプ 説明
ション
-n

用途

ユーティリティは rsh を通信に使い 通信に rsh を使うときに使います。
ます。
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vxfentsthdw のオプ 説明
ション
-r

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

用途
非破壊テスト時に使います。
p.93 の 「-r オプションを使った、
ディスク上での非破壊テストの実
行」 を参照してください。

-t

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

-d

DMP（Dynamic Multi-Pathing）デ デフォルトでは、vxfentsthdw ス
バイスを使います。
クリプトはディスクグループのディス
ク用の DMP パスを選択します。ス
-c または -g のオプションとともに
クリプトがディスクグループに RAW
使えます。
パスを使うようにするには、-w オプ
ションを使います。

-w

RAW デバイスを使います。

-c

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

-w オプションを使うと、
vxfentsthdw スクリプトはディス
-c または -g のオプションとともに
クグループ内のディスクのオペレー
使えます。
ティングシステムを選択します。デ
フォルトでは、スクリプトは -d オプ
ションを使ってディスクグループ内
のディスクの DMP パスを選択しま
す。
コーディネータディスクグループの
ディスクのテスト。
p.91 の 「vxfentsthdw の -c オプ
ションを使ったコーディネータディ
スクグループのテスト」 を参照して
ください。
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vxfentsthdw のオプ 説明
ション
ユーティリティを手動により対話式
で実行します。システムおよびデバ
イスの指定を求めるプロンプトを表
示し、成功または失敗を報告しま
す。

-m

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

p.93 の 「vxfentsthdw -m オプショ
ンを使った、共有ディスクのテスト」
-r または -t のオプションとともに を参照してください。
使えます。-m はデフォルトオプショ
ンです。
-f filename

ユーティリティは、テキストファイル 複数のディスクのテスト。
に指定されているシステムとデバイ
p.95 の 「vxfentsthdw -f オプショ
スの組み合わせをテストします。
ンを使った、ファイルにリストされた
-r または -t のオプションとともに 共有ディスクのテスト」 を参照して
ください。
使えます。

-g disk_group

ユーティリティは、特定のディスクグ 多数のディスクおよびディスクアレ
ループ内のディスクデバイスをすべ イのテスト。テスト用のディスクグ
てテストします。
ループを一時的に作成し、テスト後
に破壊（グループ解除）することが
-r または -t のオプションとともに
できます。
使えます。
p.96 の 「vxfentsthdw -g オプショ
ンを使った、ディスクグループ内の
全ディスクのテスト」 を参照してくだ
さい。

-o

ユーティリティはディスクサイズに関 ディスクの SCSI-3 Reservation 準
連するエラーを上書きします。
拠に関するテストのために、ディス
クサイズに関連するエラーを上書き
します。

vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグ
ループのテスト
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが I/O フェンシングをサポートするように

設定されていることを確認します。この手順では、vxfentsthdw ユーティリティを使って
各ノードから一度に 1 つずつ、3 つのディスクをテストします。
たとえば、この項の手順では、次のディスクを使います。
■

ノード sys1 では、ディスクが /dev/sdg、/dev/sdh、/dev/sdi として認識されます。

■

ノード sys2 では、同じディスクが /dev/sdx、/dev/sdy、/dev/sdz として認識され
ます。
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メモ: vxfentsthdw ユーティリティを使ってコーディネータディスクグループをテストする
には、このユーティリティでコーディネータディスクグループの vxfencoorddg が 2 つの
ノードからアクセスできるようにする必要があります。
vxfentsthdw -c を使ってコーディネータディスクグループをテストするには

1

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

2

コーディネータディスクをテストするために使うノードを入力します。
Enter the first node of the cluster: sys1
Enter the second node of the cluster: sys2

3

両ノードのコーディネータディスクグループの全ディスクについてテストプロセスの出
力を確認します。各ディスクについて次のような出力が表示される必要があります。
ALL tests on the disk /dev/sdg have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys1 as a COORDINATOR DISK.
ALL tests on the disk /dev/sdx have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys2 as a COORDINATOR DISK.

4

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

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

1

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

2

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

3

ディスクグループを再度テストします。
p.91 の 「vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループの
テスト」 を参照してください。

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

保存しておきたいデータが含まれたディスクデバイスをテストするには、-m、-f、-g
オプションのいずれかとともに -r オプションを使うことができます。
たとえば、-m オプションと -r オプションを使うには、ユーティリティを次のように実行
できます。
# vxfentsthdw -rm
-r オプション付きで呼び出された場合、ユーティリティはディスクの書き込みテスト

を実行しません。したがってこの場合、ディスクは、通常の使用状況について完全に
はテストされません。

vxfentsthdw -m オプションを使った、共有ディスクのテスト
共有ディスクをテストする手順を確認します。デフォルトでは、ユーティリティは -m オプ
ションを使います。
この手順では、/dev/sdx ディスクを使います。
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ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場合、
検証は失敗しました。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性
があります。不良ディスクも不適切な設定の原因となる場合があります。
失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを取り除いて交換します。
vxfentsthdw ユーティリティは、ディスクが I/O フェンシング用として使用できることを、
次のようなメッセージで示します。
The disk /dev/sdx is ready to be configured for
I/O Fencing on node sys1

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

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

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

3

テストを実行するとディスクのデータが上書きされることを示す説明と警告を確認した
ら、処理の続行を確認して、ノード名を入力します。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: sys1
Enter the second node of the cluster: sys2
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4

確認するディスク名を入力します。各ノードで、ディスクは同じ名前で認識されてい
る場合があります。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
sys1 in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes sys1 and sys2
/dev/sdr
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
sys2 in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes sys1 and sys2
/dev/sdr

ディスクのシリアル番号が同じでない場合、テストは停止します。

5

ユーティリティが検査を実行してその活動が報告されたら、出力を確認します。

6

各ノードのディスクが I/O フェンシングを実行できる状態であれば、ユーティリティは
正常終了を報告します。
ALL tests on the disk /dev/sdx have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys1
...
Removing test keys and temporary files, if any ...
.
.

7

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

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

1

次のように、システム sys1 と sys2 により共有される 2 つのディスクをテストするた
めのテキストファイル disks_test を作成します。
sys1 /dev/sdz sys2 /dev/sdy
sys1 /dev/sdu sys2 /dev/sdw

ここで、最初のディスクは 1 行目に記述され、sys1 では /dev/sdz、sys2 では
/dev/sdy として参照されます。もう一つのディスクは 2 行目に記述され、sys1 では
/dev/sdu、sys2 では /dev/sdw として参照されます。一般には、ディスクのリストは
この例よりも長くなります。

2

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

ユーティリティはテスト結果を一度に 1 ディスクずつ報告します。-m オプションの場
合と同じです。

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

1

テストするディスク用のディスクグループを作成します。

2

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

ユーティリティは、一度に 1 つのテスト結果を報告します。

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

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

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

ディスクのキーを読み込み、数字、文字、およびノード形式でキーを表示し
ます

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

SCSI 照会情報をデバイスから読み取ります

-m

ディスクに登録します

-n

ディスクへの予約

-p

他のシステムによって行われた登録を削除します

-r

予約を読み取ります

-x

登録を削除します

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

0

1

2

3

4

5

6

7

値

V

F

cID 0x

cID 0x

cID 0x

cID 0x

nID 0x

nID 0x

各オプションの説明
■

VF はキーの名前空間を取得する一意の識別子です（2 バイトを消費します）

■

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

■

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

vxfen ドライバは I/O フェンシングの両方の sybase モードでこのキー形式を使います。
VCS でフェールオーバーディスクグループとして設定されるデータディスクのキー形式
は次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

値

A+nID

V

C

S

4

5

6

7

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

0

1

2

3

4

値

A+nID

P

G

R

DGcount DGcount DGcount DGcount

5

6

7

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

98

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

KEYWORD
...
same_key_for_alldgs
...

CURRENT-VALUE

DEFAULT-VALUE

on

off

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

I/O フェンシング登録キーの表示
vxfenadm コマンドを使ってディスクに現在割り当てられているキーを表示できます。

次の手順の disk_7、disk_8、disk_9 などの変数は設定のディスク名を表します。
I/O フェンシング登録キーを表示するには

1

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

次に例を示します。
■

ノード ID 1 を含むシステムからコーディネータディスク /dev/sdx のキーを表示
するには、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -s /dev/sdx
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,68,69,69,68,48,48
[Character Format]: VFDEED00
* [Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0 Node Name: sys1

vxfenadm の -s オプションでは、8 バイトからなるキー値が 3 つの形式で表示

されます。 数字形式では、
■

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

■

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

残りのバイトはノード ID 0（0x00）の ASCII 値を 48、48 を含んでいます。
ノード ID 1 は 01 で、ノード ID 10 は 0A です。
ノード形式の前のアスタリスクは、LLT が設定されて動作しているクラスタのノー
ドから vxfenadm コマンドが実行されることを示します。
■

■

CVM 並列ディスクグループのキーを表示するには:
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# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 66,80,71,82,48,48,48,49
[Character Format]: BPGR0001
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 1 Node Name: sys2
■

VCS （ Cluster Server）フェールオーバーディスクグループのキーを表示する
には
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_8
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_8
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 65,86,67,83,0,0,0,0
[Character Format]: AVCS
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 0 Node Name: sys1

2

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

次に例を示します。
コーディネータディスクのすべてのキーを表示するには:
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_9
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,70,68,57,52,48,49
[Character Format]: VFFD9401
* [Node Format]: Cluster ID: 64916 Node ID: 1
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,70,68,57,52,48,48

Node Name: sys2
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[Character Format]: VFFD9400
* [Node Format]: Cluster ID: 64916 Node ID: 0
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Node Name: sys1

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

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

Node Name: sys2

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

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

1

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

2

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

:
:
:
:

EMC
SYMMETRIX
5567
42031000a

/dev/sdt パスを使ってノード B で同じコマンドを実行したときに、同じシリアル番号

情報が表示される必要があります。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように、出力が異なる
場合があります。
# vxfenadm -i /dev/sdt
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

詳しくは、vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

vxfenclearpre ユーティリティについて
vxfenclearpre ユーティリティを使って、ディスク上およびコーディネーションポイントサー
バー上の SCSI-3 の登録と予約を削除できます。
p.103 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
このユーティリティはサーバー型のフェンシングもサポートするようになりました。
vxfenclearpre ユーティリティを使用して現在のクラスタの CP サーバー（コーディネー
ションポイントサーバー）から登録を削除できます。ユーティリティを実行するローカルノー
ドでは、/etc/vx/.uuids ディレクトリの clusuuid ファイルに現在のクラスタの UUID が含ま
れている必要があります。対象クラスタの UUID ファイルがローカルノードにない場合、
ユーティリティはコーディネーションポイントサーバーから登録を削除しません。
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メモ: ユーティリティを使用してコマンドで指定した任意のクラスタの一連のコーディネー
タディスクから登録キーおよび登録（予約）を削除することができますが、CP サーバーか
らは現在のクラスタの登録しか消去できません。また、ユーティリティがコーディネーション
ポイントサーバーによって使用されている IP アドレスとネットワーク接続を確立しようとす
るため、コーディネーションポイントサーバーの登録を消去するのに時間がかかる場合が
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。
vxfenclearpre ユーティリティの使用上発生した問題については、ログファイル
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log を参照することができます。
p.194 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された SF Oracle RAC クラスタ ノー
ドでのフェンシング起動時の問題」 を参照してください。

すでに存在するキーの削除
スプリットブレイン状態が起きた場合は、vxfenclearpre ユーティリティを使って CP サー
バー、SCSI-3 登録、予約をコーディネータディスク、コーディネーションポイントサーバー
からだけでなくすべての共有ディスクグループのデータディスクから削除します。
この手順を使って、別のノードの登録キーと予約キー、共有ディスクの他のノード、CP
サーバーを削除することもできます。
スプリットブレイン後にキーをクリアするには

1

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

2

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

ポート h が出力に表示されていてはなりません。

3

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

4

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

5

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

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

スクリプトはディスクをクリーンアップし、次のステータスメッセージを表示します。

Cleaning up the coordinator disks...
Cleared keys from n out of n disks,
where n is the total number of disks.
Successfully removed SCSI-3 persistent registrations
from the coordinator disks.
Cleaning up the Coordination Point Servers...
...................
[10.209.80.194]:50001: Cleared all registrations
[10.209.75.118]:443: Cleared all registrations
Successfully removed registrations from the Coordination Point Servers.
Cleaning up the data disks for all shared disk groups ...
Successfully removed SCSI-3 persistent registration and
reservations from the shared data disks.
See the log file /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log
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You can retry starting fencing module. In order to restart the whole
product, you might want to reboot the system.

7

すべてのノードでフェンシングモジュールを開始します。
# /etc/init.d/vxfen start

8

すべてのノードで VCS を起動します。
# hastart

vxfenswap ユーティリティについて
vxfenswap ユーティリティを使うと、オンライン状態のクラスタ内にあるコーディネータポイ
ントを追加、削除、交換できます。このユーティリティは、新しいディスクのシリアル番号が
すべてのノードで同一になっていることや、新しいディスクが I/O フェンシングをサポート
できることを確認します。
このユーティリティは、ディスクベースとサーバーベースのフェンシングをサポートします。
ユーティリティはクラスタ内のノード間の通信に SSH、RSH または hacli を使用します。
ユーティリティを実行する前に、ノード間の通信が次のいずれかのプロトコルでセットアッ
プされていることを確認してください。
vxfenswap（1M）マニュアルページを参照してください。

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

ディスクに不具合が発生したか、またはディスクが操作不能になったため、新しいディ
スクグループに切り換える。
p.106 の 「クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディスクの置き
換え」 を参照してください。
p.110 の 「オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグループの置き
換え」 を参照してください。
クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクを置き換える場合、vxfenswap
ユーティリティを使うことはできません。ユーティリティが実行するコーディネータディス
クの置き換え手順を手動で実行する必要があります。
p.187 の 「クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換」 を参
照してください。

■

コーディネータディスクに登録されているキーが失われている。
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このようなケースでは、クラスタはネットワーク分割が発生したときにパニックすることが
あります。vxfenswap コマンドを使って、コーディネータディスクを同じディスクに置き
換えることができます。データ置き換え中に、失われたキーが再度登録されます。デー
タ破損の危険性はありません。
p.116 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。
サーバー型のフェンシングの設定では、次のタスクを実行するために vxfenswap ユー
ティリティを使うことができます。
■

カスタマイズされたコーディネーションポイントの計画された置き換えを実行する（CP
サーバーまたは SCSI-3 ディスク）。
p.129 の 「オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに使うコーディネーショ
ンポイントの置き換え」 を参照してください。

■

コーディネーションポイントで登録される I/O フェンシングのキーを更新する。
p.127 の 「サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更新」
を参照してください。

vxfenswap ユーティリティを使用して、SF Oracle RAC クラスタで、アプリケーションを停
止させることなく、ディスクベースのフェンシングとサーバーベースのフェンシング間の移
行を行うこともできます。
vxfenswap 操作が失敗した場合、vxfenswap コマンドの -a cancel を使って、
vxfenswap ユーティリティによって加えられた変更を手動でロールバックできます。
■

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

■

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

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

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

FaultTolerance 属性の値を決定します。
# hares -display coordpoint -attribute FaultTolerance -localclus

3

フェンシングの設定の一部としての使用を計画するコーディネーションポイントの数
を推定します。

4

FaultTolerance 属性の値を 0 に設定します。
メモ: 値を 0 に設定する必要があるのは、この後の手順で、この属性の値をコーディ
ネーションポイントの数未満の数に再設定する必要があるためです。 これにより、
Coordpoint エージェントにエラーが発生しないようにします。

5

LevelTwoMonitorFreq 属性の既存の値を確認します。
#hares -display coordpoint -attribute LevelTwoMonitorFreq -localclus

メモ: 次のステップに進む前に属性値をメモします。 移行後、属性を再び有効化す
るときに同じ値に設定する必要があります。
また、hares -display coordpoint を実行し、LevelTwoMonitorFreq 値が設定
されているかどうかを確認できます。

6

Coordpoint エージェントのレベル 2 の監視の無効化します。
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq 0
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7

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

8

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

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

9

セットアップで VRTSvxvmversion を使う場合、手順 10 に進みます。 ディスクを追加
または削除するために coordinator=off を設定する必要はありません。 その他
の VxVM バージョンでは、次の手順を実行します。
version は特定のリリースバージョンです。

コーディネータディスクグループの coordinator 属性の値を off にします。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off

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

11 コーディネータディスクグループに新しいディスクを追加するには、次の手順を実行
します。

108

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

■

ノードに新しいディスクを追加します。

■

VxVM ディスクとして新しいディスクを初期化します。

■

I/O フェンシングに準拠しているかどうかディスクを確認します。

■

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

手順について詳しくは、『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップ
グレードガイド』を参照してください。
ディスクグループの内容は変わっていますが、I/O フェンシングは同じ状態を保って
います。

12 1 つのノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。 ディスクグループをユー
ティリティに指定する必要があります。
このユーティリティのタスクは次のとおりです。
■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

15 ユーティリティが表示するメッセージを確認し、コーディネータディスクの新しいセット
をコミットすることを確認します。 置き換えない場合は、手順 16 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

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

16 コーディネータディスクの新しいセットをコミットしない場合は、n と答えます。
vxfenswap ユーティリティはディスク置き換え操作をロールバックします。
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17 コーディネータフラグがステップ 9 で off に設定されている場合は、on に設定しま
す。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

18 ディスクグループをデポートします。
# vxdg deport vxfencoorddg

19 CoordPoint エージェントの LevelTwoMonitorFreq 属性を再び有効化します。属
性を無効にする前に設定されていた値を使うこともできます。
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq Frequencyvalue

Frequencyvalue は属性値です。

20 FaultTolerance 属性の値を、コーディネーションポイントの合計数の 50% よりも低
い値に設定します。
たとえば、設定に 4 つのコーディネーションポイントがある場合、属性値は 2 未満の
値にする必要があります。2 を超える値を設定した場合、CoordPoint エージェント
にエラーが発生します。

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

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

FaultTolerance 属性の値を決定します。
# hares -display coordpoint -attribute FaultTolerance -localclus

3

フェンシングの設定の一部としての使用を計画するコーディネーションポイントの数
を推定します。

4

FaultTolerance 属性の値を 0 に設定します。
メモ: 値を 0 に設定する必要があるのは、この後の手順で、この属性の値をコーディ
ネーションポイントの数未満の数に再設定する必要があるためです。これにより、
Coordpoint エージェントにエラーが発生しないようにします。
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LevelTwoMonitorFreq 属性の既存の値を確認します。
# hares -display coordpoint -attribute LevelTwoMonitorFreq -localclus

メモ: 次のステップに進む前に属性値をメモします。移行後、属性を再び有効化す
るときに同じ値に設定する必要があります。

6

Coordpoint エージェントのレベル 2 の監視の無効化します。
# haconf -makerw
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq 0
# haconf -dump -makero

7

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

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

8

/etc/vxfendg ファイル内にある現在のコーディネータディスクグループの名前（通

常は vxfencoorddg）を見つけます。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg
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9

現在のコーディネータディスクグループを置き換えることができる代替ディスクグルー
プを見つけます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
sda
sdb
sdc
sdx
sdy
sdz

TYPE
DISK
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

GROUP
STATUS
- (vxfendg)
online
- (vxfendg)
online
- (vxfendg)
online
- (vxfencoorddg)
online
- (vxfencoorddg)
online
- (vxfencoorddg)
online

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

p.91 の 「vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループの
テスト」 を参照してください。

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

12 次のいずれかを実行します。
■

新しいフェンシングモードとディスクポリシー情報を含む /etc/vxfenmode.test
ファイルを作成します。

■

新しいフェンシングモードとディスクポリシー情報を使って既存の
/etc/vxfenmode を編集し、既存の /etc/vxfenmode.test ファイルがあれば
削除します。

/etc/vxfenmode.test ファイルと /etc/vxfenmode ファイルの形式が同じであることに
注意してください。
詳しくは、『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』
を参照してください。

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

このユーティリティのタスクは次のとおりです。
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■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

16 ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、コーディネータディスクグループ
を置き換えることを確認します。置き換えない場合は、手順 21 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

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

17 コーディネータフラグを「on」に設定する前にインポートされていない場合は、新しい
ディスクグループをインポートします。
# vxdg -t import vxfendg

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

coordinator=on

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

coordinator=off
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19 新しいディスクグループをデポートします。
#

vxdg deport vxfendg

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

コーディネータディスクグループの交換操作が完了しました。

21 コーディネータディスクグループを置き換えない場合は、プロンプトで n と答えます。
vxfenswap ユーティリティは、コーディネータディスクグループへのすべての変更を
ロールバックします。

22 CoordPoint エージェントの LevelTwoMonitorFreq 属性を再び有効にします。属
性を無効化する前に設定した値を使用する必要がある場合があります。
# haconf -makerw
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq Frequencyvalue
# haconf -dump -makero

Frequencyvalue は属性値です。

23 FaultTolerance 属性の値を、コーディネーションポイントの合計数の 50% よりも低
い値に設定します。
たとえば、設定に 4 つのコーディネーションポイントがある場合、属性値は 2 未満の
値にする必要があります。2 を超える値を設定した場合、CoordPoint エージェント
にエラーが発生します。

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

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

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

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

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

4

次のコマンドを実行します。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TYPE
DISK GROUP
STATUS
sdx
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
sdy
auto
- offline
sdz
auto
- offline

5

online

コーディネータディスクグループで使われるディスク数を確認します。
# vxfenconfig -l
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
Count
: 1
Disk List
Disk Name
Major Minor Serial Number
/dev/vx/rdmp/sdx

32

48

Policy

R450 00013154 0312

dmp
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6

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

7

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

32
32
32

48
32
16

Policy

R450 00013154 0312
R450 00013154 0313
R450 00013154 0314

dmp
dmp
dmp

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

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

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

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

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

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

4

/etc/vxfenmode ファイルを /etc/vxfenmode.test ファイルにコピーします。

これにより、両方のファイルの設定の詳細が確実に同じになります。

5

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

6

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

Device Name: /dev/vx/rdmp/sdx
Total Number of Keys: 4
...
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優先フェンシングポリシーの有効化と無効化
I/O フェンシング設定で優先フェンシング機能を有効化または無効化できます。
優先フェンシングを有効にして、システムベース制御権獲得ポリシー、グループベース制
御権獲得ポリシーまたはサイトベースポリシーを使うことができます。優先フェンシングを
無効にした場合、I/O フェンシング設定ではデフォルトの数ベースの制御権獲得ポリシー
が使われます。
マジョリティベース I/O フェンシングでは優先フェンシングは適用されません。
I/O フェンシング設定で優先フェンシングを有効にするには

1

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

2

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

3

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

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

クラスタ内の各ノードにシステムレベル属性 FencingWeight の値を設定します。
たとえば、2 ノードクラスタの sys1 に sys2 の 5 倍の重みを割り当てる場合は、
次のコマンドを実行します。
# hasys -modify sys1 FencingWeight 50
# hasys -modify sys2 FencingWeight 10

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

■

フェンシングノードの重みを確認します。
# vxfenconfig -a

4

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

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

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

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

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

5

サイトベース制御権獲得ポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。
■

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

各サイトのサイトレベル属性 Preference の値を設定します。
For example,
# hasite -modify Pune Preference 2

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump –makero

6

フェンシングドライバに現在設定されているノードフェンシングの重みを表示するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -a
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I/O フェンシング設定で優先フェンシングを無効にするには

1

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

2

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

3

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

I/O フェンシングのログファイルについて
特定のユーティリティに関連した情報については、適切なログファイルを参照してくださ
い。各ユーティリティまたはコマンドのログファイルの場所は次のとおりです。
■

vxfen 開始および停止ログ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log

■

vxfenclearpre ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log

■

vxfenctl ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenctl.log*

■

vxfenswap ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenswap.log*

■

vxfentsthdw ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfentsthdw.log*

アスタリスク（*）は、コマンドの呼び出しごとに異なる数を表します。

インストーラを使ったディスクベースのフェンシングからサーバーベース
のフェンシングへの移行
インストーラを使って移行を実行するための手順を次に一覧表示します。
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インストーラを使ってディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに
移行するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

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

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

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

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

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

4

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

5

I/O フェンシングを再設定することを確認します。

6

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

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

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

8

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

9

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

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

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

コーディネータディスクグループからコーディネータディスクを削除します。

■

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

■

すべてのノードで vxfenmode.test ファイルを準備します。

■

vxfenswap スクリプトを実行します。

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

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

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

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

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

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

インストーラを使ったサーバーベースのフェンシングからディスクベース
のフェンシングへの移行
インストーラを使って移行を実行するための手順を次に一覧表示します。
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インストーラを使ってサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシングに
移行するには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します。

2

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

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

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

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

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

4

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

5

I/O フェンシングを再設定することを確認します。

6

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 4 を入力
して、ディスクベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-4,q] 4
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7

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

8

新しいコーディネーションポイントの合計数を入力します。

9

新しいコーディネータディスクの合計数を入力します。

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

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

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

13 インストーラがすべてのノードで vxfenmode.test ファイルを準備し、vxfenswap
スクリプトを実行したら、出力を確認します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできる vxfenswap.log ファ
イルの場所に注目してください。
インストーラは CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報をクリーンアップします。
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14 シマンテック社 にインストール情報を送信する場合は、プロンプトで y を入力しま
す。
Would you like to send the information about this installation
to シマンテック社 to help improve installation in the future?
[y,n,q,?] (y) y

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

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

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

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

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

CP サーバー管理ユーザーの種類と権限

■

CP サーバー管理コマンド（cpsadm）

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

サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更新

■

オンラインクラスタのコーディネーションポイントの交換

■

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタの通信の非セキュア設定からセキュア設定
への移行
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サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更
新
SF Oracle RAC クラスタがオンラインの場合のコーディネーションポイント（CP サーバー）
のキーの交換には、そのコーディネーションポイントの登録の更新が含まれます。SF
Oracle RAC クラスタでアプリケーション停止時間を発生させずに CP サーバーで登録
の計画的な更新を実行できます。 CP サーバーエージェントが CP サーバーデータベー
スのこのような登録の喪失についてのアラートを発行した場合は、CP サーバーで登録を
更新する必要があります。
次の手順ではコーディネーションポイントの登録を更新する方法を説明します。
サーバーベースのフェンシングで使うコーディネーションポイント上の登録キーを更新す
るには

1

SF Oracle RAC クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたこと
を確認します。次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes
# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで SF Oracle RAC クラスタノードが存在しない場合は、SF Oracle RAC クラス
タが使用する新しい CP サーバーを準備します。
詳しくは、『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』
を参照してください。

2

フェンシングが /etc/vxfenmode ファイルで指定されているコーディネーションポイ
ントを使用し、カスタマイズされたモードでクラスタ上で実行していることを確認しま
す。
/etc/vxfenmode.test ファイルがある場合、そのファイル内の情報と /etc/vxfenmode
ファイルを同じにしてください。そうしないと、vxfenswap ユーティリティは
/etc/vxfenmode.test ファイルに記載された情報を使います。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: CUSTOMIZED
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)
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3

I/O フェンシングで現在使っているコーディネーションポイントを一覧表示します。
# vxfenconfig -l

4

/etc/vxfenmode ファイルを /etc/vxfenmode.test ファイルにコピーします。

これにより、両方のファイルの設定の詳細が確実に同じになります。

5

クラスタの 1 つのノードから vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要

とします。デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには、-n を使用します。
次に例を示します。
# vxfenswap [-n]

コマンドの出力は次のようになります。
VERITAS vxfenswap version <version> <platform>
The logfile generated for vxfenswap is
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenswap.log.
19156
Please Wait...
VXFEN vxfenconfig NOTICE Driver will use customized fencing
- mechanism cps
Validation of coordination points change has succeeded on
all nodes.
You may commit the changes now.
WARNING: This may cause the whole cluster to panic
if a node leaves membership before the change is complete.

6

変更をコミットするかどうかを確認するメッセージを表示されます。y を入力してコミッ
トします。
コマンドはコーディネーションポイント置き換えの成功確認を返します。

7

vxfenswap ユーティリティの実行が成功したことを確認します。 CP エージェントが
設定されている場合、コーディネーションポイントの登録が見つかると ONLINE が
報告されます。 CP サーバー上の登録は cpsadm ユーティリティを、コーディネータ
ディスク上の登録は vxfenadm ユーティリティをそれぞれ使って表示できます。
実行中のオンラインコーディネーションポイントの更新操作は以下のコマンドを使っ
ていつでも取り消すことができます。
# vxfenswap -a cancel
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オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに使うコーディネー
ションポイントの置き換え
オンラインの SF Oracle RAC クラスタで、アプリケーションを停止させることなく、カスタ
マイズされたコーディネーションポイント（CP サーバーまたは SCSI-3 ディスク）の計画的
な置き換えを実行するには、次の手順を使います。
メモ: 複数のクラスタが同じ CP サーバーを共有する場合、各クラスタでこの置き換え手
順を実行する必要があります。
オンラインクラスタで、vxfen_mechanism=cps 設定を使ってカスタマイズモードでフェン
シングを実行しているときは、vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイ
ントを置き換えることができます。オンラインクラスタで、ユーティリティはサーバーベース
のフェンシング（vxfen_mode=customized）からディスクベースのフェンシング
（vxfen_mode=scsi3）への移行、またはその逆の移行もサポートします。
ただし、SF Oracle RAC クラスタでフェンシングが無効になっている場合
(vxfen_mode=disabled) は、クラスタをオフラインにして、ディスクベースのフェンシング
またはサーバーベースのフェンシングを設定する必要があります。
コーディネーションポイントの置き換え操作は vxfenswap -a cancel コマンドを使って
いつでも取り消すことができます。
p.105 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
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オンラインクラスタのコーディネーションポイントを交換するには

1

SF Oracle RAC クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたこと
を確認します。次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cpserver -a list_nodes
# cpsadm -s cpserver -a list_users

ここで SF Oracle RAC クラスタノードが存在しない場合は、SF Oracle RAC クラス
タが使用する新しい CP サーバーを準備します。
詳しくは、『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』
を参照してください。

2

フェンシングが、コーディネーションポイントの古いセットを使用し、カスタマイズされ
たモードのクラスタで実行していることを確認します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d

コマンドの出力は次のようになります。
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: <version>
Fencing Mode: Customized
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

各 SF Oracle RAC クラスタ ノードで、CP サーバー情報などのフェンシング設定の
変更を含む新しい /etc/vxfenmode.test ファイルを作成します。
確認し、必要ならば、セキュリティ、コーディネーションポイント、および設定に該当
する場合は vxfendg に関する vxfenmode パラメータを更新します。
これらのパラメータと新しく設定可能な値について詳しくは、vxfenmode ファイル内
のテキスト情報を参照してください。
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4

クラスタのノードの 1 つから、vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要

とします。デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには -n を使用します。 –p
<protocol> を使います。<protocol> は ssh、rsh、または hacli です。
#

5

vxfenswap [-n | -p <protocol>]

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

新しいフェンシング設定の変更をコミットしない場合は、Enter キーを押すか、プ
ロンプトで n と答えます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) n
vxfenswap ユーティリティは移行操作をロールバックします。

■

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

ユーティリティは、操作を正常に完了すると、/etc/vxfenmode.test ファイルを
/etc/vxfenmode ファイルに移動します。

6

vxfen ドライバによって現在使用されているコーディネーションポイントを確認するこ
とで、vxfenswap ユーティリティの正常な実行を確認します。
たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタの通信に対する設定の非セ
キュアからセキュアへの移行
次の手順では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）と SF Oracle RAC
クラスタの設定を非セキュアからセキュアに移行する方法を説明します。 この手順は、CP
サーバーと SF Oracle RAC クラスタ間の Symantec Product Authentication Services
（AT）ベースの通信にのみ適用されます。
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CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタの設定を非セキュアからセキュアに移行する
には

1

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

2

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

3

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

4

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

5

■

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

残りの手順を完了します。
■

6

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

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

7

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

8

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

9

次のコマンドを使って CP サーバーを起動します。
# hagrp -online CPSSG -any
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10 クラスタの最初のノードで /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf を編集し、
UseFence=SCSI3 属性を削除します。
クラスタの最初のノードで VCS を起動した後、クラスタのその他すべてのノードで
VCS を起動します。

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

CFS の管理
ここでは、CFS（Cluster File System）の主な管理作業について説明します。
この項では、次の CFS 管理タスクの手順について説明します。
■

VCS 設定への新しい CFS システムの追加
p.133 の 「VCS 設定への新しい CFS システムの追加」 を参照してください。

■

CFS ファイルシステムのサイズ変更
p.134 の 「CFS ファイルシステムのサイズ変更」 を参照してください。

■

CFS ファイルシステムの状態の確認
p.134 の 「CFS ファイルシステムノードと各ノードのマウントポイントの状態の確認」 を
参照してください。

CFS の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を
参照してください。
p.199 の 「CFS のトラブルシューティング」 を参照してください。

VCS 設定への新しい CFS システムの追加
エディタを使って、VCS（ Cluster Server）の main.cf ファイルに CFS（Cluster File
System）ファイルシステムを追加するには、次のコマンドを実行します。
次に例を示します。
# cfsmntadm add oradatadg oradatavol ¥
/oradata1 all=suid,rw
Mount Point is being added...
/oradata1 added to the cluster-configuration

コマンドについて詳しくは、『 Storage Foundation Cluster File System High Availability
管理者ガイド』を参照してください。
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CFS ファイルシステムのサイズ変更
CFS（Cluster File System）ファイルシステムがいっぱいであることを示すメッセージがコ
ンソールに表示されている場合、ファイルシステムのサイズを変更することができます。
vxresize コマンドを使うと、CFS ファイルシステムをサイズ変更できます。ファイルシス
テムと下位のボリュームが拡張されます。
さまざまなオプションについては vxresize（1M）マニュアルページを参照してください。
次のコマンドを使うと、Oracle データ CFS を含むファイルシステム（この Oracle データ
ボリュームは CFS マウント済みです）をサイズ変更できます。
# vxresize -g oradatadg oradatavol +2G

ここで oradatadg は CVM ディスクグループ
ここで oradatavol はボリューム
ここで +2G はボリュームのサイズを 2 GB 増やすことを意味します。
次のコマンドを使うと、Oracle データ CFS を含むファイルシステム（この Oracle データ
ボリュームは CFS マウント済みです）を縮小できます。
# vxresize -g oradatadg oradatavol

-2G

-2G はボリュームのサイズを 2 GB 減らすことを意味します。

CFS ファイルシステムノードと各ノードのマウントポイントの状態の確認
cfscluster status コマンドを実行し、ノードと各ノード上にあるマウントポイントの状態

を表示します。
# cfscluster status
Node
Cluster Manager
CVM state

:
:
:

MOUNT POINT
/app/crshome
/ocrvote
/app/oracle/orahome
/oradata1
/arch
Node
Cluster Manager
CVM state

:
:
:

sys1
running
running
SHARED VOLUME
crsbinvol
ocrvotevol
orabinvol
oradatavol
archvol
sys2
running
running

DISK GROUP
bindg
ocrvotedg
bindg
oradatadg
oradatadg

STATUS
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
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MOUNT POINT
/app/crshome
/ocrvote
/app/oracle/orahome
/oradata1
/arch

SHARED VOLUME
crsbinvol
ocrvotevol
orabinvol
oradatavol
archvol

DISK GROUP
bindg
ocrvotedg
bindg
oradatadg
oradatadg

STATUS
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED

CVM の管理
この項では、次の CVM 管理タスクの手順について説明します。
■

すべての CVM 共有ディスクの一覧表示
p.136 の 「すべての CVM 共有ディスクの一覧表示」 を参照してください。

■

手動による CVM クラスタメンバーシップの確立
p.136 の 「手動による CVM クラスタメンバーシップの確立」 を参照してください。

■

CVM マスターの手動での変更
p.136 の 「CVM マスターの手動での変更」 を参照してください。

■

共有ディスクグループの手動インポート
p.139 の 「共有ディスクグループの手動インポート」 を参照してください。

■

手動による共有ディスクグループのデポート
p.139 の 「共有ディスクグループの手動デポート 」 を参照してください。

■

手動による共有ボリュームの起動
p.140 の 「手動による共有ボリュームの起動」 を参照してください。

■

CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認
p.140 の 「CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認」 を参
照してください。

■

CVM メンバーシップの状態の確認
p.141 の 「CVM メンバーシップの状態の確認」 を参照してください。

■

CVM 共有ディスクグループの状態の確認
p.141 の 「CVM 共有ディスクグループの状態の確認」 を参照してください。

■

アクティブ化モードの確認
p.141 の 「アクティブ化モードの確認」 を参照してください。

CVM の管理中に問題が起きた場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を参
照してください。
p.195 の 「SF Oracle RAC クラスタの Cluster Volume Manager のトラブルシューティン
グ」 を参照してください。
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すべての CVM 共有ディスクの一覧表示
次のコマンドを使って、すべての Cluster Volume Manager 共有ディスクを一覧表示で
きます。
# vxdisk -o alldgs list |grep shared

手動による CVM クラスタメンバーシップの確立
ほとんどの場合 CVM（Cluster Volume Manager）を手動で起動する必要はありません。
VCS（ Cluster Server）が起動されるときに通常は起動します。
次のコマンドを実行して、CVM を手動で起動します。
#vxclustadm -m vcs -t gab startnode
vxclustadm: initialization completed
vxclustadm は、クラスタの設定情報のある main.cf 設定ファイルを読み取るため、実

行されている VCS には依存しないことに注意します。 通常は hastart（VCS start）コマ
ンドによって CVM が自動的に起動されるため、vxclustadm startnode コマンドを実
行する必要はありません。
CVM が正しく起動されているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxclustadm nidmap
Name
CVM Nid
sys1
0
sys2
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

CVM マスターの手動での変更
CVM（Cluster Volume Manager）マスターは、クラスタがオンライン状態の間に、クラス
タ内の 1 つのノードから別のノードに手動で変更できます。 CVM は、マスターノードを
移行し、クラスタを再設定します。
クラスタが Veritas Volume Manager （VxVM）の設定変更やクラスタの再設定操作を処
理していないときには、マスターを切り替えることを推奨します。ほとんどの場合、CVM
は、VxVM またはクラスタで設定の変更が行われていることを検出した場合、マスター変
更操作を中止します。 マスター変更操作でのクラスタの再設定が開始された後は、設定
の変更を必要とする他のコマンドは、マスターの切り替えが完了するまでは失敗します。
p.139 の 「CVM マスター切り替え時のエラー」 を参照してください。
オンラインのマスターを変更するには、クラスタプロトコルのバージョンが 100 以上である
必要があります。
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CVM マスターを手動で変更するには

1

現在のマスターを表示するため、次のいずれかのコマンドを使います。
# vxclustadm nidmap
Name
CVM Nid
sys1
0
sys2
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Slave
Joined: Master

# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: sys2

この例では、CVM マスターは sys2 です。

2

CVM マスターを変更するには、クラスタ内の任意のノードから次のコマンドを実行し
ます。
# vxclustadm setmaster nodename
nodename で、新しい CVM マスターの名前を指定します。

次の例では、クラスタのマスターを sys2 から sys1 に変更します。
# vxclustadm setmaster sys1
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3

マスターの切り替えを監視するには、次のコマンドを使います。
# vxclustadm -v nodestate
state: cluster member
nodeId=0
masterId=0
neighborId=1
members[0]=0xf
joiners[0]=0x0
leavers[0]=0x0
members[1]=0x0
joiners[1]=0x0
leavers[1]=0x0
reconfig_seqnum=0x9f9767
vxfen=off
state: master switching in progress
reconfig: vxconfigd in join

この例の状態は、マスターが変更されていることを示します。

4

マスターが正常に変更されたかどうかを確認するには、次のコマンドの 1 つを使い
ます。
# vxclustadm nidmap
Name
CVM Nid
sys1
0
sys2
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: sys1

マスターの手動での変更に関する注意事項
マスターがクラスタのマスターに最適なノード上で動作していない場合、マスターを手動
で変更できます。 考えられるシナリオを次に示します。
■

現在実行中のマスターがいくつかのディスクにアクセスできなくなりました。
デフォルトでは、CVM は I/O 転送を使用してこのシナリオを処理します。 ただし、ディ
スクへのアクセス権を持つノードにアプリケーションをフェールオーバーする方がよい
場合があります。また、アプリケーションを移動するときに、新しいノードにマスターロー
ルを再配置する方がよい場合もあります。 たとえば、マスターノードとアプリケーション
を同じノード上に配置したい場合があります。
元のマスターノードをクラスタから切断されないようにしながら、マスターロールを移動
するためにマスターの切り替え操作を使用できます。 マスターロールとアプリケーショ
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ンが両方とも他のノードに切り替えられたら、クラスタから元のノードを削除したい場合
があります。 ファイルシステムをマウント解除し、正常にノードを終了できます。 その
後にノードのメンテナンスを行うことができます。
■

マスターノードは、アプリケーション負荷と内部生成された管理 I/O が重複すると、適
切に縮小されません。
配置の手法を再度評価してからマスターノードを再配置するように選択できます。

CVM マスター切り替え時のエラー
クラスタが VxVM（Veritas Volume Manager）やクラスタの設定変更を処理していないと
きには、マスターを切り替えることを推奨します。
ほとんどの場合、進行中の設定変更あると、CVM（Cluster Volume Manager）はそれを
検出し、マスターの変更操作を中止します。 CVM は障害の理由をシステムログに記録
します。 場合によって、障害は vxclustadm setmaster の出力で次のように表示され
ます。
# vxclustadm setmaster sys1
VxVM vxclustadm ERROR V-5-1-15837 Master switching, a reconfiguration or
a transaction is in progress.
Try again

場合によって、別の再設定操作によってマスターの切り替え操作が中断されると、マス
ターの変更が失敗します。 この場合、既存のマスターがクラスタのマスターのままになり
ます。 再設定が完了したら、vxclustadm setmaster コマンドを再発行し、マスターを
変更します。
マスターの切り替え操作が再設定を開始すると、設定変更を開始するコマンドはすべて、
次のエラーで失敗します。
Node processing a master-switch request. Retry operation.

このメッセージが表示された場合は、マスターの切り替えが完了した後にコマンドを再試
行します。

共有ディスクグループの手動インポート
次のコマンドを使って、共有ディスクグループを手動でインポートできます。
# vxdg -s import dg_name

共有ディスクグループの手動デポート
次のコマンドを使って、共有ディスクグループを手動でデポートできます。
# vxdg deport dg_name
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共有ディスクのデポートにより、ディスク上の SCSI-3 PGR が削除されるので注意してく
ださい。

手動による共有ボリュームの起動
手動による CVM（Cluster Volume Manager）共有ディスクグループのインポートの後に
は、次のようにディスクグループのボリュームを手動で起動する必要があります。
# vxvol -g dg_name startall

ボリュームが起動されているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -htrg dg_name | grep ^v

CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認
次のオプションを使って、SF Oracle RAC クラスタで Cluster Volume Manager が起動
されているか、または起動されていないかを確認できます。
次の出力が、クラスタのメンバーになっていないノードに表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster inactive
# vxclustadm -v nodestate
state: out of cluster

マスターノードには、次の出力が表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: sys1

スレーブノードには、次の出力が表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - SLAVE
master: sys2

次のコマンドを実行すると、すべての CVM ノードを同時に表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
sys1
sys2

CVM Nid
0
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave
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CVM メンバーシップの状態の確認
CVM（Cluster Volume Manager）の状態は、次のように確認できます。
# vxclustadm -v nodestate
state: joining
nodeId=0
masterId=0
neighborId=0
members=0x1
joiners=0x0
leavers=0x0
reconfig_seqnum=0x0
reconfig: vxconfigd in join

状態は、CVM がカーネルレベルの参加を完了し、vxconfigd レベルの参加を行ってい
る最中であることを示します。
vxdctl -c mode コマンドは、ノードが CVM マスターか CVM スレーブかを示していま

す。

CVM 共有ディスクグループの状態の確認
次のコマンドを使って、現在 SF Oracle RAC クラスタにインポートされている共有ディス
クグループを一覧表示できます。
# vxdg list |grep shared
orabinvol_dg enabled,shared,cds 1052685125.1485.csha3

アクティブ化モードの確認
SF Oracle RAC クラスタでは、共有ディスクグループの有効化は、クラスタノードそれぞ
れで「shared-write」に設定される必要があります。
「共有書き込み」のアクティブ化が設定されるかどうかを確かめるには:
# vxdg list dg_name |grep activation
local-activation: shared-write

「共有書き込み」のアクティブ化が設定されていない場合は、次のコマンドを実行します。
# vxdg -g dg_name set activation=sw
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Flexible Storage Sharing の管理
SF Oracle RAC を自動的にインストールすると、FSS（Flexible Storage Sharing）機能
が有効になります。 他のインストール手順は不要です。 LLT、GAB、フェンシングは FSS
を管理する前に設定する必要があります。 フェンシングコーディネーションポイントは、
SCSI-3 PR 対応共有ストレージまたは CP サーバーのどちらかに指定できます。
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してくだ
さい。
FSS 管理タスクには、FSS のディスクのエクスポート、ディスクグループでの FSS オプ
ションの設定、ホストに接続したデバイスに直観的な名前を付けるためにホストの接頭辞
を設定すること、エクスポートしたディスクとネットワーク共有ディスクの表示、FSS メモリ消
費の調整（省略可能）があります。
p.31 の 「Flexible Storage Sharing について」 を参照してください。
p.142 の 「Flexible Storage Sharing ディスクサポートについて」 を参照してください。

Flexible Storage Sharing ディスクサポートについて
CVM では一意のディスクの ID（UDIDS）を使用して、クラスタのさまざまなノードにまたが
るディスクを識別します。 FSS は一意の ID を生成する機能を持つディスクだけをサポー
トします。
FSS は次のディスクをサポートします。
■

ハードウェア互換性リスト（HCL）に登録済みのディスク

■

vxddladm addjbod CLIを使用して指定された JBOD 定義があるディスク ご利用の

環境での特定のディスクを識別する固有の方法を提供する仕様になっていることを確
認してください。
■

VPD ページ 0x83 照会データの IEEE 認定済 NAA ID を提供する SCSI-3 ディス
ク

vxddladm checkfss diskname コマンドを使用して、ディスクが必要な条件を満たすこ

とを確認できます。 条件を満たない場合、vxdisk export diskname コマンドを使用し
た FSS 設定へのディスクの追加は失敗します。

Flexible Storage Sharing ディスクグループのボリュームレイアウトにつ
いて
デフォルトでは、FSS 属性設定を持つディスクグループのボリュームがホスト間でミラー
化されます。 このデフォルトのレイアウトにより、いずれかのホストが利用不可になった場
合でもデータを利用できます。関連付けられているインスタントデータ変更オブジェクト
(DCO) ログボリュームもデフォルトで作成されます。
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次のボリューム属性がデフォルトで想定されます。
■

mirror=host

■

nmirror=2

■

logtype=dco

■

ndcomirror=2

■

dcoversion=30

ホストディスククラスを使用してボリュームを割り当てるホストを指定することができます。
p.147 の 「ホストのディスククラスと割り当てストレージの使用」 を参照してください。
従来は FSS 属性設定のないディスクグループには、デフォルトのボリュームレイアウトが
連結されていました。ただし、vxassist コマンドの layout=concat オプションを明示的
に使用して、FSS 属性設定を持つディスクグループの連結ボリュームを作成することを選
択することができます。
デフォルトでは、ミラー化されたボリュームが各ホストに割り当てられます。 この基準を満
たすためにホスト固有のストレージが利用可能でない場合、ボリュームは従来のディスク
グループと同様に、連結されたデフォルトのレイアウトとして外部ストレージに割り当てら
れます。
dm などの既存のディスククラスは FSS と共に使用することができます。ディスクアクセス

名のホスト接頭辞は、ディスクが接続されているホストを示します。
たとえば、1 つのプレックスを持つボリュームをローカルディスク（disk1）に作成し、もう 1
つのプレックスを持つボリュームをリモートディスク（hostA_disk2）に作成することができ
ます。ここで、リモートディスクのホストプレックス（hostA）は、クラスタ内の別のホストを示
します。
# vxassist -g mydg make vol1 10g layout=mirror dm:disk1 dm:hostA_disk2

p.147 の 「vxassist を使用したミラー化ボリュームの管理」 を参照してください。
vxdisk list accessname コマンドを使用して、ディスクに接続されているホストに関す

る情報など、接続性の情報を表示することもできます。

ホスト接頭辞の設定
ホスト接頭辞を使って、エクスポートしたデバイスに名前を付けます。 直観的にディスクの
エクスポート元（ディスクを物理的に接続しているホストなど）がわかる名前を付けることが
できます。 vxdctl コマンドはホスト接頭辞を設定します。 ホスト接頭辞のインスタンスを
設定すると、ディスクアクセス名の長さの制約を満たす代替ホスト識別子を設定できます。
メモ: アレイエンクロージャのディスクにはホスト接頭辞は表示されません。
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DAS（Direct Attached Storage）ディスクでは、異なるノードの異なるディスクの VxVM
デバイス名が同じ場合があります。 このようなディスクを FSS 環境で使うと、リモートディ
スクとローカルに接続された DAS ディスクが同じ VxVM デバイス名である可能性がある
のでリモートノードでこれらのディスクに作成したリモートディスクが混乱する場合がありま
す。 混乱を避けるために、hostprefix をエクスポートしたディスクに追加します。 このよう
に名前を付けると、重複のない名前空間とは別に、特定のリモートディスクのエクスポート
元を追跡することもできます。
SAN またはファイバーチャネル（FC）を介して接続したアレイベースエンクロージャの場
合には、同じタイプ（同じ製造元、同じモデル）の異なるエンクロージャを異なるロードに
排他的に接続し、DAS タイプのトポロジーを作成します。 このような場合は、異なるノー
ドの異なるディスクに割り当てられる VxVM デバイス名が同じである可能性があります。
このようなディスクをエクスポートして FSS 環境で使う場合は、名前に同じ混乱が起きる
可能性があります。 ただし、このような場合はエクスポートしたディスクに hostprefix は付
きません。 命名が競合した場合は、同じ名前のディスクの VxVM デバイス名にシリアル
番号を追加すると解決します。
DAS ディスクとエンクロージャベースディスク間の命名動作は、次の理由で異なります。
エンクロージャは CVM クラスタの特定のインスタンスにある 1 つのノードのみに接続で
きます。 ただし、ノードの結合で別のインスタンスのエンクロージャに 2 つ（またはそれ以
上）のノードを接続している可能性があります。 クラスタに動的に参加したり離脱するノー
ドでは、アレイエンクロージャへの接続も動的に変わる可能性があります。 そのため、接
続情報を使ってトポロジーが SAN または DAS のどちらであるかを判断したり、ホスト接
頭辞を追加する必要があるかどうかを判断しても信頼性はありません。 その結果、CVM
はエンクロージャの接続に基づいて VxVM デバイスに hostprefix を追加しません。 命
名の競合が起きた場合には、シリアル番号を VxVM デバイス名に追加します。 一方で、
DAS ディスクは一度に 1 つのノードのみに接続するので、（命名の競合が起きてから対
処する必要がなく）デフォルトで hostprefix を追加するので問題ありません。
デフォルトでは、Cluster Volume Manager（CVM）は Cluster Server（VCS）設定ファイ
ルのホスト名をホスト接頭辞として使います。 /etc/vx/volboot ファイルのホスト ID が
15文字を超える場合は、短いホスト接頭辞を vxdctl を使って設定しないと、クラスタマ
ネージャノード ID（CMID）を接頭辞として使います。
詳しくは、vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。
次のコマンドは、エラードメインとしてホストの論理名を設定または修正します。
# vxdctl set hostprefix=logicalname

エラードメインとして設定したホストの論理名を設定解除するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdctl unset hostprefix
vxdctl list コマンドは、ホスト接頭辞に設定した論理名を表示します。
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Flexible Storage Sharing のディスクのエクスポート
クラスタのすべてのノードで物理的に共有していないディスク（クラスタの 1 つ以上のノー
ドに接続したディスク）を使うには、ディスクを最初に共有ネットワークにエクスポートする
必要があります。 デバイスをエクスポートすると、デバイスをクラスタのすべてのノードで
利用できるようになります。 vxdisk コマンドを使うと、1 つ以上のディスクを共有ネットワー
クにエクスポートまたは共有ネットワークからアンエクスポートできます。
メモ: 確実にデータを保護するには、FSS で PGR ベースのデータディスクフェンシング
を使います。 完全にローカルに接続されたディスクの場合は、ディスクのすべての I/O が
ディスクが直接接続されているノードを経由するため、フェンシングを FSS 内部で暗黙
に扱います。したがって、SCSI3 PGR をサポートしないデバイスがフェンシングを使う
FSS でサポートされます。 複数のホストに接続しているが、SCSI3 PGR をサポートしな
いディスクの場合は、フェンシングを有効にする方法はないので、この設定はフェンシン
グが有効な場合はサポートされません。
次のコマンドは共有ネットワークに 1 つ以上のディスクをエクスポートします。
# vxdisk export accessname1accessname2

accessname1 と accessname2 は、共有ネットワークにエクスポートするディスクのアク
セス名です。
さらに、すべてのローカルディスクとすべての共有ディスク、またはすべてのローカル接
続ディスクをエクスポートするには、それぞれ -o alldisks オプションと -o local オプ
ションを使うことができます。
メモ: ブートディスク、不透過ディスク、インポートまたはデポートディスクグループのディス
ク部分、VxVM 以外のディスクはエクスポートされません。
反対に、次のコマンドで共有ネットワークから 1 つ以上のディスクをアンエクスポートしま
す。
# vxdisk unexport accessname1accessname2

accessname1 と accessname2 は、共有ネットワークからアンエクスポートするディスク
のアクセス名です。
さらに、すべてのローカルディスクとすべての共有ディスク、またはすべてのローカル接
続ディスクをアンエクスポートするには、それぞれ -o alldisks オプションと -o local
オプションを使うことができます。
vxdisksetup と vxdisk init のコマンドを使って初期化するときにディスクをエクスポー

トすると、FSS にディスクを設定することもできます。
次のコマンドのいずれかを使って、共有ネットワークが有効なディスクを初期化します。

145

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

# vxdisksetup -i disk_address export
# vxdisk [-f] init accessname export

disk_address は、作動しているディスクに対応するデバイスです。accessname はディ
スクアドレスに関連するシステム固有の名前です。
ディスクをエクスポートした後で、vxdisk list と vxprint のコマンドを使ってネットワー
ク共有ディスクの一覧を表示し、コマンドを実行するノードにリモートアクセスするディスク
を識別します。
p.149 の 「エクスポートしたディスクとネットワーク共有ディスクグループの表示」 を参照し
てください。
ディスクをエクスポートすると、ネットワーク共有ディスクと物理共有ディスクを組み合わせ
て共有ディスクグループを作成できます。 ディスクグループにディスクを追加する前に、
Flexible Storage Sharing 属性を共有ディスクグループで設定する必要があります。
p.146 の 「ディスクグループでの Flexible Storage Sharing 属性の設定」 を参照してくだ
さい。

ディスクグループでの Flexible Storage Sharing 属性の設定
エクスポートしたディスクをディスクグループに追加する前に、ディスクグループに FSS
属性を設定する必要があります。設定すると、エクスポートしたディスクをディスクグルー
プに誤って追加するのを防ぎます。 さらに、調整可能なパラメータ
storage_connectivity を非対称的に設定する必要があります。 FSS 属性は共有ディ
スクグループにのみ設定できます。
vxdg コマンドを実行すると、FSS 属性が有効なディスクグループを作成したり、既存の

ディスクグループに FSS 属性を設定できます。
メモ: FSS ディスクグループを作成または設定するには、ディスクグループバージョンを
190 以上に設定する必要があります。 既存のディスクグループの設定とインポートを行う
場合は、ディスクグループバージョンのアップグレードが必要な場合があります。
次のコマンドは、初期化時にディスクグループに FSS 属性を設定します。
# vxdg -s -o fss init diskgroup [medianame=] accessname

diskgroup はディスクグループ名、medianame は仮想マシンディスクに選択した管理
名、accessname はデバイス名またはディスクアクセス名です。
次のコマンドは、ディスクグループに FSS 属性を設定します。
# vxdg -g diskgroup set fss=on
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次のコマンドは、ディスクグループのインポート時にディスクグループに FSS 属性を設定
します。
# vxdg -s -o fss=on import diskgroup

ディスクグループに FSS 属性を設定した後で、指定したディスクグループに vxdg list
コマンドを実行すると、ローカルディスクをディスクグループに加えているクラスタのすべ
てのホストと、ディスクグループにディスクを追加した追加元ストレージエンクロージャの一
覧を表示します。FSS 属性が有効なディスクグループを作成するか、または既存のディ
スクグループに FSS 属性を設定すると、ioship ポリシーがオンに設定され、ディスク切断
ポリシーがローカル切断ポリシーに設定されます。
p.149 の 「エクスポートしたディスクとネットワーク共有ディスクグループの表示」 を参照し
てください。

ホストのディスククラスと割り当てストレージの使用
vxassist コマンドを実行すると、ストレージの割り当てにホストのディスククラスを使うこと

ができます。 ホストクラスはストレージの割り当て元ホストを指定します。 ホストクラスは
FSS に設定されているディスクグループにのみ適用されます。
ホストのディスククラスインスタンスは vxclustadm nidmap コマンドを使って表示できる
Cluster Server（VCS）設定ファイルのホスト名と同じです。
ミラー化ボリュームは、次のように mirror=host パラメータを指定してホストのディスクク
ラスを使うとホスト全体にミラーで作成できます。
# vxassist -g mydg make vol1 10g host:vm240v5 host:vm240v6
# vxassist -g mydg make vol1 10g mirror=host

vxassist を使用したミラー化ボリュームの管理
デフォルトでは、FSS 属性設定を持つディスクグループのボリュームがホスト間でミラー
化されます。 vxassist コマンドを使用して、混合メディアタイプにまたがって分散した、
または内部ディスクと外部共有ディスク（SAN 接続型ディスクなど）の組み合わせを使用
した、ミラー化ボリュームセットを作成することができます。
メモ: n-way 型ミラー化を使う SF Oracle RAC 環境でミラー化ボリュームを作成する場
合は、nmirror 値をクラスタ内のノード数に設定します。たとえば、クラスタ内に 4 つの
ノードがある場合は、nmirror 値を 4 に設定します。
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HDD および SSD ディスクでミラー化ボリュームを作成するには

1

HDD または SSD ディスクのボリュームを作成します。
# vxassist -g diskgroup make vol1 maxsize layout=concat init=none

ここで、diskgroup はディスクグループの名前です。 HDD はデフォルトで選択され
ます。

2

SSD に基づいてプレックスを追加します。
# vxassist -g diskgroup mirror vol1 mediatype:ssd

3

ボリュームをアクティブ化します。
# vxvol -g diskgroup init active vol1

メモ: ミラー化ボリュームでは割り当ての制約セットが保持されないことがあります。
init=none オプションを使って SSD ディスクにミラー化ボリュームを作成した場合は、次

のコマンドを使って DCO ボリュームに新しいミラーを手動で追加できます。
# vxassist -g diskgroup mirror volume-dcl diskname

diskgroup はディスクグループの名前、diskname は新しいデータミラーが追加されたホ
スト内のディスクの名前です。シマンテック社はデータミラーが作成されたディスクの名前
を指定することをお勧めします。
内部ディスクおよび外部物理共有ディスクを使用してミラーボリュームを作成するには

1

内部ディスクまたは外部物理共有ディスクのボリュームを作成します。
# vxassist -g diskgroup make vol1 maxsize layout=concat init=none
host:host1

ここで、diskgroup はディスクグループの名前です。

2

外部共有ディスクに基づいてプレックスを追加します。
# vxassist -g diskgroup mirror vol1 enclr:emc0

3

ボリュームをアクティブ化します。
# vxvol -g diskgroup init active vol1
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メモ: ホストディスククラスを指定すると、指定されたホストに接続されている内部ストレー
ジのボリュームが割り当てられます。
p.147 の 「ホストのディスククラスと割り当てストレージの使用」 を参照してください。

エクスポートしたディスクとネットワーク共有ディスクグループの表示
vxdisk list と vxprint のコマンドは、コマンドを実行するホストにリモート接続された

ディスクを識別するためにネットワーク共有ディスクを一覧表示します。vxdisk list コ
マンドには、すべてのリモートディスクをフィルタで除外している場合にディスクを表示す
るオプションもあります。
エクスポートしたディスクを表示するには、次のように vxdisk list コマンドを使います。
# vxdisk list
DEVICE
disk_01
disk_02
vm240v6_disk_01
vm240v6_disk_02

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
online
online
online

exported
exported
remote
remote

ディスク名にはディスクの接続先ホストを示す接頭辞が含まれます。たとえば、
vm240v6_disk_01 ディスクの場合は vm240v6 がホスト接頭辞です。 状態の exported
フラグは、FSS にエクスポートしたディスクを示します。 remote フラグはコマンドを実行
するホストにローカル接続していないディスクを示します。
accessname 引数を指定した場合は、ディスクの接続情報は長い形式の出力で表示さ
れます。 この情報はコマンドを実行するノードが CVM クラスタに含まれる場合にのみ利
用可能です。
vxdisk list コマンドの -o local オプションはすべてのリモートディスクをフィルタで

除外します。
次に例を示します。
# vxdisk -o local list
DEVICE
TYPE
disk_01
auto:cdsdisk
disk_02
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online exported
online

-o fullshared オプションは、すべてのアクティブノードにわたって共有されるすべての

ディスクを表示します。 -o partialshared オプションは、部分的に共有されているす
べてのディスクを表示します。 部分的に共有されたディスクは複数のノードに接続されて
いますが、クラスタのすべてのアクティブノードには接続されていません。
ディスクグループのリモートディスクを表示するには、vxprint コマンドを使います。
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# vxprint
Disk group: sdg
TY
dg
dm
dm
dm

NAME
sdg
disk_1
disk_4
disk_5

ASSOC
sdg
vm240v6_disk_1
vm240v6_disk_4
disk5

KSTATE
-

LENGTH
2027264
2027264
2027264

PLOFFS
-

STATE
REMOTE
REMOTE
-

TUTIL0 PUTIL0
-

vxdg list コマンドは、ローカルディスクがディスクグループに属するクラスタのホストと、

ディスクをディスクグループに追加した追加元ストレージエンクロージャを表示します。ロー
カルディスクがディスクグループに属するホストと、ディスクをディスクグループに追加した
追加元ストレージエンクロージャが storage-sources フィールドに一覧表示されます。
このコマンドの出力例は、次のとおりです。
Group:
mydg
dgid:
1343697721.24.vm240v5
import-id: 33792.24
flags:
shared cds
version:
190
alignment: 8192 (bytes)
detach-policy:local
ioship: on
fss: on
local-activation: shared-write
storage-sources: vm240v5 vm240v6 emc0

Flexible Storage Sharing のメモリ消費の調整
RDMA（Remote Direct Memory Access）環境で、LLT 設定ファイルのバッファプール
メモリを割り当てるとネットワーク上で I/O を行うメモリの消費を制限できます。
LLT_BUFPOOL_MAXMEM チューニングパラメータを使うと、事前割当てが可能な最小メモ
リ量と、LLT バッファプールに割り当て可能な最大メモリ量を指定できます。 このバッファ
プールを使って、LLT クライアントに配信される RDMA 操作とパケット割り当てにメモリを
割り当てます。 デフォルト値は 4 GB、最小値は 1 GB、最大値は 10 GB です。 GB で
値を指定する必要があります。
LLT 設定ファイルについて詳しくは、『 Cluster Server インストールガイド』を参照してく
ださい。

ディスクグループ設定データのバックアップとリストア
ディスクグループ設定のバックアップとリストアの機能を実行すると、ディスクグループと、
ディスクグループ内に設定されたボリュームなどの VxVM オブジェクトの設定データすべ

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

てをバックアップおよび復元できます。 vxconfigbackupd デーモンは、VxVM 設定の
変更を監視し、設定が変更されると自動的に設定変更を記録します。 デフォルトでは、
vxconfigbackup は設定のバックアップとリストア（cbr）データのコピーを 5 つ保存しま
す。 cbr コピーの数は 1 ～ 5 コピーの間でカスタマイズできます。
vxconfigbackupd（1M）マニュアルページを参照してください。

VxVM では、ディスクグループの VxVM 設定のバックアップおよびリストア用に、
vxconfigbackup と vxconfigrestore というユーティリティが用意されています。
詳しくは、『Veritas InfoScale トラブルシューティングガイド』を参照してください。
vxconfigbackup（1M）マニュアルページを参照してください。
vxconfigrestore（1M）マニュアルページを参照してください。

FSS ディスクグループ設定データのバックアップと復元
ディスクグループ設定のバックアップと復元機能を使うと、FSS（Flexible Storage Sharing）
ディスクグループの設定データをバックアップして復元することもできます。
vxconfigbackupd デーモンにより、すべてのクラスタノードに行われた設定変更がすべ
て自動的に記録されます。 FSS ディスクグループの設定データを復元する場合は、最
初にクラスタ内のセカンダリ（スレーブ）ノードにある設定データを復元し、ローカルに接
続されたすべてのディスクをエクスポートしてリモートディスクを作成する必要があります。
セカンダリノードの設定データを復元した後、ディスクグループをインポートするプライマ
リ（マスター）ノードにある設定データを復元する必要があります。
FSS ディスクグループの設定データをバックアップするには
◆

ディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されたすべてのクラスタノードで
FSS ディスクグループの設定データをバックアップするには、次のコマンドを入力し
ます。
# /etc/vx/bin/vxconfigbackup -T diskgroup

FSS ディスクグループの設定データを復元するには

1

マスターノードを識別します。
# vxclustadm nidmap

2

プライマリノードがディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されているかど
うかを調べます。 ディスクには DAS（Direct Attached Storage）ディスク、部分的に
共有されているディスク、または完全に共有されているディスクを指定できます。
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3

プライマリノードがディスクグループ内のどのディスクにも接続されていない場合は、
次のコマンドを使って、1 つ以上の DAS または部分的に共有されたディスクに接続
されたノードにプライマリノードを切り替えます。
# vxclustadm setmaster node_name

4

すべてのセカンダリノードの設定データを復元します。
# vxconfigrestore diskgroup

メモ: ディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されていないすべてのセカン
ダリノードの設定データを復元する必要があります。

5

プライマリノードの設定データを復元します。
# vxconfigrestore diskgroup

6

設定データを確認します。
# vxprint -g diskgroup

7

設定データが正しい場合は、設定をコミットします。
# vxconfigrestore -c diskgroup

FSS ディスクグループの設定のリストアを中止またはコミット解除するには

1

マスターノードを識別します。
# vxclustadm nidmap

2

マスターノードの設定データを中止またはコミット解除します。
# vxconfigrestore -d diskgroup

3

すべてのセカンダリノードの設定データを中止またはコミット解除します。
# vxconfigrestore -d diskgroup

メモ: ディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されているすべてのセカンダ
リノードと、プレコミットをトリガーしたすべてのセカンダリノードの設定データを中止ま
たはコミット解除する必要があります。
『Veritas InfoScale 7.0 トラブルシューティングガイド』を参照してください。
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vxconfigbackup（1M）マニュアルページを参照してください。
vxconfigrestore（1M）マニュアルページを参照してください。

SF Oracle RAC のグローバルクラスタの管理
ここでは、次のグローバルクラスタ管理タスクの手順について説明します。
■

ファイアドリルの設定について
p.153 の 「ディザスタリカバリファイアドリルの設定について」 を参照してください。

■

ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループの設定
p.154 の 「ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループの
設定について」 を参照してください。

■

正常なファイアドリルの確認
p.156 の 「正常なファイアドリルの確認」 を参照してください。

■

ファイアドリルスケジュールの作成
p.156 の 「ファイアドリルスケジュールの作成」 を参照してください。

サンプルファイアドリルのサービスグループの設定について:
p.156 の 「ファイアドリルサービスグループの設定例」 を参照してください。

ディザスタリカバリファイアドリルの設定について
ディザスタリカバリのファイアドリル手順では、プライマリサイトからセカンダリサイトへの擬
似的なフェールオーバーを実行して、設定の障害対応をテストできます。 この手順は、
プライマリサイトのアプリケーションを停止したり、ユーザーアクセスを中断したり、レプリ
ケーションデータの流れを妨害したり、またはセカンダリサイトの再同期の必要性を生じさ
せたりすることなく行われます。
通常の手順では、セカンダリサイトにファイアドリルサービスグループを作成します。この
サービスグループは、最初のアプリケーションサービスグループとほぼ同じ設定を持ち、
RVG（Replicated Volume Group）の特定時点の運用データのコピーを含みます。 セカ
ンダリサイトでファイアドリルサービスグループをオンラインにすることによって、アプリケー
ションサービスグループをフェールオーバーし、必要に応じてセカンダリサイトでオンライ
ンにすることができることを証明できます。 ファイアドリルサービスグループは外部のクラ
イアントまたはリソースの他のインスタンスと連動しません。したがって、アプリケーション
サービスグループがオンラインであってもファイアドリルサービスグループは安全にオン
ラインにすることができます。
ファイアドリルは、セカンダリサイトでのみ実行できます。元のアプリケーションがオンライ
ンになっているホストで、ファイアドリルサービスグループをオンラインにすることはできま
せん。
FireDrill 属性を上書きして、ファイアドリルをリソース固有のものにすることができます。
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VVR を使うディザスタリカバリの設定でファイアドリルを実行する前に、次の手順を実行
します。
■

ファイアドリルサービスグループを設定します。
p.154 の 「ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループの
設定について」 を参照してください。

■

すべての Mount リソースの ReuseMntPt 属性の値を 1 に設定します。

■

ファイアドリルサービスグループがオフラインになった後、すべての Mount リソースの
ReuseMntPt 属性の値を 0 にリセットします。

また、VCS は HA ファイアドリルもサポートし、リソースがクラスタ内の別のノードにフェー
ルオーバーできることを確認します。
メモ: ファイアドリルは、標準の VxVM ボリュームでのみ実行できます。ボリュームセット
（vset）はサポートされません。
VCS は、Hitachi Truecopy や EMC SRDF などアレイベースソリューション用のハード
ウェアレプリケーションエージェントを提供します。 ハードウェアレプリケーションエージェ
ントを使ってレプリケーションデータクラスタを監視し、ファイアドリルの作成と設定につい
て詳しくは VCS レプリケーションエージェントのマニュアルを参照します。

ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループ
の設定について
ファイアドリル設定ウィザードを使って、ファイアドリルを設定します。
このウィザードの具体的なタスクは次のとおりです。
■

ファイアドリルの実行中に変更されたブロックを保存するキャッシュオブジェクトを作成
します。これにより、ファイアドリルに必要なディスク領域とディスクスピンドルを最小限
に抑えます。

■

実際のアプリケーショングループを模倣する VCS サービスグループを設定します。

このウィザードは、単一のディスクグループを含むアプリケーショングループのみを対象と
して動作します。ウィザードでは、アプリケーションの最初の RVG を設定します。アプリ
ケーションに 1 つ以上の RVG がある場合、領域最適化スナップショットを作成し、参照
として最初の RVG を使い、VCS を手動で設定する必要があります。
fdsched スクリプトを使って、サービスグループを対象とするファイアドリルのスケジュー

ルを設定することもできます。
p.156 の 「ファイアドリルスケジュールの作成」 を参照してください。
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ファイアドリル設定ウィザードの実行
ウィザードを実行するには

1

VVR セカンダリサイトで［RVG セカンダリファイアドリルウィザード（RVG Secondary
Fire Drill Wizard）］を起動します。このサイトでは、アプリケーションサービスグルー
プをオフライン化し、サービスグループをセカンダリとしてオンライン化しておきます。
# /opt/VRTSvcs/bin/fdsetup

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、Enter キーを押します。

3

ウィザードがグローバルサービスグループを識別します。ファイアドリル用のサービス
グループの名前を入力します。

4

領域最適化スナップショットに使えるディスクグループのボリュームの一覧を確認し
ます。スナップショット用に選択するボリュームを入力します。通常、複製するかどう
かにかかわらず、アプリケーションで使われるすべてのボリュームを準備する必要が
あります。ボリュームがすべてそろっていないと、スナップショットが失敗する場合が
あります。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。

5

スナップショットが存在する場合は、書き込みを保存するためのキャッシュサイズを
入力します。キャッシュサイズは、ファイアドリルの実行中に変更が予想されるブロッ
ク数を十分保存できる容量が必要です。ただし、キャッシュは、一杯になると自動的
に拡張されるよう設定されています。キャッシュを作成するディスクを入力します。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。

6

コマンドが実行され、ファイアドリルが設定されます。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。
アプリケーショングループとその関連リソースが作成されます。ファイアドリルグルー
プとアプリケーション（Oracle など）用リソース、CFSMount および RVGSnapshot
タイプのリソースも作成されます。
両サービスグループのアプリケーションリソースは、同じアプリケーション（この例では
同じデータベース）を定義しています。ウィザードは、アプリケーションリソースの
FireDrill 属性を 1 に設定し、実際のアプリケーションインスタンスおよびファイアドリ
ルサービスグループが同時にオンラインの場合、エージェントが同時性違反を報告
することのないようにします。

ファイアドリルサービスグループ内のローカル属性の設定につい
て
ファイアドリル設定ウィザードは、リソースのローカル化された属性値を認識しません。ア
プリケーションサービスグループにローカル（システム単位の）属性値を持つリソースがあ
る場合、ウィザードを実行した後にその値を手動で設定する必要があります。
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正常なファイアドリルの確認
アプリケーションを実行していないノードで、ファイアドリルサービスグループをオンライン
にします。ファイアドリルサービスグループがオンラインになることを確認します。この作業
により、ディザスタリカバリソリューションが正しく設定され、プライマリサイトで障害（災害）
が発生した場合は、運用サービスグループがセカンダリサイトにフェールオーバーするこ
とが検証されます。
ファイアドリルサービスグループがオンラインにならない場合は、VCS エンジンログを確
認して、問題のトラブルシューティングを行います。これにより、運用サービスグループで
必要な対応措置を取ることができます。
/tmp/fd-servicegroup.pid にあるファイアドリルのログも表示できます。

ファイアドリルサービスグループの機能を検証したら、このグループを必ずオフラインにし
てください。ファイアドリルサービスグループをオフラインにしなかった場合、運用環境で
の障害の原因になる可能性があります。たとえば、ファイアドリルサービスグループがオン
ラインになっているノードにアプリケーションサービスグループがフェールオーバーした場
合、リソースが競合し、両方のサービスに障害が発生します。

ファイアドリルスケジュールの作成
fdsched スクリプトを使って、サービスグループを対象とするファイアドリルのスケジュール
を設定することもできます。fdsched スクリプトは、クラスタ内で動作しているノードのうち、
番号が最小値であるノードでのみ動作するように設計されています。 スケジューラは、一
定の間隔で hagrp -online firedrill_group -any コマンドを実行します。
ファイアドリルスケジュールを作成するには

1

crontab に /opt/VRTSvcs/bin/fdsched ファイルを追加します。

2

ファイアドリルの可用性を高めるには、クラスタの各ノードに fdsched ファイルを追
加します。

ファイアドリルサービスグループの設定例
この項の設定例には、セカンダリサイトのファイアドリルサービスグループ設定が記述され
ています。 設定では、VVR を使ってサイト間でデータがレプリケートされます。
サンプルサービスグループには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる、2 つのノードから構成される 2 つの SF Oracle
RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。
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■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

Volume Replicator（VVR）はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

サイト間でレプリケートされる共有ボリュームは RVG グループ内に設定されます。

■

サイト間でログ情報をやり取りするために VVR が使うレプリケーションリンクは、
rlogowner グループ内に設定されます。 これはフェールオーバーグループとして、
各サイトのクラスタ内で 1 つのノードだけでオンラインになります。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

■

ファイアドリルサービスグループ oradb_grp_fd は、セカンダリサイトのレプリケートさ
れたデータのスナップショットを作成し、そのスナップショットを使ってデータベースを
起動します。 ファイアドリルサービスグループとアプリケーションサービスグループの
間で offline local 依存関係を設定し、プライマリサイトで災害が発生した場合にファ
イアドリルがアプリケーションのフェールオーバーを妨げないことを確認します。

図 2-1 に設定を示します。
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ファイアドリル用のサービスグループ設定

図 2-1
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2
処理速度とトラブルシューティ
ング

■

第3章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング

■

第4章 防止と修復の戦略

■

第5章 チューニングパラメータ

3
SF Oracle RAC のトラブル
シューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて

■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

インストーラでクラスタの UUID を作成できない

■

SF Oracle RAC インストール前検査の失敗のトラブルシューティング

■

LLT 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセージ

■

I/O フェンシングのトラブルシューティング

■

SF Oracle RAC クラスタの Cluster Volume Manager のトラブルシューティング

■

CFS のトラブルシューティング

■

相互接続のトラブルシューティング

■

Oracle のトラブルシューティング

■

SF Oracle RAC クラスタの ODM のトラブルシューティング

SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて
発生する可能性のあるセットアップや設定の問題を診断するには、この章の情報を使っ
てください。 コンポーネントの製品で問題が発生したら、適切なマニュアルを参照して問
題を解決することが必要になる場合があります。
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サポート分析用の SF Oracle RAC クラスタからの情報の収集
トラブルシューティングスクリプトを使って、クラスタとその各モジュールの設定と状態に関
する情報が収集されます。 これらのスクリプトは、RPM情報、デバッグメッセージ、コンソー
ルメッセージおよびディスクグループやボリュームの情報を識別します。 これらのスクリプ
トの出力を シマンテック社 社のテクニカルサポートに転送すると、問題の分析や解決に
役立てることができます。
■

SORT データコレクタを使った設定情報の収集
p.161 の 「 SORT データコレクタを使った設定情報の収集」 を参照してください。

■

サポート分析用の SF Oracle RAC 情報の収集
p.161 の 「サポート分析用の SF Oracle RAC 情報の収集」 を参照してください。

■

サポート分析用の VCS 情報の収集
p.162 の 「サポート分析用の VCS 情報の収集」 を参照してください。

■

サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する
p.162 の 「サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する」 を参照してください。

■

サポート分析用の IMF 情報の収集
p.163 の 「サポート分析用の IMF 情報の収集」 を参照してください。

SORT データコレクタを使った設定情報の収集
SORT データコレクタは、VRTSexplorer ユーティリティに取って代わりました。
ノードからのシステムと設定情報をクラスタの問題を診断するか、または分析するために
集めるようにVxExplorerオプションのデータコレクタを実行してください。
専門的な支援が必要なクラスタの問題点が見つかった場合は、データコレクタを実行し、
tar の出力結果をシマンテック社テクニカルサポートに送って、問題の解決を図ってくだ
さい。
SORT Web サイトにアクセスし、お使いのオペレーティングシステム用の UNIX データ
コレクタをダウンロードしてください。
https://sort.symantec.com
詳細は次のとおりです。
https://sort.symantec.com/public/help/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm

サポート分析用の SF Oracle RAC 情報の収集
SF Oracle RAC モジュールに関する情報を収集するには、getdbac スクリプトを実行す
る必要があります。

161

第 3 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて

サポート分析用の SF Oracle RAC 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/getdbac -local

このスクリプトは、デフォルトファイル /tmp/vcsopslog.time_stamp.tar.Z に出
力を保存します。
問題を解決できない場合は、このファイルを添えてシマンテック社のテクニカルサ
ポートに問い合わせてください。

サポート分析用の VCS 情報の収集
VCS に関する問題が起きた場合、hagetcf コマンドを実行して情報を収集する必要が
あります。シマンテック社のテクニカルサポートはこれらのスクリプトの出力を使って、VCS
の問題の分析や解決に役立てることができます。hagetcf コマンドはインストール済みソ
フトウェア、クラスタ設定、システム、ログ、関連情報についての情報を集め、gzip ファイ
ルを作成します。
詳しくは hagetcf（1M）のマニュアルページを参照してください。
サポート分析用の VCS 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagetcf

gzip ファイルの出力ディレクトリの指定を求められます。デフォルトの /tmp ディレク
トリまたは別のディレクトリに gzip ファイルを保存できます。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
問題が解決できない場合は、hagetcf コマンドが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する
LLT と GAB に関する問題が起きた場合、getcomms スクリプトを実行して LLT と GAB
の情報を収集する必要があります。 getcomms スクリプトはまた、LLT と GAB の情報と共
に、コアダンプとスタックトレースを収集します。
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サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集するには

1

GAB_FFDC_LOGDIR パラメータのデフォルト値を変更した場合は、getcomms ス
クリプトを実行する前に、同じ変数を再びエクスポートする必要があります。
p.168 の 「GAB メッセージのログ」 を参照してください。

2

情報を集めるには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSgab/getcomms

スクリプトはデフォルトでは rsh を使います。 パスワード不要の rsh を設定したことを
確認してください。 クラスタノード間にパスワード不要の ssh があれば、-ssh オプ
ションを使うことができます。 コマンドを実行するノードの情報を集めるには、-local
オプションを使用します。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
問題が解決できない場合は、getcomms スクリプトが生成する
/tmp/commslog.<time_stamp>.tar ファイルを添えてシマンテック社のテクニカル
サポートに問い合わせてください。

サポート分析用の IMF 情報の収集
IMF（Intelligent Monitoring Framework）に関する問題が起きた場合、getimf スクリプ
トを実行して情報を収集する必要があります。
サポート分析用の IMF 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSamf/bin/getimf

問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
問題が解決できない場合は、getimf スクリプトが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

SF Oracle RAC ログファイル
表 3-1 はさまざまなログファイルとその場所の一覧です。 ログファイルには、問題を識別
してその解決を図るための有益な情報が記録されています。

163

第 3 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて

表 3-1

ログファイルの一覧

ログファイル

場所

説明

Oracle インストー
ル時のエラーログ

oraInventory_path¥
/logs/¥
installActionsdate_time.log

Oracle RAC のインストール中に発
生したエラーが記録されています。
その記載内容はエラーの性質を明ら
かにするとともに、インストールのどの
時点でエラーが発生したかを示して
います。

メモ: このファイルにインストール時
のエラーが記録されたているかどうか
を確認します。これは、そのエラーが
重大なエラーである可能性があるた
めです。 インストールに問題がある
場合は、問題をデバッグするために
テクニカルサポートにこのファイルを
送ります。
Oracle
Oracle RAC 11g と 12c の場合:
Clusterware/Grid
Infrastructure のロ $GRIDHOME/log/node_name
グ
Oracle RAC 12.1.0.2 の場合:

Clusterware の健全性に関するメッ
セージが記録されています。

$GRIDBASE/diag/crs/node_name/crs/trace
Oracle の警告ログ $ORACLE_BASE/diag/rdbms/db_name/¥
instance_name/trace/alert_instance_name.log
ログのパスは設定が可能です。
VCS エンジンのロ /var/VRTSvcs/log/engine_A.log
グファイル

データベース操作によって報告され
たメッセージとエラーが記録されてい
ます。
高可用性デーモン had が実行する
すべてのアクションが記録されていま
す。

メモ: このファイルに CVM または
PrivNIC のエラーが記録されている
かどうかを確認します。これは、その
エラーが重大なエラーである可能性
があるためです。

164

第 3 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて

ログファイル

場所

説明

CVM ログファイル

/var/adm/vx/cmdlog
/var/adm/vx/ddl.log
/var/adm/vx/translog
/var/adm/vx/dmpevents.log
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

cmdlog ファイルには CVM コマンド
の一覧が記録されています。
重要な CVM ログ収集の詳しい説明
については、次を参照してください。
p.165 の 「重要な CVM ログの収集」
を参照してください。

VCS エージェントロ /var/VRTSvcs/log/agenttype_A.log
グファイル
ここで、agenttype は VCS エージェントのタイプです。
たとえば、CFS エージェントのログファイルの場所は、次のように
なります。

エージェント機能に関連するメッセー
ジとエラーが記録されています。
詳しくは、『Storage Foundation 管
理者ガイド』を参照してください。

/var/VRTSvcs/log/CFSMount_A.log
OS システムログ

/var/log/messages

オペレーティングシステムのモジュー
ルとドライバから出されるメッセージと
エラーが記録されています。

I/O フェンシングの /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log
カーネルログ
ログの取得には、次のコマンドを実行します。

I/O フェンシングのメッセージ、エ
ラー、または診断情報が記録されて
います。

# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/¥
vxfendebug -p
VCSMM のログファ /var/VRTSvcs/log/vcsmmconfig.log
イル

VCSMM のメッセージ、エラー、また
は診断情報が記録されています。

重要な CVM ログの収集
詳しい CVM TIME_JOIN メッセージを収集するには、クラスタを停止し、再起動する必
要があります。
詳しい CVM TIME_JOIN メッセージを収集するには

1

クラスタのすべてのノードで、次の手順を実行してください。
■

/opt/VRTSvcs/bin/CVMCluster/online スクリプトを編集します。

次の文字列に「- T」オプションを挿入します。
元の文字列: clust_run=`LANG=C LC_MESSAGES=C $VXCLUSTADM -m vcs
-t $TRANSPORT startnode 2> $CVM_ERR_FILE`
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修正後の文字列: clust_run=`LANG=C LC_MESSAGES=C $VXCLUSTADM -T
-d -m vcs -t $TRANSPORT startnode 2> $CVM_ERR_FILE`

2

クラスタを停止します。
#hastop -all

3

クラスタを起動します。
#hastart
この時点で、CVM TIME_JOIN メッセージは /var/log/messages ファイルに書き
込まれ、さらにコンソールに表示されます。

次のようにして、vxconfigd デーモンのログを有効にすることもできます。
# vxdctl debug 9 /var/adm/vx/vxconfigd_debug.out

有効なデバッグ情報は、システムコンソールログとテキストファイル
/var/adm/vx/vxconfigd_debug.out に蓄積されます。 「9」はデバッグのレベルを表
します。「1」は最低のデバッグレベルです。「9」は詳しい出力レベルです。
注意: vxconfigd のデバッグをオンにすると、VxVM のパフォーマンスが低下します。本
番環境での vxconfigd のデバッグは慎重に行ってください。
vxconfigd のデバッグを無効にするには
# vxdctl debug 0

次を実行すると、CVM カーネルメッセージのダンプを、稼動しているノードで収集できま
す。
# /etc/vx/diag.d/kmsgdump -d 2000 > ¥
/var/adm/vx/kmsgdump.out

SF Oracle RAC のカーネルとドライバのメッセージについて
カーネルとドライバのメッセージをコンソールに表示するように設定している場合、GAB
などの SF Oracle RAC ドライバはメッセージをそのコンソールに出力します。 カーネル
とドライバのメッセージのログがコンソールに出力されることを確認します。
コンソールメッセージを設定する方法について詳しくは、オペレーティングシステムのマ
ニュアルを参照してください。

VCS メッセージログ
VCS は、エンジンログとエージェントログの 2 タイプのログを生成します。ログファイル名
には文字が追加されます。「A」は 1 番目のログファイル、「B」は 2 番目のログファイル、
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「C」は 3 番目のログファイルを示します。3 つのファイルを作成した後は、最新のファイル
を削除して別のファイルを作成します。たとえば、engine_A.log の容量が満杯になると
engine_B.log という名前に変わり、engine_B.log は engine_C.log という名前に変わり
ます。この例では、最新のファイルは engine_C.log なのでこのファイルが削除されます。
LogSize クラスタレベル属性を使ってログファイルのサイズを更新できます。
エンジンログは、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log です。エンジンログの書式は、次のと
おりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | メッセージテキスト
■

タイムスタンプ: メッセージが生成された日付と時間。

■

ニーモニック: 製品を示す文字列 ID（VCS など）。

■

重要度: レベルは CRITICAL、ERROR、WARNING、NOTICE、INFO です（高レベ
ルから低レベルの順）。

■

UMI: 重複のないメッセージ ID。

■

メッセージテキスト: VCS によって生成されるメッセージ本文。

一般的なエンジンログは、次のようになります。
2011/07/10 16:08:09 VCS INFO V-16-1-10077 Received new
cluster membership

エージェントログは、/var/VRTSvcs/log/<agent>.log にあります。エージェントログ
メッセージの書式は、次のとおりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | エージェントタイプ | リソー
ス名 | エントリポイント | メッセージテキスト
一般的なエージェントログは、次のようになります。
2011/07/10 10:38:23 VCS WARNING V-16-2-23331
Oracle:VRT:monitor:Open for ora_lgwr failed, setting
cookie to null.

次の理由から、すべてのノード上のログが同じとはかぎりません。
■

VCS はローカルノード上のローカルイベントを記録します。

■

イベント発生時に、すべてのノードが動作しているとはかぎりません。

VCS は警告とエラーメッセージを STDERR に出力します。
VCS エンジン、Command Server、いずれかの VCS エージェントで何らかの問題が起
きると、FFDC（First Failure Data Capture の略で初回障害データキャプチャの意味）ロ
グが生成され、他のコアダンプやスタックトレースとともに次の場所にダンプされます。
■

VCS エンジンの場合: $VCS_DIAG/diag/had
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■

Command Server の場合: $VCS_DIAG/diag/CmdServer

■

VCS エージェントの場合: $VCS_DIAG/diag/agents/type。type は特定のエージェ
ントタイプを表します。

変数 $VCS_DIAG のデフォルト値は、/var/VRTSvcs/ です。
デバッグログを有効にしていない場合、これらの FFDC ログは専門家のサポートが必要
な問題の分析に役立ちます。

GAB メッセージのログ
GAB で問題が発生した場合には、FFDC（First Failure Data Capture）ログも生成され、
ダンプされます。
GAB を設定してあると、GAB は GAB ログデーモン（/opt/VRTSgab/gablogd）も開始
します。 GAB のログデーモンはデフォルトでは有効になります。 GAB のチューニングパ
ラメータ gab_ibuf_count の値を変更して、GAB のログデーモンを無効にできます。
p.215 の 「GAB のロード時チューニングパラメータまたは静的チューニングパラメータに
ついて」 を参照してください。
この GAB ログデーモンは、iofence または GAB ポートのマスターの障害のような重大な
イベントが発生すると GAB 関連のログを収集し、コンパクトなバイナリ形式でデータを格
納します。 次のように gabread_ffdc ユーティリティを使って、GAB のバイナリログファ
イルを読み取ることができます。
/opt/VRTSgab/gabread_ffdc-kernel_versionbinary_logs_files_location

GAB のバイナリログファイルを制御する次の環境変数の値を変更できます。
■

GAB_FFDC_MAX_INDX: GAB バイナリログファイルの最大数を定義します。
GAB ログデーモンはそれぞれが 8 MB のサイズのログファイルを、定義されている数
だけ収集します。 デフォルト値は 20 で、ファイルには gablog.1 から gablog.20 ま
での名前が付けられます。 常に、gablog.1 ファイルが最新のファイルです。

■

GAB_FFDC_LOGDIR: GAB バイナリログファイルのログディレクトリの場所を定義し
ます。
デフォルトの場所は次のとおりです。
/var/log/gab_ffdc

gablog デーモンは同じディレクトリの glgd_A.log ファイルと glgd_B.log ファイル
にログを書き込むことに注意してください。
これらの変数は、次の GAB 起動ファイルに定義するか、または export コマンドを使い
ます。変更を有効にするには GAB を再起動する必要があります。
/etc/sysconfig/gab
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デバッグログのタグの使用法について
次の表では、デバッグタグの使用法を説明します。
エンティティ

使用されるデバッグログ

エージェント関数

DBG_1 から DBG_21

エージェントのフ
レームワーク

DBG_AGTRACE
DBG_AGDEBUG
DBG_AGINFO

Icmp エージェント

DBG_HBFW_TRACE
DBG_HBFW_DEBUG
DBG_HBFW_INFO

HAD

DBG_AGENT（エージェント関連のデバッグログ用）
DBG_ALERTS（アラートのデバッグログ用）
DBG_CTEAM（GCO デバッグログ用）
DBG_GAB, DBG_GABIO（GAB デバッグメッセージ用）
DBG_GC（各ログメッセージでのグローバルカウンタの表示用）
DBG_INTERNAL（内部メッセージ用）
DBG_IPM（IPM（Inter Process Messaging）用）
DBG_JOIN（結合ロジック用）
DBG_LIC（ライセンス関連メッセージ用）
DBG_NTEVENT（NT イベントログ用）
DBG_POLICY（エンジンポリシー用）
DBG_RSM（RSM デバッグメッセージ用）
DBG_TRACE（トレースメッセージ用）
DBG_SECURITY（セキュリティ関連メッセージ用）
DBG_LOCK（ロックプリミティブのデバッグ用）
DBG_THREAD（スレッドプリミティブのデバッグ用）
DBG_HOSTMON（HostMonitor デバッグログ用）

エージェントのデバッグログの有効化
この項では、VCS エージェントのデバッグログを有効にする方法について説明します。
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エージェントのデバッグログを有効にするには

1

設定を読み書き両用に設定します。
# haconf -makerw

2

ログを有効にし、必要なログレベルを設定します。 次のコマンド構文を使用します。
# hatype -modify $typename LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

次の例は IPMultiNIC リソースタイプに対するコマンドラインを示します。
# hatype -modify IPMultiNIC LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

詳しくは、LogDbg 属性の説明を参照してください。

3

スクリプトベースのエージェントでは、halog コマンドを実行してメッセージをエンジ
ンログに追加します。
# halog -addtags DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

4

設定を保存します。
# haconf -dump -makero

DBG_AGDEBUG を設定した場合、エージェントの 1 つのインスタンスに関するエージェ
ントフレームワークログが、そのエージェントが動作しているノードのエージェントログに記
録されます。

VCS エンジンのデバッグログの有効化
VCS エンジン、VCS エージェント、HA コマンドのデバッグログは、2 つの方法で有効に
できます。
■

実行時にデバッグログを有効にするには、halog -addtags コマンドを使用します。

■

起動時にデバッグログを有効にするには、VCS_DEBUG_LOG_TAGS 環境変数を
使います。 VCS_DEBUG_LOG_TAGS は、HAD を起動する前、または HA コマン
ドを実行する前に設定する必要があります。
例:
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_TRACE DBG_POLICY"
# hastart
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_AGINFO DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE"
# hastart
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# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_IPM"
# hagrp -list

メモ: デバッグログには詳しいメッセージが記録されます。 デバッグログを有効にすると、
ログファイルはすぐにいっぱいになる可能性があります。

IMF のデバッグログの有効化
IMF（Intelligent Monitoring Framework）の追加デバッグログを有効にするには、次のコ
マンドを実行します。 メッセージはエージェント固有のログファイル
/var/VRTSvcs/log/<agentname>_A.log に記録されます。
追加デバッグログを有効にするには

1

Process、Mount、Application エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7

2

Oracle、Netlsnr エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10

3

CFSMount エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10 DBG_11 DBG_12
DBG_13 DBG_14 DBG_15 DBG_16
DBG_17 DBG_18 DBG_19 DBG_20 DBG_21

4

CVMvxconfigd エージェントの場合は、追加デバッグログを有効にする必要はあり
ません。

5

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファの場合:
# amfconfig -S errlevel all all

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファを有効にした場合、amfconfig -p dbglog
コマンドを使って追加ログを表示できます。
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メッセージカタログ
VCS では、多言語のメッセージカタログをサポートしています。 これらのバイナリメッセー
ジカタログ（BMC）は、デフォルトで次の場所に格納されています。 変数 language は、
各言語を 2 文字の省略形で表します。
/opt/VRTS/messages/language/module_name

VCS コマンドラインインターフェースには、VCS でサポートされている言語でエラーメッ
セージや正常終了メッセージが表示されます。 hamsg コマンドを実行すると、VCS がサ
ポートしている言語で VCS エンジンログが表示されます。
次に BMC の一覧を示します。
amf.bmc

AMF（Asynchronous Monitoring Framework）メッセージ

fdsetup.bmc

fdsetup メッセージ

gab.bmc

GAB コマンドラインインターフェースメッセージ

gcoconfig.bmc

gcoconfig メッセージ

hagetcf.bmc

hagetcf メッセージ

hagui.bmc

hagui メッセージ

haimfconfig.bmc

haimfconfig メッセージ

hazonesetup.bmc

hazonesetup メッセージ

hazoneverify.bmc

hazoneverify メッセージ

llt.bmc

LLT コマンドラインインターフェースメッセージ

uuidconfig.bmc

uuidconfig メッセージ

VRTSvcsAgfw.bmc

エージェントフレームワークメッセージ

VRTSvcsAlerts.bmc

VCS アラートメッセージ

VRTSvcsApi.bmc

VCS API メッセージ

VRTSvcsce.bmc

VCS Cluster Extender メッセージ

VRTSvcsCommon.bmc

共通モジュールメッセージ

VRTSvcs<platform>Agent.bmc

VCS 付属エージェントメッセージ

VRTSvcsHad.bmc

VCS エンジン（HAD）メッセージ

VRTSvcsHbfw.bmc

ハートビートフレームワークメッセージ
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VRTSvcsNetUtils.bmc

VCS ネットワークユーティリティメッセージ

VRTSvcs<platformagent_name>.bmc VCS エンタープライズエージェントメッセージ
VRTSvcsTriggers.bmc

VCS トリガメッセージ

VRTSvcsVirtUtils.bmc

VCS 仮想化ユーティリティメッセージ

VRTSvcsWac.bmc

Wide Area Connector プロセスメッセージ

vxfen*.bmc

フェンシングメッセージ

接続に失敗した後のインストーラの再起動
接続に失敗しためにインストールが強制終了された場合は、インストーラを再起動してイ
ンストールを再開できます。インストーラによって既存のインストールが検出されます。イン
ストールを再開するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。インストールを再開する
と、失敗したポイントからインストールが続行されます。

インストーラでクラスタの UUID を作成できない
インストーラがクラスタの UUID を設定する前に uuidconfig.pl スクリプトを見つけることが
できない場合、次のエラーメッセージが表示されます。
Couldn't find uuidconfig.pl for uuid configuration,
please create uuid manually before start vcs

このエラーメッセージは、SF Oracle RAC の設定、アップグレード中、またはインストーラ
を使ってクラスタにノードを追加するときに表示されることがあります。
回避策: SF Oracle RAC を起動するには、uuidconfig.pl スクリプトを手動で実行して、
各クラスタノードに UUID を設定する必要があります。
クラスタを手動で作成するときにクラスタ UUID を設定するには
◆

クラスタの 1 つのノードで、次のコマンドを実行してクラスタの各ノードにクラスタ UUID
を設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure nodeA
nodeB ... nodeN

ここで、nodeA、nodeB から nodeN はクラスタノードの名前です。
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SF Oracle RAC インストール前検査の失敗のトラブル
シューティング
表 3-2 は、SF Oracle RAC インストールプログラムを起動したときに報告される可能性
のある障害を解決するためのガイドラインです。
表 3-2

プリインストール検査の障害のトラブルシューティング

エラーメッセージ

原因

解決法

システムの通信をチェックしてい
ます...失敗しました（Checking
system
communication...Failed）

クラスタのシステム間に、パス
クラスタのシステム間にパスワー
ワードを要求しないセキュアシェ ドを要求しない SSH または
ルまたはリモートシェルの通信 RSH 通信を設定します。
が設定されていません。
手順については、Storage
Foundation for Oracle RAC
設定およびアップグレードガイ
ド の付録「セキュアシェルまた
はリモートシェルの通信用の設
定」を参照してください。

リリースの互換性をチェックして
います...失敗しました
（Checking release
compatibility...Failed）

現在のシステムアーキテクチャ
またはオペレーティングシステ
ムのバージョンはサポートされ
ていません。 たとえば、32 ビッ
トアーキテクチャはこのリリース
ではサポートされていません。

リリースに必要なハードウェアと
ソフトウェアの基準を満たすシス
テムであることを確認します。

インストールされている製品を
チェックしています（Checking
installed product）

この検査とその適切な解決に対
して表示されるメッセージの情
報については、次を参照してく
ださい。

この検査とその適切な解決に対
して表示されるメッセージの情
報については、次を参照してく
ださい。

確認方法については、
『Storage Foundation for
Oracle RAC 設定およびアップ
グレードガイド』の「必要条件と
計画」を参照してください。

p.176 の 表 3-3 を参照してくだ p.176 の 表 3-3 を参照してくだ
さい。
さい。
プラットフォームのバージョンを システムにインストールされたオ リリースに必要なソフトウェアの
チェックしています（Checking ペレーティングシステムのバー 基準を満たすシステムであるこ
platform version）
ジョンはサポートされていませ とを確認します。
ん。
確認方法については、
『Storage Foundation for
Oracle RAC 設定およびアップ
グレードガイド』の「必要条件と
計画」を参照してください。
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エラーメッセージ

原因

解決法

製品のプレチェックを実行して 次のいずれかの検査が失敗し これらの問題の解決に関する情
います（Performing product
ました。
報については、次を参照してく
prechecks）
ださい。
■ 時間の同期
■ 時刻同期の問題を解決する
■ CPU 速度の検査
には、ノード間で時刻設定
■ システムアーキテクチャの検
を同期します。
査
■

メモ: Oracle RAC 11g リ

OS パッチレベルの検査

リース 2 以降の場合、クラス
タ内のすべてのノードで時
刻を同期するには NTP を
設定する必要があります。
■

■

■

CPU 周波数の問題を解決
するには、ノードのプロセッ
サタイプが同じであることを
確認します。
システムアーキテクチャ検査
の問題を解決するには、
ノードのアーキテクチャ、プ
ロセッサの数、プロセッサタ
イプが同じであることを確認
します。
OS パッチレベルの問題を
解決するには、必須の OS
パッチレベルでシステムが
更新されていることを確認し
ます。 確認方法について
は、『Storage Foundation
for Oracle RAC 設定およ
びアップグレードガイド』の
「必要条件と計画」を参照し
てください。
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表 3-3

インストールされた製品の検査 - メッセージ

メッセージ

解決法

Entered systems have different
products installed:
prod_name-prod_ver-sys_name
Systems running different
products must be upgraded
independently.

指定された複数のシステムに異なる製品がインス
トールされました。 たとえば、あるシステムには
SFCFSHA がインストールされ、他のシステムに
は SF Oracle RAC がインストールされています。
システムを個別にアップグレードする必要があり
ます。
SF Oracle RAC のアップグレードについては、
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定お
よびアップグレードガイド』の「SF Oracle RAC の
アップグレード」を参照してください。
インストールされた他の製品のアップグレードに
ついては、その製品の該当するマニュアルを参
照してください。

Entered systems have different
versions of $prod_name
installed:
prod_name-prod_ver-sys_name.
Systems running different
product versions must be
upgraded independently.

指定された複数のシステムに異なるバージョンの
SF Oracle RAC がインストールされました。 たと
えば、あるシステムには SF Oracle RAC 7.0 が
インストールされ、他のシステムには SF Oracle
RAC 6.0 がインストールされているとします。
システムを個別にアップグレードする必要があり
ます。
SF Oracle RAC のアップグレードについては、
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定お
よびアップグレードガイド』の「SF Oracle RAC の
アップグレード」を参照してください。

prod_name is installed.
Upgrading prod_name directly
to another_prod_name is not
supported.

SF Oracle RAC 以外の製品がインストールされ
ています。 たとえば、システムに SFCFSHA 7.0
がインストールされているとします。
SF Oracle RAC インストーラは他の製品から SF
Oracle RAC への直接アップグレードはサポート
していません。 まず、インストールされた製品の
バージョン 7.0 にアップグレードしてから、SF
Oracle RAC 7.0.0 にアップグレードする必要が
あります。
SF Oracle RAC へのアップグレードについては、
『Storage Foundation for Oracle RAC 設定お
よびアップグレードガイド』の項「Storage
Foundation 製品から SF Oracle RAC へのアッ
プグレード」を参照してください。
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メッセージ

解決法

prod_name is installed.
component_prod_name is part of
prod_name. Upgrading only
component_prod_name version may
partially upgrade the installed
RPMs on the systems.

SF Oracle RAC の以前のバージョンがインストー
ルされている場合、インストーラは製品の部分アッ
プグレードをサポートします。 たとえば、スタック
の VCS をバージョン 7.0 にアップグレードできま
す。 後ですべての SF Oracle RAC のスタックを
アップグレードする場合は installer プログラ
ムを実行できます。

LLT 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッ
セージ
表 3-4 は、診断中に表示される警告メッセージと、問題の解決に対応する推奨事項の一
覧です。
表 3-4
警告

LLT のトラブルシューティングに対する警告メッセージ
考えられる原因

推奨事項

<Check Alignment of
ノードの CPU とメモリを大量に消費 ノードの CPU とメモリのリソース
PHs>警告: OS タイマー しています。
を抑制する可能性のあるアプリ
ケーションを調べます。
は num 秒間呼び出され
ませんでした（Warning:
OS timer is not
called for num
seconds）
<Check Alignment of
ノードで利用可能なメモリが不十分 ノードのメモリ消費量を減らした
PHs>警告: カーネルはメ です。
り、割り当てられたメモリを解放
したりします。
モリの割り当てに num 回
失敗しました（Warning:
Kernel failed to
allocate memory
num time(s)）
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警告

考えられる原因

<Check Alignment of ■
PHs>フロー制御が num
回発生し、 num 回再有
■
効化されました （ポート
port number 、ノード
node number のため）
（Flow-control
occurred num
time(s)and back-enabled
num time(s) on port port
number for node node
number）

推奨事項

ローカルノードとピアノード（node ■
number）間のネットワークの帯域
幅が不十分です。
ピアノード（node number）の
CPU とメモリを大量に消費して
います。

■

ローカルノードとピアノード
間の通信に対して、より多く
の帯域幅を割り当てます。
ノードの CPU とメモリのリ
ソースを抑制する可能性の
あるアプリケーションを調べ
ます。

<Check Alignment of
ローカルノードとピアノード間のプラ ローカルノードとピアノード間の
PHs>警告：ノード node イベート相互接続が不安定です。 接続性を確認します。必要に応
じてリンクを置き換えます。
id (リンク link id
上) との接続は num 回
不安定です。（Warning:
Connectivity with
node node id on link link
id is flaky num time(s).）
分布は次のとおりです。
(0-4 s) <num> (4-8
s) <num> (8-12 s)
<num> (12-16 s)
<num> (>=16 s)
<Check Alignment of
ローカルノードとピアノード間のプラ ローカルノードとピアノード間の
PHs>ピアノード node
イベート相互接続に、十分な帯域幅 プライベート相互接続を確認し
ます。
name との 1 つ以上の がない可能性があります。
リンク接続に問題が発生し
ています。（One or
more link
connectivity with
peer node(s) node
name is in trouble.）
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警告

考えられる原因

推奨事項

node id とのリンク接続 ■
は 1 つのリンクのみで
す。（Link
■
connectivity with
node id is on only
one link.） 2 つ以上
のリンクを設定することを
推奨します。（Symantec
recommends
configuring a
minimum of 2
links.）

設定されたプライベート相互接 ■
続の 1 つが動作していません。
LLT 下で設定されたプライベー
ト相互接続が 1 つだけです。
■

プライベート相互接続に障
害がある場合は、リンクを置
き換えます。
最低 2 つはプライベート相
互接続を設定します。

LLT 下でリンクが 1 つし ■
か設定されていません。
（Only one link is
■
configured under
LLT.） 2 つ以上のリンク
を設定することを推奨しま
す。（Symantec
recommends
configuring a
minimum of 2
links.）

設定されたプライベート相互接 ■
続の 1 つが動作していません。
LLT 下で設定されたプライベー
ト相互接続が 1 つだけです。
■

プライベート相互接続に障
害がある場合は、リンクを置
き換えます。
最低 2 つはプライベート相
互接続を設定します。
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警告

考えられる原因

<Check Alignment of
■
PHs>合計転送パケットの
うち % を再転送しました。
（Retransmitted %
percentage of total
transmitted packets.）

推奨事項

ネットワークインターフェースカー ■
ドかネットワークリンクに障害があ
ります。

ノード間のネットワークの接
続性を検証します。
ネットワークインターフェー
スカードに異常がないかど
うかを確認します。

<Check Alignment of
PHs>リンクが有効でない
ときに合計転送パケットの
うち % を送信しました。
（Sent % percentage of
total transmitted packet
when no link is up.）
<Check Alignment of
PHs>合計受信パケットの
うち % のチェックサムが
不正です。（% percentage
of total received packets
are with bad checksum.）
<Check Alignment of
PHs>合計受信パケットの
うち % が時間外です。（%
percentage of total
received packets are out
of window.）
<Check Alignment of
PHs>合計受信パケットの
うち % の整列が失敗して
います。（% percentage of
total received packets are
misaligned.）
<Check Alignment of
DLPI ドライバか NIC に異常がある DLPI ドライバと NIC に異常が
PHs>合計受信パケットの か、破損した可能性があります。
ないかどうかを確認します。
うち % で DLPI エラー
が発生しています。（%
percentage of total
received packets are with
DLPI error.）
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警告

考えられる原因

推奨事項

% per of total
ノードの CPU とメモリの消費量が高 ■
transmitted packets い可能性があります。または、ネット
are with large xmit ワークの帯域幅が不十分です。
■
latency (>16ms) for
port port id
<Check Alignment of
PHs>合計受信パケットの
うち %per についてポー
ト port id で大幅な受
信遅延 (> 16 分) があ
りました。（%per received
packets are with large
recv latency (>16ms) for
port port id）
LLT は起動していませ
ん。（LLT is not
running.）

SF Oracle RAC が正しく設定され
ていません。

CPU とメモリの使用量を抑
制する可能性のあるアプリ
ケーションを調べます。
低遅延のデータ伝送を容易
にするために、ネットワーク
の帯域幅が適切であること
を確認します。

SF Oracle RAC を再設定しま
す。
手順については、『Storage
Foundation for Oracle RAC
設定およびアップグレードガイ
ド』を参照してください。

I/O フェンシングのトラブルシューティング
次の項では、I/O フェンシングの問題のトラブルシューティングについて説明します。症
状と推奨される解決策を確認してください。

起動時の SCSI 予約エラー
SF Oracle RAC クラスタのノードを再起動した場合に、次のような SCSI 予約エラーが
発生する可能性があります。
date system name kernel: scsi3 (0,0,6) : RESERVATION CONFLICT

このメッセージは SCSI-3 PR I/O フェンシングにより保護されているすべての共有ディス
クグループのメンバーであるディスクそれぞれに表示されます。このメッセージは無視し
ても安全です。
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SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティ
リティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

他のホストが SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクを予約した場合、ディス
クアレイは SCSI TEST UNIT READY コマンドに対して成功を返すことをサポートしてい
ません。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイの
オプションである 186 ビットが使えない場合に発生します。

他のノードが除外されている間、ノードはクラスタを参加させられない
ノードのフェンシングアウト（削除）を現在実行しているクラスタでは、フェンシング操作が
完了するまで、新しいノードをそのクラスタに参加させることは防止されます。次に、新し
いノードのコンソールに表示されるメッセージの例を示します。
...VxFEN ERROR V-11-1-25 ... Unable to join running cluster
since cluster is currently fencing
a node out of the cluster.

新しいノードをブートしているときにこれらのメッセージが表示された場合、そのノード上
に存在する vxfen の起動スクリプトはクラスタに参加するために 5 回の試行を行います。
I/O フェンシングの試行が失敗したときに、クラスタへのノードの参加を手動で行うには
◆

vxfen のスクリプトがノードをクラスタに参加させるのに失敗した場合は、次のコマン
ドを使って vxfen ドライバを再起動します。
# /etc/init.d/vxfen stop
# /etc/init.d/vxfen start

コマンドが失敗した場合、新しいノードを再起動します。

システムパニックによって潜在的なデータ破損が防止される
ノードでスプリットブレインの条件が発生し、クラスタから削除されたときに、ノードでパニッ
クが発生し、次のコンソールメッセージが表示されます。
VXFEN:vxfen_plat_panic: Local cluster node ejected from cluster to
prevent potential data corruption.
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ノードは、すべてのプライベート相互接続の障害またはノードハングアップのために、ピ
アノードとのハートビートを失った場合、スプリットブレイン状態になります。 異なるシナリ
オの元での I/O フェンシングの動作と、取るべき是正措置について確認してください。

コーディネータディスクの I/O フェンシングキーのクラスタ ID がローカル
クラスタの ID と一致しない
クラスタのコーディネータディスクを別のクラスタに誤って割り当てた場合、I/O フェンシン
グを起動すると、フェンシングドライバは次のようなエラーメッセージを表示します。
000068 06:37:33 2bdd5845 0 ... 3066 0 VXFEN WARNING V-11-1-56
Coordinator disk has key with cluster id 48813
which does not match local cluster id 57069

この警告はクラスタ ID 57069 のローカルクラスタにキーがあることを意味します。 ただし、
ディスクにはクラスタ ID 48813 のクラスタのキーもあり、クラスタ ID 48813 のクラスタの
ノードが同じコーディネータディスクを使用する可能性があることを示します。
次のコマンドを実行して、これらのディスクが別のクラスタによって使われるかどうかを確
かめることができます。 ローカルクラスタのノードのいずれかで次のコマンドを実行しま
す。たとえば、sys1 で次のように実行します。
sys1> # lltstat -C
57069
sys1> # cat /etc/vxfentab
/dev/vx/rdmp/disk_7
/dev/vx/rdmp/disk_8
/dev/vx/rdmp/disk_9
sys1> # vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,48,49,52,66,48,48
[Character Format]: VFBEAD00
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 0 Node Name: unknown

disk_7、disk_8、disk_9 は設定のディスク名を表します。
対処方法: 各クラスタには一意のコーディネータディスクのセットを使用する必要がありま
す。 他のクラスタがこれらのコーディネータディスクを使用しない場合は、それらをローカ
ルクラスタのコーディネータディスクとして使う前に vxfenclearpre コマンドを使ってキー
を消去します。
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p.102 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報
告される
vxfen ドライバは、プライベートネットワークリンクの障害が発生した後、プライベートネット
ワークリンクが修復されるまでの間、削除されたノードがクラスタに再参加することを防止
するように機能します。
たとえば、システム 1 とシステム 2 によって形成されているクラスタが正常に機能している
ときに、プライベートネットワークリンクが破損したとしましょう。システム 1 が削除されたシ
ステムであるとしましょう。プライベートネットワークリンクが修復される前にシステム 1 が再
起動した場合、システム 1 のメンバーシップ設定ではシステム 2 が表示されません。ただ
し、システム 1 がコーディネータディスクに登録を行おうとしたときに、システム 2 がコー
ディネータディスクにすでに登録されていることを検出します。システム 2 に関するこの競
合情報が与えられた結果、システム 1 はクラスタに参加せず、vxfenconfig が実行された
ときに次のようなエラーを返します。
vxfenconfig: ERROR: There exists the potential for a preexisting
split-brain. The coordinator disks list no nodes which are in
the current membership. However, they also list nodes which are
not in the current membership.
I/O Fencing Disabled!

また、コンソールには次の情報が表示されます。
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>

<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system

name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>

vxfen: WARNING: Potentially a preexisting
split-brain.
Dropping out of cluster.
Refer to user documentation for steps
required to clear preexisting split-brain.
I/O Fencing DISABLED!
gab: GAB:20032: Port b closed

ただし、プライベートネットワークリンクが動作していて、両方のシステムが停止し、システ
ム 1 が再起動し、システム 2 が復帰に失敗した場合も、同じエラーが発生する可能性が
あります。 システム 1 からクラスタを見たときに、システム 2 はコーディネータポイント上で
依然として登録されている可能性があります。
サーバーベースのフェンシングでの既存のスプリットブレインを理解するため、次の状況
を考えてみます。
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■

コーディネーションポイントとして機能する 3 つの CP サーバーがあるとします。 3 つ
の CP サーバーの 1 つがアクセス不能になります。 この状態で、1 つのクライアント
ノードがクラスタから除かれます。しかし、その登録はアクセス不能になった CP サー
バーからは削除できません。アクセス不能な CP サーバーが再起動すると、このサー
バーには SF Oracle RAC クラスタから切り離されたノードからの無効登録が含まれ
ます。この場合、新しいノードはクラスタに参加できません。 クラスタに参加しようとす
る各ノードは CP サーバーから登録のリストを取得します。 1 つの CP サーバーが、
（先に切り離されたノードの）登録を余分に含んでいます。これにより、joiner ノードは、
joiner ノードと無効登録によって表されるノードとの間にスプリットブレインが存在する
と結論付けます。

■

すべてのクライアントノードのフェンシングキーが CP サーバーから消去されていない
ため、それらのクライアントノードは同時にクラッシュしました。 その結果、ノードの再
起動時に、vxfen 設定による既存のスプリットブレインの報告が失敗します。

これらの状況は、vxfenclearpre コマンドを実行して解決できる、コーディネータディス
クとすでに発生しているスプリットブレインの状況に似ています。サーバーベースのフェン
シングでも、cpsadm コマンドを使った同様の解決策が必要です。
p.185 の 「すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア」 を参照してください。

すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア
VxFEN ドライバがすでに発生しているスプリットブレイン状態をどのように調べるかを確
認します。
p.184 の 「フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報告され
る」 を参照してください。
p.102 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。
表 3-5 は、発生したシナリオに応じてすでに発生しているスプリットブレイン状態をどのよ
うに解決するかを説明しています。
表 3-5
シナリオ

すでに発生しているスプリットブレイン状態をクリアするために推奨さ
れるソリューション

ソリューション

実際のスプリットブレイン 1
状態の可能性— システム
2
2 が動作し、システム 1 が
削除された

3

システム 1 が動作しているかどうか判断します。
システム 1 が動作している場合、システム 1 を停止してプライベートネットワークリンクを修復
し、スプリットブレイン状態を取り除きます。
システム 1 を再起動します。
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シナリオ

ソリューション

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性— シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（ディスクベースのフェンシ
ングが設定されます）

# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
コーディネータディスクに対して次のコマンドを使用します。

このコマンドの出力により、コーディネータディスクに登録済みのキーを特定します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータディスクとすべての共有ディス
クグループ内のデータディスクからキーをクリアします。 コマンドは SCSI-3 の登録と予約を
削除します。
p.102 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性— シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（サーバーベースのフェン
シングが設定されます）

# cpsadm -s cp_server -a list_membership
-c cluster_name

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
CP サーバーに対して次のコマンドを使用します。

ここで、cp_server は CP サーバーが設定されているマシンの仮想 IP アドレスまたは仮想ホ
スト名で、cluster_name は SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）の VCS 名
です。
コマンドは、CP サーバーに登録されているシステムを表示します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータディスクとすべての共有ディス
クグループ内のデータディスクからキーをクリアします。 コマンドは SCSI-3 の登録と予約を
削除します。
すべての無効登録を削除した後、joiner ノードはクラスタに参加できます。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。

登録済みのキーがコーディネータディスクから失われている
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、クラスタの再設定が
発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
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紛失キーをリフレッシュするには
◆

vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクと交換し
ます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登録し
ます。
p.116 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換
コーディネータディスクグループのディスクに不具合が生じたか動作不能になり、クラスタ
内でオフラインになっている新しいディスクグループに切り替えようとする場合は、次の手
順を実行します。
オンラインになっているクラスタで、vxfenswap ユーティリティを使ってディスクを置換す
ることができます。
p.105 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
コーディネータディスクグループのコーディネータディスクを置換したり、コーディネータ
ディスクグループを破棄するには、次の情報を確認してください。
手順について、次のことに注意してください。
■

ディスクを追加するときは、vxfencoorddg を使用してディスクをディスクグループに追
加し、グループが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしていることを再テスト
します。

■

登録キーがディスクの中にまったく残っていない場合、コーディネータディスクグルー
プを破棄できます。その後、そのディスクを他の場所で使うことができます。

クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクグループのディスクを置換するには

1

いずれかのクラスタノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS が動作している場合は、VCS を停止します。
# hastop -all

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。次のコマンドを実行して、
ポート h が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a

3

各ノードで VCSMM ドライバを停止します。
# /etc/init.d/vcsmm stop
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4

各ノードで I/O フェンシングを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

この結果、ディスクからすべての登録キーが削除されます。

5

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

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

6

ディスクをディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理者ユーティリティ
の vxdiskadm を使います。
既存のコーディネータディスクグループを破棄することもできます。次に例を示しま
す。
■

coordinator 属性が on に設定されているかどうかを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |

■

grep flags: | grep coordinator

コーディネータディスクグループを破棄します。
# vxdg -o coordinator destroy vxfencoorddg

7

新しいディスクをノードに追加し、VxVM ディスクとして初期化します。
vxfencoorddg ディスクグループに新しいディスクを追加します。
■

手順 6 でディスクグループを破棄した場合は、ディスクグループを再び作成し、
それに新しいディスクを追加します。
手順について詳しくは、『Storage Foundation for Oracle RAC 設定およびアッ
プグレードガイド』を参照してください。

■

ディスクグループがすでに存在する場合は、それに新しいディスクを追加します。
# vxdg -g vxfencoorddg -o coordinator adddisk disk_name
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8

再作成したディスクグループが SCSI-3 Persistent Reservation に準拠しているこ
とをテストします。
p.91 の 「vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループの
テスト」 を参照してください。

9

コーディネータディスクグループの中でコーディネータディスクを置換した後、ディス
クグループをデポートします。
# vxdg deport ‘cat /etc/vxfendg‘

10 各ノードで、I/O フェンシングドライバを起動します。
# /etc/init.d/vxfen start

11 各ノードで、VCSMM ドライバを起動します。
# /etc/init.d/vcsmm start

12 I/O フェンシングのモジュールが起動され、有効になっていることを確認します。
# gabconfig -a

ポート b およびポート o のメンバーシップがクラスタのすべてのノードの出力に存在
することを確認します。
# vxfenadm -d

出力で I/O フェンシングモードが無効になっていないことを確認します。

13 必要に応じて、各ノードで VCS を再起動します。
# hastart

I/O フェンシング診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセー
ジ
表 3-6 は、診断中に表示される警告メッセージと、問題の解決に対応する推奨事項の一
覧です。
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表 3-6
警告

I/O フェンシングのトラブルシューティングに対する警告メッセージ
考えられる原因

VxFEN はクラスタ内のす クラスタで I/O フェンシングが有効で
べてのノード上で起動して はありません。
いません。（VxFEN is
not running on all
nodes in the
cluster.）
VxFEN は SCSI3 モー ■
ドで構成されていません。
（VxFEN is not
configured in SCSI3
mode.）

推奨事項
フェンシングを設定します。
手順については、『Storage
Foundation for Oracle RAC
設定およびアップグレードガイ
ド』を参照してください。

ディスクベースの I/O フェンシン クラスタのすべてのノードで
グを使用している場合、そのフェ SCSI3 モードのフェンシングを
ンシングは SCSI3 モードでは設 開始します。
定されていません。
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警告

考えられる原因

VxFEN は 1 つのみの ■
コーディネータディスク上で
起動しています。（VxFEN
■
is running with
only one
coordinator disk.）
ノードの損失時には、この
ディスクを失うことでクラス
タの再構築を回避できま
す。（Loss of this
disk will prevent
cluster
reconfiguration on
loss of a node.） 3
つ以上のコーディネータ
ディスクを設定することを
推奨します。（Symantec
recommends
configuring a
minimum of 3
coordinator disks.）
VxFEN は偶数のコーディ
ネータディスクで起動して
います。（VxFEN is
running with even
number of
coordinator disks.）
奇数のコーディネータディ
スクが存在する必要があり
ます。（There must be
odd number of
coordinator disks.）
OCDR プロシージャを使っ
てディスク disk name
を交換します。（Replace
the disk disk name
using OCDR
procedure.）

推奨事項

I/O フェンシングは 1 つのコー ■
ディネータディスクでのみ有効で
す。
■
I/O フェンシング用に設定された
ディスク数が偶数です。

■

最低 3 つのコーディネータ
ディスクを設定します。
コーディネータディスクが奇
数であるという基準を満たす
ために、コーディネータディ
スクを追加または削除しま
す。vxfenswap ユーティリ
ティを使ってディスクの追加
または削除を行います。
p.105 の 「vxfenswap ユー
ティリティについて」 を参照
してください。
コーディネータディスクに異
常がある場合は、
vxfenswap ユーティリティ
を使ってディスクを置き換え
ます。
p.105 の 「vxfenswap ユー
ティリティについて」 を参照
してください。
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警告

考えられる原因

推奨事項

The coordinator
disk (disk name)
does not have the
required key for
the local node.

誤ってキーが削除された可能性が
あります。

コーディネータディスクでキーを
更新します。

SCSI3
write-exclusive
reservation is
missing on shared
disk (disk_name)

誤って SCSI3 予約が削除されてい SF Oracle RAC をシャットダウ
ます。
ンして再起動します。

手順については
p.116 の 「コーディネータディス
ク上の紛失キーのリフレッシュ」
を参照してください。

CVM の再起動時に、CVM は
キーを再登録し、予約を行いま
す。

CP サーバーのトラブルシューティング
CP サーバーのすべての操作とメッセージのログは、詳しく読みやすい形式で
/var/VRTScps/log ディレクトリに記録されます。エントリは日付と時刻でソートされます。
このログはトラブルシューティング目的や、CP サーバーをホストするシステムで起きる可
能性があるセキュリティ関連の問題を確認する目的に使うことができます。
次のファイルに含まれるログとテキストファイルは、CP サーバーの理解とトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
■

/var/VRTScps/log/cpserver_[ABC].log

■

/var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log（セキュリティ関連）

■

CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生した場合は、次の診断ファイルを
確認します。
■

/var/VRTScps/diag/FFDC_CPS_pid_vxcpserv.log

■

/var/VRTScps/diag/stack_pid_vxcpserv.txt

メモ: CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生すると、コアファイルに加え
てこれらのファイルが生成されます。 そのような状況では、VCS は vxcpserv プロセ
スを自動的に再起動します。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log ファイルに含まれるログは、SF Oracle RAC
クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブル
シューティングに役立つことがあります。
p.193 の 「CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティング」 を
参照してください。
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p.193 の 「CP サーバーの接続の確認」 を参照してください。
p.194 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された SF Oracle RAC クラスタ ノー
ドでのフェンシング起動時の問題」 を参照してください。
p.194 の 「コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題」 を参照してください。

CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシュー
ティング
CP サーバーの設定後に CPSSG サービスグループを起動できない場合は、次の手順
を実行してください。
■

CPSSG サービスグループとそのリソースが有効で、VCS 設定で正しく設定されてい
ることを確認します。

■

VCS エンジンログ（/var/VRTSvcs/log/engine_[ABC].log）で、CPSSG サービ
スグループリソースのいずれかが FAULTED になっていないかどうかを確認します。

■

依存関係グラフの例を見直して、必要なリソースが正しく設定されていることを確認し
ます。

CP サーバーの接続の確認
cpsadm コマンドを使って CP サーバーの接続をテストできます。

SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノードで cpsadm コマンドを実行するには、
環境変数 CPS_USERNAME と CPS_DOMAINTYPE を設定している必要があります。
CP サーバーの接続を確認するには
◆

次のコマンドを実行して、CP サーバーが起動しており、プロセスレベルで動作中か
どうかを調べます。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想ホスト名または仮想 IP
アドレスです。

SF Oracle RAC クラスタノードでのサーバーベースのフェンシングのト
ラブルシューティング
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log に含まれるログファイルは、SF Oracle RAC
クラスタ（アプリケーション）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
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サーバーベースのフェンシング用に設定された SF Oracle RAC
クラスタ ノードでのフェンシング起動時の問題
表 3-7
問題

SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノードでのフェンシン
グ起動の問題

説明と解決法

SF Oracle RAC クラスタ SF Oracle RAC クラスタで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場
の cpsadm コマンドで接 合は、次の処理を実行してください。
続エラーが発生します。
■ CP サーバーがすべての SF Oracle RAC クラスタノードからアクセス可能であることを確認し
ます。
■ /etc/vxfenmode ファイルを確認し、SF Oracle RAC クラスタ ノードが正しい CP サーバー仮
想 IP または仮想ホスト名と正しいポート番号を使っていることを確認します。
■ HTTPS 通信の場合は、サーバーに一覧表示されている仮想 IP とポートが HTTPS 要求に
対する応答準備ができていることを確認します。
権限の確認の失敗

CP サーバーの設定にクライアントクラスタのノードやユーザーを追加していないと、権限の確認が
失敗します。この状態では、SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシング
が、CP サーバーにアクセスして自身を CP サーバーに登録することができません。 主たるコー
ディネーションポイントの登録が失敗すると、フェンシングは起動しません。
この問題を解決するには、CP サーバーの設定にクライアントクラスタノードとユーザーを追加し、
フェンシングを再起動します。

認証の失敗

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ（クライアントクラスタ）ノードの間でセキュアな通信を設定
した場合、次のような原因で認証の失敗が起きることがあります。
■

■

■

クライアントクラスタは CP サーバーとの安全な通信を確立するために、独自の専用キー、署
名済みの証明書、認証局（CA）の証明書を必要とします。いずれかのファイルがない、または
破損している場合、通信は失敗します。
クライアントクラスタ証明書がクライアントの専用キーに対応していない場合、通信は失敗しま
す。
CP サーバーとクライアントクラスタの信頼の証明連鎖に共通の CA がない場合、通信は失敗
します。

コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題
vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイントをオンライン移行する間、
いずれかのクラスタノードから行うコーディネーションポイントの検証中に障害が起きると、
操作は自動的にロールバックされます。
コーディネーションポイントの新しいセットの検証失敗は、次の状況で起きる可能性があ
ります。
■

ノード上の新しいコーディネーションポイントが古い /etc/vxfenmode.test ファイルか
ら選択されていたため、/etc/vxfenmode.test ファイルがすべての SF Oracle RAC

194

第 3 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
SF Oracle RAC クラスタの Cluster Volume Manager のトラブルシューティング

クラスタ ノードで更新されない。/etc/vxfenmode.test ファイルは現在の詳細情報で
更新する必要があります。/etc/vxfenmode.test ファイルがない場合、vxfenswap は
/etc/vxfenmode ファイルから新しいコーディネーションポイントの設定をコピーしま
す。
■

/etc/vxfenmode ファイルに定義されたコーディネーションポイントが SF Oracle RAC
クラスタ ノード間で一致しない。/etc/vxfenmode ファイルに定義されているコーディ
ネーションポイントがクラスタノード間で一致しない場合、コーディネーションポイント
のスナップショット確認中の障害が原因で操作は失敗します。

■

1 つ以上の SF Oracle RAC クラスタ ノードから CP サーバーに向かうネットワーク接
続が存在しない。

■

SF Oracle RAC クラスタ ノードのクラスタ、ノード、ユーザーが新しい CP サーバー
に追加されていないことにより、権限の確認に失敗する。

vxfenswap コマンド実行後の vxfen サービスグループのアクティ
ビティ
コーディネーションポイントエージェントは vxfenconfig -l の出力からコーディネーショ
ンポイントの詳細を読み込み、それらのコーディネーションポイントで登録の監視を開始
します。
このように、vxfenswap の実行中、vxfenmode ファイルがユーザーによって変更されて
いるとき、コーディネーションポイントエージェントは FAULTED 状態に遷移しませんが、
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされないかぎり、またはコーディネーションポイントの
新しいセットが vxfenconfig -l の出力で反映されないかぎり、コーディネーションポイ
ントエージェントは、監視サイクルごとに自身が vxfenconfig -l の出力から読み込む
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
コーディネーションポイントエージェントの状態（ONLINE または FAULTED）は、コーディ
ネーションポイントのアクセス可能性、これらのコーディネーションポイント上の登録、耐障
害性の値によって決まります。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされ、vxfenconfig -l の出力に反映されると、コー
ディネーションポイントエージェントはコーディネーションポイントの新しいセットを読み込
み、次の監視サイクルからはその新しいセットのコーディネーションポイントを監視します。

SF Oracle RAC クラスタの Cluster Volume Manager
のトラブルシューティング
この項では、CVM の問題のトラブルシューティングについて説明します。
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ケーブル切断後のホストとディスク間の通信の復元
Fibre Channel ケーブルがホストとディスクの間で誤って切断された場合、再起動せずに
ホストとディスクの間の通信をリストアできます。
ケーブル切断後にホストとディスク間の通信をリストアするには

1

ケーブルを再接続します。

2

すべてのノードで、fdisk -l コマンドを使って新しいディスクをスキャンします。
ホストがディスクを認識するまでに数分かかる場合があります。

3

すべてのノードで、次のコマンドを発行してディスクを再スキャンします。
# vxdisk scandisks

4

マスターノードで、ディスクを以前のディスクグループに再び取り付け、同じメディア
名を維持します。
# vxreattach

これには時間がかかる場合があります。詳細については、vxreattach（1M）マニュ
アルページを参照してください。

共有ディスクグループを SF Oracle RAC クラスタにインポートできない
次のようなメッセージが表示されることがあります。
vxvm:vxconfigd:ERROR:vold_pgr_register(/dev/vx/rdmp/disk_name):
local_node_id<0
Please make sure that CVM and vxfen are configured
and operating correctly

まず、CVM が動作していることを確認します。vxclustadm nidmap コマンドを実行して、
クラスタ内にある CVM ノードを表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
CVM Nid
sys1
1
sys2
0

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

上記の出力は、CVM が正常に動作していて、システム sys1 が CVM マスターであるこ
とを示しています。CVM が正常に機能している状況では、上記の出力は、CVM がロー
カルシステムのノード ID を vxfen ドライバから取得できない場合に表示されます。これ
は、通常、ポート b が設定されていない場合に発生します。
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vxfen ドライバが設定されていることを確認するには
◆

次のコマンドを使って GAB ポートを調べます。
# gabconfig -a

ポート b はローカルシステムに設定されている必要があります。
別のシナリオでは、共有ディスクグループをインポートしているときに、次のメッセージが
表示される可能性があります。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group disk group name: import
failed: No valid disk found containing disk group

ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.103 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
p.195 の 「SF Oracle RAC クラスタの Cluster Volume Manager のトラブルシューティン
グ」 を参照してください。
p.160 の 「SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて」 を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタでの共有ディスクグループのインポートエラー
共有ディスクグループをインポートしているときに、次のメッセージが表示される可能性が
あります。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group disk group name: import
failed: No valid disk found containing disk group

ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.103 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタで CVM を起動できない
CVM を起動できない場合は、/etc/llthosts ファイルと main.cf ファイルのノード ID
の整合性を確認してください。
ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.103 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
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CVM グループが SF Oracle RAC クラスタへのノード追加後オンライン
ではない
クラスタへのノード追加後に CVM グループがオフラインであることの考えられる原因は
次のとおりです。
■

cssd リソースが cvm グループで Critical リソースとして設定されている。

■

cvm グループで Critical リソースとして設定されている他のリソースがオンラインでは
ない。

cssd が Critical リソースとして設定されている場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

cssd リソースを cvm グループで非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

グループの他のリソースがオンラインでない場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

リソースをオンラインにします。
# hares -online resource_name -sys system_name

3

リソースの状態を確認します。
# hastatus -resource

4

resource_name

リソースがオンラインでない場合は、リソースを非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify resource_name Critical 0
# haconf -dump -makero

CVMCluster が SF Oracle RAC クラスタでオンラインでも CVMVolDg
がオンラインにならない
CVMCluster リソースがオンラインになると、auto-inport フラグが設定されているすべて
の共有ディスクグループが自動的にインポートされます。ディスクグループのインポートが
何らかの理由で失敗すると、CVMVolDg リソースは障害状態に遷移します。 インポート
に失敗する原因を修正した後、CVMVolDg タイプのリソースをクリアし、オフラインにする
だけでは、CVMVolDg リソースはオンライン状態に遷移しません。
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リソースの問題を解決するには

1

共有ディスクグループのインポートが失敗する原因を解決します。

2

リソースタイプ CVMVolDg を含む cvm グループと、リソースタイプ CVMCluster を
含むサービスグループをオフラインにします。

3

CVMCluster リソスを含む cvm グループをオンラインにします。

4

CVMVolDg リソースを含む cvm グループをオンラインにします。

SF Oracle RAC クラスタに共有ディスクが表示されない
/dev の共有ディスクが表示されない場合は、次の作業を行います。

HBA および SCSI 層で、すべての共有 LUN が検出されることを確認してください。これ
は /dev/* の下のディスクのいずれかに対して ls -ltr のコマンドを実行することによっ
て検証できます。
次に例を示します。
# ls -ltr /dev/disk_name

すべての LUN が SCSI によって検出されない場合、この問題は、SCSI ドライバに対し
て dev_flags または default_dev_flags と max_luns パラメータを指定することに
よって修正される可能性があります。
/dev/* ファイルで LUN が表示されない場合は、SAN の設定またはゾーン化の問題を

示している可能性があります。

CFS のトラブルシューティング
この項では、CFS の問題のトラブルシューティングについて説明します。

root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない
root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない場合には、クラスタファイルシステム
や RAC クラスタのプライマリノードの変更中にシステムがハングしてしまうことがあります。
root ユーザーの <library> パスに、/usr/lib エントリより前にCFS（クラスタファイルシステ
ム）を指すエントリがある場合、次のタスクを実行しようとしたときにシステムがハングするこ
とがあります。
■

CFS ファイルシステム用のプライマリノードの変更

■

プライマリノード上の CFS ファイルシステムのマウント解除

■

プライマリノード上のクラスタまたはサービスグループの停止
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この設定の問題は、主に共有 CFS ファイルシステム上に Oracle バイナリがインストール
された RAC 環境で発生します。
次の例は、システムがハングする可能性のある <library path> の設定例です。
LIBPATH=/app/oracle/orahome/lib:/usr/lib:/usr/ccs/lib

上記の例で、/app/oracle は CFS ファイルシステムです。ユーザーがこのファイルシステ
ムのプライマリノードを変更しようとすると、システムはハングします。この時点でもユーザー
はシステムに対して ping コマンドや telnet コマンドを実行することができますが、ls の
ような簡単なコマンドを実行しても反応がありません。プライマリノードを変更する際に必
要な最初の手順の 1 つに、クラスタ全体にわたってファイルシステムをフリーズさせてお
くことがあります。その次に、fsck コマンドを直ちに実行して、インテントログを再生しま
す。
<library> パスの最初のエントリがフリーズしているファイルシステム自身を指しているた
め、fsck コマンドはデッドロックの状態になります。実際に、<library> パスに依存するす
べてのコマンド（ls を含む）が以降、ハングして使えなくなります。
この問題を解決するためにお勧めする手順は次のとおりです。すべてのユーザー（特に
root）の <library> パスの中で CFS ファイルシステムを指しているエントリがあれば、リス
トの最後のほう、/usr/lib エントリよりも後に移動します。
つまり、上記の例の <library path> の場合は、次のように変更します。
LIBPATH=/usr/lib:/usr/ccs/lib:/app/oracle/orahome/lib

相互接続のトラブルシューティング
この項では、相互接続のトラブルシューティングについて説明します。

必須デバイスのエントリ例
eth2 と eth3 を使って相互接続をしている場合、必須デバイスを設定するには次の手順
を実行します。
/etc/sysconfig/network/config に必須デバイスのエントリを設定するには
次を入力します。
MANDATORY_DEVICES="eth2-00:04:23:AD:4A:4C
eth3-00:04:23:AD:4A:4D"

インターフェースファイルに持続性名エントリを設定するには
/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth-id-00:09:3d:00:cd:22（SLES システムの

eth0 インターフェースファイルの名前）ファイルと
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/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0（RHEL システムの eth0 インター

フェースファイルの名前）ファイルに次の情報を入力します。

BOOTPROTO='static'
BROADCAST='10.212.255.255'
IPADDR='10.212.88.22'
MTU=' '
NETMASK='255.255.254.0'
NETWORK='10.212.88.0'
REMOTE_IP=' '
STARTMODE='onboot'
UNIQUE='RFE1.bBSepP2NetB'
_nm_name='bus-pci-0000:06:07.0'
PERSISTENT_NAME=eth0

Oracle のトラブルシューティング
この項では、Oracle のトラブルシューティングについて説明します。

SF Oracle RAC での Oracle インスタンスの起動時のエラー
VCSMM ドライバ（メンバーシップモジュール）が設定されていない場合は、Oracle イン
スタンスの起動時に次のようなエラーが表示されます。
ORA-29702: error occurred in Cluster Group Operation

VCSMM ドライバを起動するには
# /etc/init.d/vcsmm start
/etc/vcsmmtab ファイルに含まれるコマンドにより、VCSMM ドライバをシステム起動時

に開始できます。

Oracle グループの障害のクリア
Oracle グループの障害が発生した場合、次のコマンドを実行して障害をクリアし、グルー
プをオンラインにできます。
# hagrp -clear oracle_grp
# hagrp -online oracle_grp -sys node_name
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手動でシャットダウンしていないときでも Oracle ログファイルにシャット
ダウンの呼び出しがある
Oracle リソースの監視が失敗すると、Oracle エンタープライズエージェントはシャットダ
ウンを呼び出します。すべてのクラスタノードで、エラーメッセージまたはステータスメッ
セージについて、次の VCS および Oracle エージェントのログファイルを確認します。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
/var/VRTSvcs/log/Oracle_A.log

Oracle RAC データベースの作成中に DBCA が失敗する
hostname -i コマンドが現在のノードのパブリック IP アドレスを返すことを確認します。

このコマンドはインストーラによって使われ、その出力が OCR に格納されます。 hostname
-i が 127.0.0.1 を返す場合は、DBCA が失敗する原因になります。

Oracle Clusterware プロセスが起動に失敗する
Oracle RAC の設定が次の必要条件を満たしていることを確認します。
■

プライベートリンクで正しいプライベート IP アドレスを設定している。

■

OCR と投票ディスクの共有ディスクグループにアクセスできる。

■

OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムがマウントされている。

詳しくは CSSD ログファイルを確認してください。
CSSD ログファイルは、$GRID_HOME/log/node_name/cssd/* にあります。
詳しくは、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

再起動後に Oracle Clusterware が失敗
システム起動後に Oracle Clusterware の起動が失敗した場合は、/var/log/messages
ファイルに次の文字列が含まれているかどうかを確認します。
ファイル内にある文字列の値:
Oracle CSSD failure.
Rebooting for cluster
integrity

Oracle CSSD の障害が原因で Oracle Clusterware が
失敗することがあります。次のイベントのいずれかが原因
で、Oracle CSSD が失敗することがあります。

■

通信の障害が生じ、Oracle Clusterware によってノー
ドが遮蔽されました。
OCR と投票ディスクが使えなくなりました。

■

ocssd は手動で強制終了されました。

■

init.cssd スクリプトが停止されました。

■
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ファイル内にある文字列の値:
Waiting for file
system containing
ファイル内にある文字列の値:
Oracle Cluster Ready
Services disabled by
corrupt install
ファイル内にある文字列の値:
OCR initialization
failed accessing OCR
device

Oracle Clusterware のインストールが共有ディスク上で実
行され、init スクリプトは、そのファイルシステムが使用可
能になるまで待機しています。

次のファイルが使えないか、またはそのエントリが破損して
います。
/etc/oracle/scls_scr/¥
hostname/root/crsstart.
OCR を含む共有ファイルシステムが使えず、Oracle
Clusterware はそのファイルシステムが使用可能になるの
を待機しています。

SF Oracle RAC クラスタにおける VIP 設定のトラブルシューティング
VIP 設定のトラブルシューティングには、次のコマンドとファイルが使えます。
■

すべてのノードでネットワークの問題を確認します。
# ifconfig -a

■

各ノードで、/etc/hosts ファイルを確認します。 または、仮想ホスト名が DNS サー
バーに次のように登録されることを確認します。

■

各ノードで仮想ホスト名を確認します。
# ping virtual_host_name

■

次のコマンドを使って出力を調べます。
$GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t

■

問題のあるノードで、次のコマンドを実行します。
$ $GRID_HOME/bin/srvctl start nodeapps -n node_name
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SF Oracle RAC クラスタ内の Oracle Clusterware 診断時の警告メッ
セージのトラブルシューティング
表 3-8 は、診断中に表示される警告メッセージと、問題の解決に対応する推奨事項の一
覧です。
表 3-8

Oracle Clusterware のトラブルシューティングに対する警告メッセー
ジ

警告

考えられる原因

CRS は起動していませ
ん。（Oracle
Clusterware is not
running.）

Oracle Clusterware が起動さ ■
れていません。
Oracle Clusterware は、
OCR、投票ディスク、プライ
ベート IP アドレスなどの依存
関係が使用可能になるのを
待っています。

VCS 下で CSSD リソース CSSD リソースが VCS 下で設
定されていません。
は構成されていません。
（No CSSD resource
is configured under
VCS.）

推奨事項
cvm グループをオンラインにして
Oracle Clusterware を開始しま
す。
# hagrp -online cvm ¥
-sys system_name
■

VCS ログファイル
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
を確認し、原因を特定して問題を
解決します。

CSSD リソースを VCS 下で設定し、
リソースをオンラインにします。
『Storage Foundation for Oracle
RAC 設定およびアップグレードガイ
ド』を参照してください。

<Check Alignment of
PHs>CSSD リソース
name は起動していませ
ん（The CSSD
resource name is not
running.）

■

VCS は動作していません。 ■

■

OCR と投票ディスクの
CFSMount または
CVMVolDg リソースなど、
■
依存関係のあるリソースが
オンラインではありません。

<Check Alignment of
PHs>LLT リンク llt
nics と CRS リンク
crs nics が一致しませ
ん。（Mismatch
between LLT links
llt nics and Oracle
Clusterware links crs
nics.）

Oracle Clusterware で使われ
るプライベート相互接続が LLT
インターフェースに設定されて
いません。

VCS を起動します。
# hastart
VCS ログファイル
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
を確認し、原因を特定して問題を
解決します。

Oracle Clusterware のプライベート
相互接続は LLT リンクを使う必要が
あります。 LLT リンクの 1 つにプライ
ベート IP アドレスを設定します。
『Storage Foundation for Oracle
RAC 設定およびアップグレードガイ
ド』を参照してください。
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警告

考えられる原因

推奨事項

Mismatch between
Oracle Clusterware
links crs nics and
PrivNIC links
private nics.

Oracle Clusterware で使われ Oracle Clusterware で使われるプラ
るプライベート IP アドレスは
イベート IP アドレスを監視するように
PrivNIC 下で設定されていま PrivNIC リソースを設定します。
せん。
『Storage Foundation for Oracle
RAC 設定およびアップグレードガイ
ド』を参照してください。

Mismatch between
CRS nodes crs nodes
and LLT nodes llt
nodes.

Oracle Clusterware のインス
トール中に設定されたホスト名
が、LLT 下で設定されたホスト
名と同じではありません。

Oracle Clusterware のインストール
中に設定されたホスト名が、LLT 下
で設定されたホスト名と同じであるこ
とを確認します。

SF Oracle RAC クラスタの ODM のトラブルシューティ
ング
この項では、ODM のトラブルシューティングについて説明します。

ODM に不正に設定されたファイルシステムが Oracle を停止する
Oracle RAC を Veritas ODM ライブラリにリンクすると、ファイルシステムのパフォーマン
スが最適化されます。
リンクの作成に関する手順を確認し、Oracle がライブラリを使用することを了承します。
ODM ライブラリが Oracle RAC にリンクされていない RAC クラスタ内の共有ファイルシ
ステムは、パフォーマンスが低下する可能性があるため、サポートされていません。
ODM がクラスタファイルシステムのサポートに必要なリソースを見つけることができない
場合、Oracle はクラスタファイルを識別できなくなり、起動時に失敗します。
クラスタのステータスを確認するには、次のコマンドを実行して出力を参照します。
# cat /dev/odm/cluster
cluster status: enabled

ステータスが［有効（enabled）］になっている場合、ODM はクラスタファイルをサポートし
ています。 これ以外のステータスは、ODM がクラスタファイルをサポートしていないことを
示します。 次の値があります。
pending

ODM はまだピアと通信できませんが、時間が経過すると通信
可能になると予測されています。
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failed

ODM クラスタサポートが正しい初期化に失敗しました。 コンソー
ルのログを確認してください。

disabled

ODM がクラスタファイルをサポートしていません。 ODM がクラ
スタファイルをサポートしていると思われる場合
■

mount を使用して、/dev/odm マウントオプションを確認し
ます。 nocluster オプションが使われている場合は、これ
によってクラスタのサポート状態が disabled になっている
可能性があります。

/dev/odm がマウントされていない場合、ステータスは何もレポートされません。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートの確認

■

GAB シードメンバーシップの確認

■

手動による GAB メンバーシップのシード

■

VCS I/O フェンシングポートの評価

■

VCS I/O フェンシングの正常機能の確認

■

SF Oracle RAC クラスタでの SCSI-3 PR キーの管理

■

障害が発生したコーディネータ LUN の識別

SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートの確認
SF Oracle RAC クラスタのすべてのノードで、次のポートが起動されている必要がありま
す。
■

ポート a（GAB）

■

ポート b（I/O フェンシング）

■

ポート d（ODM）

■

ポート f（CFS）

■

ポート h（VCS）

■

ポート m（CVM - SmartIO VxVM のキャッシュの一貫性）

■

ポート o（VCSMM - SF Oracle RAC のメンバーシップモジュール）

■

ポート v（CVM - カーネルメッセージング）

■

ポート w（CVM - vxconfigd）
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■

ポート u（CVM - スレーブノードからマスターノードにコマンドを転送するため）

■

ポート y（CVM - I/O 転送）

次のコマンドを使って、GAB ポートの状態を確認できます。
# gabconfig -a

GAB Port Memberships
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

a
b
d
f
h
m
o
u
v
w
y

gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen

7e6e7e05
58039502
588a7d02
1ea84702
cf430b02
cf430b03
de8f0202
de4f0203
db411702
cf430b02
73f449

membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

データはすべての GAB ポートがノード 0 と 1 を持っているクラスタで起動されていること
を示します。
SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートについて詳しくは、『Storage Foundation for
Oracle RAC 設定およびアップグレードガイド』を参照してください。

GAB シードメンバーシップの確認
クラスタに参加するシステム数は、/etc/gabtab の gabconfig コマンドに対する引数とし
て指定されます。 次の例では、2 つのノードがクラスタを構成すると想定されています。
#cat /etc/gabtab
/sbin/gabconfig -c -n2

GAB は、指定した数のノードが利用可能になるまで待ち、自動的にポート「a」メンバー
シップを作成します。 ポート「a」は、SF Oracle RAC クラスタノードの GAB メンバーシッ
プを示します。 ノードの参加や離脱などで GAB が再設定されるたびに、各クラスタメン
バーノードのこのシードメンバーシップが増減します。
gabconfig -a に表示されるように、サンプルポート「a」メンバーシップは次のとおりで

す。
Port a gen 7e6e7e01 membership 01
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この場合、7e6e7e01 は、「メンバーシップ生成番号」を示し、01 はクラスタの「ノードマッ
プ」に対応します。 ノードマップに存在するすべてのノードは、次のコマンドによって表示
されるように、同じメンバーシップ ID を反映します。
#gabconfig -a | grep "Port a"
セミコロンは、クラスタを離脱したノードのプレースホルダーとして使います。 次の例では、
ノード 0 がクラスタを離脱しています。
#gabconfig -a | grep "Port a"
Port a gen 7e6e7e04 membership ;1

最後のノードがポート「a」メンバーシップを終了すると、メンバーシップ ID を増加させる
ノードが他にはなくなります。そのため、ポート「a」メンバーシップはクラスタのいずれの
ノードにも存在しなくなります。
最後で最終のシステムが完全クラスタコールドシャットダウン状態から復帰したら、クラス
タは自動的にシードし、すべてのシステム上でポート「a」メンバーシップを形成します。
常に少なくとも 1 つのノードがアクティブであるかぎり、その後システムをダウンさせて、任
意の組み合わせで再起動できます。
すべてのノードが同じメンバーシップ ID を共有し、ノードマップのすべてのノードが同じ
ポート「a」メンバーシップに参加していることをノードマップが認証します。 この一貫性
チェックは、「スプリットブレイン」および「既存のスプリットブレイン」シナリオの検出に使わ
れます。
スプリットブレインは、実行されているクラスタが、他のパーティションを認識していない 2
つまたはそれ以上のパーティションに分割されたときに発生します。 既存のネットワーク
パーティションは、「cold」ノード（以前にクラスタには参加していないノード）が起動され、
必ずしもすべてのノードを含まない（複数サブクラスタ）メンバーシップを形成できるように
なると検出されます。
メモ: I/O フェンシングにより、スプリットブレインのシナリオによるデータの破損を回避でき
ます。

手動による GAB メンバーシップのシード
いずれかのノードが、GAB によって強制される「最小シード必要条件」のため、クラスタの
すべてのノードが再起動されたとき、起動されないことがあります。実際に他のノードが自
身のミニクラスタに参加していないかどうかを安全に判別するには、人間による介入が必
要になります。
スプリットブレインを招き、その後のデータ損傷につながらないように、手動でシードを行
う前に、次の点を慎重に検証する必要があります。
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■

クラスタ内の他のノードがいずれもポート「a」メンバーシップを持っていないことを確認
します。

■

他のノードに、インポートした共有ディスクグループがないことを確認します。

■

依然として実行中のノードにポート「a」メンバーシップがない理由を判別します。

次のコマンドを実行し、GAB メンバーシップを手動でシードします。
# gabconfig -cx
詳しくは、gabconfig（1M）を参照してください。

VCS I/O フェンシングポートの評価
I/O フェンシング（VxFEN）は、クラスタ内のノード間の通信のために GAB が提供する専
用ポートを使います。 このポートは、クラスタ内の任意のノードで gabconfig -a が実行
されたとき、ポート「b」として表示されます。 このメンバーシップのポート「b」に対応するエ
ントリは、I/O フェンシングで表示されるように、クラスタ内の既存のメンバーを示します。
GAB は、クラスタメンバーシップの保持のためにポート「a」を使い、I/O フェンシングの起
動のためにアクティブになっている必要があります。
クラスタでフェンシングが有効になっているかどうかを調べるには、「-d」オプションを
vxfenadm とともに使い、各クラスタノードでの I/O フェンシングモードを表示します。 ポー
ト「b」メンバーシップは、gabconfig -a の出力に存在し、その出力ではクラスタ内のす
べてのノードが一覧表示されている必要があります。
I/O フェンシングに必要な GAB ポートが起動されていない場合、つまり、ポート「a」が
gabconfig -a コマンドの出力に表示されていない場合、LLT および GAB はノードで
起動される必要があります。
次のコマンドは、LLT および GAB それぞれを起動するときに使われます。
各ノードで LLT を起動するには
# /etc/init.d/llt start
LLT が各ノードで正しく設定されている場合、コンソール出力は次のように表示されます。
LLT INFO V-14-1-10009 LLT Protocol available

各ノードで GAB を起動するには
# /etc/init.d/gab start
GAB が各ノードで正しく設定されている場合、コンソール出力は次のように表示されま
す。
GAB INFO V-15-1-20021 GAB available
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GAB INFO V-15-1-20026 Port a registration waiting for seed port
membership

VCS I/O フェンシングの正常機能の確認
スプリットブレインのシナリオから保護するには、SF Oracle RAC クラスタで VCS I/O フェ
ンシングを有効にしておくことは必須です。VCS I/O フェンシングは、次の場合に正常に
実行していると考えられます。
■

ノードでフェンシングポート「b」が有効になっている
# gabconfig -a

フェンシングがノードで有効であることを検証するには
# vxfenadm -d
■

コーディネータディスクに登録済みキーがある
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

SF Oracle RAC クラスタでの SCSI-3 PR キーの管理
I/O フェンシングは、SCSI-3 PR キーをコーディネータ LUN に配置します。 キーの形式
は、7 個のダッシュ文字の前のシステムの LLT ID に ASCII の "A" が接頭辞として付く、
命名規則に従います。
次に例を示します。
node 0 uses A------node 1 uses B------SF Oracle RAC/SF CFS/SF HA 環境では、VxVM/CVM はキーをデータディスクに登
録します。そのキーの形式は、ディスクグループがインポートされる ith 共有グループで
あるような、「xxxx」 = i となっている文字「PGRxxxx」が続く、システムの LLT ID に ASCII
の「A」が接頭辞として付く形式です。
たとえば、ノード 0 は APGR0001（最初にインポートされた共有グループの場合）を使い
ます。
VCS/CVM は登録キーに加え、データ LUN に予約キーもインストールします。LUN を
予約できるのは 1 つのキーだけなので、クラスタごとの予約キーは 1 つです。
次のコマンドを実行すると、データディスクグループのキーが一覧表示されます。
#vxdg list |grep data
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sys1_data1 enabled,shared,cds 1201715530.28.pushover

sys1_data1 に属するデータディスクを選択します。
#vxdisk -o alldgs list |grep sys1_data1
次のコマンドを実行すると、PR キーが一覧表示されます。
# vxdisk -o listreserve list sdh
........
........
また、vxfenadm コマンドを使って PR キーを一覧表示することもできます。
#echo "/dev/vx/dmp/sdh" > /tmp/disk71
# vxfenadm -s all -f /tmp/disk71
Device Name: /dev/vx/dmp/sdh
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
Key Value [Numeric Format]: 66,80,71,82,48,48,48,52
Key Value [Character Format]: BPGR0004
key[1]:
Key Value [Numeric Format]: 65,80,71,82,48,48,48,52
Key Value [Character Format]: APGR0004

ホストから LUN へのパスが複数ある場合のコーディネータ LUN 上の
SCSI-3 PR キー数の評価
ユーティリティ vxfenadm は、コーディネータ LUN 上のキーを表示するときに使われま
す。キーの値は、各キーに対応するノードを識別します。各ノードは、登録キーを LUN
のすべての使用可能パスにインストールします。したがって、登録キーの総数は、上記の
ように各ノードがインストールしたキーの合計になります。
p.97 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

コーディネータ LUN からの SCSI-3 PR キーの不測の削除の検出
現在コーディネータディスクにインストールされているキーは、次のコマンドを使って読み
取れます。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab
クラスタが正常に動作するためには、コーディネータディスクそれぞれで動作しているクラ
スタの各ノードのキーが必要です。2 つのパスの DMP 設定をした場合は、各ノードに
キーが 2 つになります。
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障害が発生したコーディネータ LUN の識別
I/O フェンシングとともに提供されるユーティリティ vxfentsthdw (1M) は、障害の発生し
たコーディネータ LUN の識別に使えます。 このユーティリティは、クラスタ内のいずれか
のノードから実行する必要があります。チェックの必要があるコーディネータ LUN は、ユー
ティリティに提供されます。
p.88 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してください。
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チューニングパラメータ
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のチューニングパラメータについて

■

GAB のチューニングパラメータについて

■

LLT のチューニングパラメータについて

■

チューニングパラメータ VXFEN について

■

キャンパスクラスタのチューニングガイドライン

SF Oracle RAC のチューニングパラメータについて
チューニングパラメータの設定を変えることにより、SF Oracle RAC の特定の機能のパ
フォーマンスを向上させることができます。 この章では、SF Oracle RAC が持つ次の
チューニングパラメータの設定方法について説明します。
■

GAB

■

LLT

■

VXFEN

シマンテック社 では、カーネルのチューニングパラメータを変更する場合は、必ず シマ
ンテック社 社のサポートにお問い合わせいただくことをお勧めしています。 いくつかの
チューニングパラメータは、重要なデータ構造のためのメモリを事前に割り当てており、そ
れらの値を変更すると、メモリの使用量が増えたり、パフォーマンスが低下したりします。
警告: 以下に説明するように SF Oracle RAC のチューニングパラメータを VXFEN 用に
調整してパフォーマンスを向上させたい場合は、必ず シマンテック社 社のサポートにお
問い合わせください。
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GAB のチューニングパラメータについて
GAB には、GAB モジュールの動作を変更し、制御するための、さまざまな設定とチュー
ニングパラメータがあります。
チューニングパラメータは、クラスタ内のノードの最大許容数などの設定を制御するだけ
でなく、GAB が障害または障害状態を検出したときの GAB の動作方法も制御します。
これらのチューニングパラメータのいくつかは、GAB モジュールがシステムにロードされ
るときに必要です。 このようなロード時チューニングパラメータを変更したときは、GAB モ
ジュールのアンロードと再ロード、またはシステムの再ブートが必要です。 他のチューニ
ングパラメータ（実行時）は、GAB モジュールがロードされ、構成されて、クラスタが動作
している間でも変更できます。 このようなチューニングパラメータへの変更は、チューニン
グパラメータの値と GAB の動作に即時に反映されます。
これらのチューニングパラメータは次のファイルで定義されています。
/etc/sysconfig/gab

p.215 の 「GAB のロード時チューニングパラメータまたは静的チューニングパラメータに
ついて」 を参照してください。
p.217 の 「GAB の実行時チューニングパラメータまたは動的チューニングパラメータにつ
いて」 を参照してください。

GAB のロード時チューニングパラメータまたは静的チューニングパラメー
タについて
表 5-1 は、モジュールのロード時に使われる GAB の静的なチューニングパラメータのリ
ストです。 このような GAB のチューニングパラメータをすべて表示するには、gabconfig
-e コマンドを使います。
これらのチューニングパラメータを変更するには、GAB 設定ファイルに新しい値を追加
する必要があります。 変更が反映されるのは、再ブート時または GAB モジュールの再
ロード時だけです。
表 5-1

GAB の静的チューニングパラメータ

GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

numnids

クラスタのノードの最大数

デフォルト: 64
範囲: 1 から 64

numports

クラスタのポートの最大数

デフォルト: 32
範囲: 1 から 32
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GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

flowctrl

GAB がフロー制御をヒットするまでの、GAB デフォルト: 128
キュー（送信または受信）内の保留中メッ
範囲: 1 から 1024
セージの数。
この値は、クラスタが動作中の間に
gabconfig -Q オプションで上書きでき
ます。 このチューニングパラメータの値を
制御するには gabconfig コマンドを使
います。

logbufsize

GAB の内部ログバッファのサイズ（バイト単 デフォルト: 48100
位）。
範囲: 8100 から
65400

msglogsize

内部メッセージログの最大メッセージ。

デフォルト: 256
範囲: 128 から
4096

isolate_time

分離されたクライアントを待つ最大時間。
実行時に上書きできます。

デフォルト: 120000
ミリ秒（2 分）

範囲: 160000 から
p.217 の 「GAB の実行時チューニングパラ
24000（ミリ秒単位）
メータまたは動的チューニングパラメータ
について」 を参照してください。
kill_ntries

クライアントの強制終了を試みる回数。

デフォルト: 5

実行時に上書きできます。

範囲: 3 から 10

p.217 の 「GAB の実行時チューニングパラ
メータまたは動的チューニングパラメータ
について」 を参照してください。
conn_wait

クラスタの再設定中に、GAB がクラスタか デフォルト: 12
らノードを接続解除するまでの待ち時間の
範囲: 1 から 256
最大数（stable timeout パラメータで定義）
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GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

ibuf_count

GAB のログ記録デーモンが有効と無効か デフォルト: 8
どうか決定します。
範囲: 0 から 32
GAB のログ記録デーモンはデフォルトで
は有効になります。 無効にするには、
gab_ibuf_count の値を 0 に変更します。
クラスタが起動し、動作している間に、
gabconfig -K オプションを使って GAB
デーモンへのログインを無効にします。こ
のチューニングパラメータの値を制御する
には gabconfig コマンドを使います。

kstat_size

GAB で保持するシステム統計の数。

デフォルト: 60
範囲: 0 から 240

GAB の実行時チューニングパラメータまたは動的チューニングパラメー
タについて
GAB の動的なチューニングパラメータは、GAB が設定されている間およびクラスタが動
作している間でも変更できます。 変更は gabconfig コマンドを実行することですぐに反
映されます。 これらのパラメータの一部は障害または障害状態が検出されたときの GAB
の動作も制御することに注意してください。 このような状態の一部では、データ破損を防
ぐために PANIC がトリガされる場合があります。
gabconfig -l コマンドを使ってデフォルト値を表示できます。 これらの値の変更が再

ブート時にも保持されるようにするには、適切なコマンドオプションを既存のオプションと
共に /etc/gabtab ファイルに追加できます。 たとえば、次のような既存の /etc/gabtab
ファイルに -k オプションを追加できます。
gabconfig -c -n4

オプションを追加した後の /etc/gabtab ファイルは次のようになります。
gabconfig -c -n4 -k

表 5-2 では、gabconfig -l コマンドで表示される GAB の動的チューニングパラメータ
とその変更コマンドについて説明します。
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表 5-2

GAB の動的チューニングパラメータ

GAB パラメータ

説明とコマンド

Control port seed

このオプションはクラスタを形成できるノードの最小数を定義します。 このオ
プションはクラスタの形成を制御します。 クラスタのノードの数が gabtab
ファイルで指定されている数より少ない場合、クラスタは形成されません。 た
とえば、gabconfig -c -n4 と入力すると、クラスタは 4 つのノードがす
べてクラスタに参加するまで形成されません。 gabconfig -x コマンドを
使ってこのオプションを有効にした場合、クラスタの他のノードがまだメンバー
シップの一部になっていなくても、そのノードはクラスタに参加します。
クラスタを形成できるノード数を設定するには、次のコマンドを使います。
gabconfig -n count
制御ポートシードを有効にするには、次のコマンドを使います。ノードは他の
ノードのメンバーシップを待たずにクラスタを形成できます。
gabconfig -x

Halt on process
death

デフォルト: 無効
このオプションは、ユーザープロセスが終了したときに GAB がシステムを一
時停止（パニック）させる機能を制御します。 _had と _hashadow が kill
-9 を使用して強制終了された場合、システムは高可用性を失う可能性があ
ります。このオプションを有効にした場合、GAB はクライアントプロセスの終
了を検出するとシステムを PANIC にします。デフォルトの動作では、このオ
プションは無効になります。
プロセス終了時のシステムの一時停止を有効にするには、次のコマンドを使
います。
gabconfig -p
プロセス終了時のシステムの一時停止を無効にするには、次のコマンドを使
います。
gabconfig -P
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Missed heartbeat
halt

デフォルト: 無効
このオプションを有効にすると、システムでは CVM 環境の VCS エンジンま
たは vxconfigd デーモンからの最初のハートビートが見つからないため
にパニックが発生します。 デフォルトのオプションでは即時パニックは無効
です。
この GAB オプションは、VCS エンジンまたは vxconfigd デーモンが GAB
にハートビートを送信しない場合に、GAB がノードをパニックにできるかどう
かを制御します。 VCS エンジンがハングして GAB にハートビートを送信で
きない場合、GAB はすぐにはシステムをパニックにしません。 GAB は、最
初に、iofence_timeout（デフォルト値は 15 秒）の間隔で kill_ntries（デフォ
ルト値は 5 回）回だけ SIGABRT を送信することで、プロセスの中止を試み
ます。 これに失敗すると、GAB は isolate_time グローバルチューニングパ
ラメータ（デフォルト値 2 分）で制御される分離タイムアウト期間だけ待ちま
す。 プロセスがそれでも稼働している場合、GAB はシステムを PANIC にし
ます。
このオプションを有効にすると、GAB はクライアントからのハートビートを受
け取らないと即座にシステムを一時停止します。
プロセスハートビートが失敗したときに、システム停止を有効にするには、次
のコマンドを使います。
gabconfig -b
プロセスハートビートが失敗したときに、システム停止を無効にするには、次
のコマンドを使います。
gabconfig -B
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Halt on rejoin

デフォルト: 無効
このオプションを使用すると、ネットワーク分割の後で 1 つ以上のノードがク
ラスタに再参加するときの VCS エンジンまたはその他のユーザープロセス
の動作を設定できます。 デフォルトでは、GAB はVCS エンジンを実行する
ノードを PANIC にしません。 GAB は userland プロセス（VCS エンジンま
たは vxconfigd プロセス）を強制終了します。 これにより、ユーザーポート
（VCS エンジンの場合ポート h）がリサイクルされ、古い世代番号のメッセー
ジがプログラムでクリーンアップされます。 プロセスの再起動が必要な場合
は、GAB の制御の範囲外で処理する必要があります（hashadow プロセス
が _had を再起動する場合など）。
GAB にカーネルクライアント（フェンシング、VxVM、VxFS など）がある場
合、ネットワーク分割の後でクラスタに再参加するときにノードは常に PANIC
になります。 これは GAB がポートを消去して古いメッセージを削除できる唯
一の方法なので、PANIC は必須です。
再参加時にシステムの一時停止を有効にするには、次のコマンドを使いま
す。
gabconfig -j
再参加時にシステムの一時停止を無効にするには、次のコマンドを使いま
す。
gabconfig -J

Keep on killing

デフォルト: 無効
このオプションを有効にした場合、VCS エンジンまたは vxconfigd プロセス
が GAB とのハートビートに失敗し、GAB が VCS エンジンまたは vxconfigd
プロセスの強制終了に失敗したときに、GAB はシステムが PANICKING に
なるのを防ぎます。 GAB は、継続的に VCS エンジンの強制終了を試み、
強制終了が失敗した場合でもパニックに陥りません。
プロセスが終了しない場合にプロセスを強制終了する試行を繰り返します。
gabconfig -k
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Quorum flag

デフォルト: 無効
GAB のこのオプションを使うと、新しいメンバーシップセットが古いメンバー
シップセットの 50% 未満の場合に、ノードは IOFENCE に（結果として
PANIC に）なることができます。 このオプションは通常は無効にしておき、
他の製品と統合するときに使います。
iofence クォーラムを有効にします。
gabconfig -q
iofence クォーラムを無効にします。
gabconfig -d

GAB queue limit

デフォルト: 送信キュー制限: 128
デフォルト: 受信キュー制限: 128
GAB キュー制限オプションは、GAB がフローを設定するようになる前の保
留中メッセージの数を制御します。 送信キュー制限は、GAB 送信キューの
保留中メッセージの数を制御します。 GAB がこの制限に達すると、GAB ク
ライアントの送信プロセスのフロー制御を設定します。 GAB 受信キュー制
限は、GAB が受信側にフロー制御を送信する前の、GAB 受信キュー内の
保留中メッセージの数を制御します。
指定した値に送信キュー制限を設定します。
gabconfig -Q sendq:value
指定した値に受信キュー制限を設定します。
gabconfig -Q recvq:value

IOFENCE timeout

デフォルト: 15000（ミリ秒）
このパラメータは、GAB が次の処理を実行する前に IOFENCE メッセージ
に対するクライアントからの応答を待つタイムアウト（ミリ秒）を指定します。
kill_ntries の値に基づいて、GAB は SIGABRT 信号を送信することによっ
てクライアントプロセスの強制終了を試みます。 GAB が kill_ntries の回数
だけクライアントプロセスの強制終了を試みた後もクライアントプロセスがま
だ登録している場合、GAB はさらに isolate_timeout の値だけ待ってから
システムを一時停止します。
指定したミリ秒値に iofence タイムアウトの値を設定します。
gabconfig -f value
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Stable timeout

デフォルト: 5000（ミリ秒）
特定のポートのローカルノード接続の状態変化が LLT から最後に報告され
た後で GAB がメンバーシップの再設定を待機する時間を指定します。 接
続の状態に何らかの変化があると、GAB は待ち時間を再起動します。
指定した値に安定タイムアウトを設定します。
gabconfig -t stable

Isolate timeout

デフォルト: 120000（ミリ秒）
このチューニングパラメータは、GAB が送信した SIGKILL 信号に応答して
クライアントプロセスが登録を解除するのを GAB が待機するタイムアウト値
を指定します。 分離タイムアウトの後もプロセスがまだ存在する場合、GAB
はシステムを一時停止します。
gabconfig -S isolate_time:value

Kill_ntries

デフォルト: 5
このチューニングパラメータは、GAB が SIGABRT 信号を送信することに
よってプロセスの強制終了を試みる回数を指定します。
gabconfig -S kill_ntries:value

Driver state

このパラメータは GAB が設定されているかどうか示します。 GAB はまだメ
ンバーシップをシーディングして形成していない場合があります。

Partition arbitration このパラメータは、GAB が JEOPARDY を無視するように要求されているか
どうか示します。
gabconfig（1M）マニュアルの -s フラグに関する詳細のページを参照し
てください。

LLT のチューニングパラメータについて
LLT には、LLT モジュールの動作を変更し、制御するための、さまざまな設定とチューニ
ングパラメータがあります。 ここでは、実行時と LLT の起動時に変更できる LLT のチュー
ニングパラメータの一部について説明します。
p.23 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
チューニングパラメータは以下の 2 つのカテゴリに分類されます。
■

LLT タイマーチューニングパラメータ
p.223 の 「LLT タイマーチューニングパラメータについて」 を参照してください。
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■

LLT フロー制御チューニングパラメータ
p.227 の 「LLT フロー制御チューニングパラメータについて」 を参照してください。

p.229 の 「LLT タイマーチューニングパラメータの設定」 を参照してください。

LLT タイマーチューニングパラメータについて
表 5-3 に、LLT タイマーチューニングパラメータのリストを示します。 タイマー値は .01 秒
単位で設定します。 現在のタイマー値を表示するには、コマンド lltconfig –T query
を使用します。
表 5-3

LLT タイマーチューニングパラメータ

LLT パラ
メータ

説明

デフォ
ルト

peerinact

LLT は、このタイマー間隔だけ 1600
ピアノードのリンクでパケットを
受信しないと、そのリンクを「非
アクティブ」と指定します。 リン
クが「非アクティブ」に指定され
ると、LLT はそのリンクでデータ
を送信しません。

変更のタイミング

■

■

■

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

クライアントの通知処理ロ
このタイマーの値は、
ジックに従ってノード/リンク peertrouble タイマーの値より常
非アクティブ通知メカニズム に高くする必要があります。
を遅く、または速くする場合
に、この値を変更します。
障害のあるネットワークケー
ブル/スイッチの計画的な交
換の場合は、値を大きくしま
す。
プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
ネットワークトラフィックの
バースト状態が非常に高く
なったときは、ピアの終了が
誤って通知されることを避け
るためにこの値を大きくしま
す。
障害のあるネットワークケー
ブルまたは障害のあるスイッ
チの計画的な交換の場合
は、高い値に設定します。
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LLT パラ
メータ

説明

rpeerinact

peertrouble

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

ノードがこのタイマー間隔だけ 700
RDMA リンクでパケットを受信
しないと、RDMA リンクの
RDMA チャネルを「非アクティ
ブ」と指定します。 RDMA チャ
ネルが「非アクティブ」と指定さ
れると、LLT がそのリンクの
RDMA チャネルにデータを送
信することはなくなります。ただ
し peerinact が期限切れになる
までそのリンクの非 RDMA チャ
ネルにデータを送信し続ける場
合があります。 lltstat -nvv -r コ
マンドを使って、RDMA リンクの
RDMA チャネルの状態を表示
できます。 このパラメータは特
定のバージョンの Linux でのみ
サポートされます。

RDMA リンクのエラーからのリ
カバリを早めるには、この調整
可能な値を小さくします。 リンク
が不安定で、頻繁にアップまた
はダウンするようであれば、この
値を小さくしないでください。

このタイマー値は必ず
peertrouble タイマーの値よりも
大きくし、peerinact の値未満に
する必要があります。

LLT は、このタイマー間隔だけ 200
ピアノードの高優先度リンクで
パケットを受信しないと、そのリ
ンクを「問題発生」と指定しま
す。 リンクが「問題発生」に指定
されると、LLT はリンクが起動す
るまでそのリンクでデータを送信
しません。

■

プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
クラスタのノードが非常にビ
ジー状態であるときは、この
値を大きくします。
障害のあるネットワークケー
ブル/障害のあるスイッチの
計画的な交換の場合は、値
を大きくします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値より常に低くする
必要があります。 また、デフォ
ルト値に近くしておく必要があり
ます。

peertroublelo LLT は、このタイマー間隔だけ 400
ピアノードの低優先度リンクで
パケットを受信しないと、そのリ
ンクを「問題発生」と指定しま
す。 リンクが「問題発生」に指定
されると、LLT はリンクが使用で
きるようになるまでそのリンクで
データを送信しません。

■

プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
クラスタのノードが非常にビ
ジー状態であるときは、この
値を大きくします。
障害のあるネットワークケー
ブル/障害のあるスイッチの
計画的な交換の場合は、値
を大きくします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値より常に低くする
必要があります。 また、デフォ
ルト値に近くしておく必要があり
ます。

■

■
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LLT パラ
メータ

説明

heartbeat

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

LLT は、各高優先度リンクで
50
heartbeat タイマー間隔が経過
するたびに、ピアノードに対して
繰り返しハートビートパケットを
送信します。

プライベートネットワークリンクが
非常に遅い（または輻輳してい
る）とき、またはクラスタのノード
が非常にビジー状態であるとき
は、この値を大きくします。

このタイマーの値は、
peertrouble タイマーの値より低
くする必要があります。 また、
peertrouble タイマーの値に近
くしないようにする必要がありま
す。

heartbeatlo

LLT は、各低優先度リンクで
100
heartbeatlo タイマー間隔が経
過するたびにピアノードに対し
て繰り返しハートビートパケット
を送信します。

ネットワークリンクが非常に遅い
とき、またはクラスタのノードが
非常にビジー状態であるとき
は、この値を大きくします。

このタイマーの値は、
peertroublelo タイマーの値より
低くする必要があります。 また、
peertroublelo タイマーの値に
近くしないようにする必要があり
ます。

timetoreqhb

LLT が「timetoreqhb」で指定さ 1400
れた期間特定のリンクのピア
ノードからパケットを受信しない
場合、LLT は、そのピアノード
に対するハートビート要求（同じ
リンクのピアノードに 5 つの特
別なハートビート要求（hbreqs）
を送信）を試みます。ピアノード
が特別なハートビート要求に応
答しない場合、LLT はそのピア
ノードに対するこのリンクを「期
限切れ」と指定します。値は、0
から（peerinact -200）までの範
囲で設定できます。値 0 は、
ハートビート要求メカニズムを無
効にします。

クライアントの通知処理ロジック
に従ってノード/リンク非アクティ
ブ通知メカニズムを速くするに
は、このチューニングパラメータ
の値を小さくします。

このタイマーは、peerinact タイ
マーが変更されるたびに、
「peerinact - 200」に自動的に
設定されます。

この値は、連続する 2 つの特別 40
なハートビート要求の時間間隔
を指定します。 特別なハート
ビート要求について詳しくは、
timetoreqhb パラメータを参照
してください。

シマンテック社では、この値を変 適用不可能
更することは推奨しません。

reqhbtime

デフォ
ルト

障害のあるネットワークケーブル
やスイッチの計画的な交換の場
合は、このタイマーを 0 に設定
することで、ハートビート要求メ
カニズムを無効にします。
プライベートネットワークリンクが
非常に遅いとき、またはネット
ワークトラフィックのバースト状態
が非常に高くなったときは、この
タイマーチューニングパラメータ
の値を変更しないでください。

225

第 5 章 チューニングパラメータ
LLT のチューニングパラメータについて

LLT パラ
メータ

説明

デフォ
ルト

timetosendhb LLT は、LLT タイマーが一定の 200
間隔で実行しないとき、ノードの
稼働を保つためにタイマー切れ
コンテキストのハートビートを送
信します。 このオプションは、タ
イマーが動作していない場合に
ハートビートを送信する前に待
つ時間を指定します。
このタイマーチューニングパラ
メータを 0 に設定すると、タイ
マー切れコンテキストのハート
ビートメカニズムは無効になりま
す。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

障害のあるネットワークケーブ
ル/スイッチの計画的な交換の
場合は、このタイマーを 0 に設
定することで、タイマー切れコン
テキストのハートビートメカニズ
ムを無効にします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値以下にする必要が
あります。 また、peerinact タイ
マー値の近くにしない必要があ
ります。

プライベートネットワークリンクが
非常に遅いとき、またはクラスタ
のノードが非常にビジー状態で
あるときは、この値を大きくしま
す。

sendhbcap

この値は LLT がタイマーコンテ 18000
キストハートビートを連続して送
信する最大時間を指定します。

シマンテック社では、この値の
設定を推奨しません。

oos

順不同タイマーがノードで期限 10
切れになった場合、LLT はその
ノードに適切な NAK を送信し
ます。 LLT は oos パケットを受
信してすぐには NAK を送信し
ません。 NAK を送信する前に
oos タイマーの値だけ待ちま
す。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。
値を下げると、不必要な再送
信/NAK トラフィックが発生する
可能性があります。

LLT はこのタイマー間隔の値の 10
間に肯定応答を受信しなけれ
ばパケットを再送信します。

この値は変更しないでください。 適用不可能
値を下げると不必要な再送信が
発生する可能性があります。

retrans

該当なし

クラスタ（たとえば、キャンパスク
ラスタ）でラウンドトリップ時間が
大きい場合、oos の値を増加で
きます。

クラスタ（たとえば、キャンパスク
ラスタ）でラウンドトリップ時間が
大きい場合、retrans の値を増
加できます。
service

LLT は、service タイマー間隔 100
が経過するたびにサービスルー
チン（LLT クライアントにメッセー
ジを配信します）を呼び出しま
す。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。
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LLT パラ
メータ

説明

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

arp

このタイマーが期限切れになる 0
と、LLT は格納されているピア
ノードのアドレスをフラッシュし、
アドレスを再設定します。

この機能はデフォルトでは無効 適用不可能
です。

arpreq

このタイマーが期限切れになる 3000
と、LLT は arp 要求を送信し、
クラスタの他のピアノードを検出
します。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。

LLT フロー制御チューニングパラメータについて
表 5-4 に、LLT フロー制御チューニングパラメータのリストを示します。 フロー制御の値
はパケット数で設定します。 lltconfig -F query コマンドを使って、現在のフロー制
御の設定を表示できます。
表 5-4

LLT フロー制御チューニングパラメータ

LLT パラ
メータ

説明

デフォ
ルト

highwater

ノードの送信キュー内のパケッ 200
ト数が highwater に達すると、
LLT はフロー制御されます。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

クライアントがバースト方式で
このフロー制御値は lowwater
データを生成する場合は、着信 フロー制御値より常に高くする
データ速度に合わせてこの値を 必要があります。
増やします。 値を大きくするとメ
モリの消費量が増えるので、不
必要にメモリを浪費しないように
適切な値を設定してください。
値を小さくすると、クライアントを
不必要にフロー制御する可能
性があります。

lowwater

LLT がクライアントのフロー制御 100
を行っているときは、ノードに対
するポート送信キュー内のパ
ケット数が lowwater に低下す
るまで、パケットの受け付けを再
開しません。

シマンテック社では、このチュー このフロー制御値は highwater
ニングパラメータを変更すること フロー制御値より低くする必要
は推奨しません。
があります。 highwater フロー
制御値に近い値を設定しない
ようにする必要があります。
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LLT パラ
メータ

説明

デフォ
ルト

rporthighwater ポートの受信キュー内のパケッ 200
ト数が highwater に達すると、
LLT はフロー制御されます。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

クライアントがバースト方式で
このフロー制御値は
データを生成する場合は、着信 rportlowwater フロー制御値よ
データ速度に合わせてこの値を り常に高くする必要があります。
増やします。 値を大きくするとメ
モリの消費量が増えるので、不
必要にメモリを浪費しないように
適切な値を設定してください。
値を小さくすると、ピアノード上
のクライアントを不必要にフロー
制御する可能性があります。

rportlowwater LLT がピアノード上のクライアン 100
トのフロー制御を行っているとき
は、ポートに対するポート受信
キュー内のパケット数が
rportlowwater に低下するま
で、そのクライアントに対するパ
ケットの受け付けを再開しませ
ん。
window

LLT が ACK を受信せずに送 50
信するパケットの最大数です。

シマンテック社では、このチュー このフロー制御値は
ニングパラメータを変更すること rpothighwater フロー制御値よ
は推奨しません。
り低くする必要があります。
rporthighwater フロー制御値
に近い値を設定しないようにす
る必要があります。

プライベートネットワークの速度
に応じて値を変更します。 ネッ
トワークの速度に関係なく値を
下げると、ウィンドウ順序が異な
るパケットの不必要な再送信が
発生する可能性があります。

このフロー制御値は、highwater
フロー制御値と lowwater フ
ロー制御値の差よりより大きくし
ないようにする必要があります。
このパラメータ（window）の値は
帯域幅を遅延させる製品の値
に合わせる必要があります。

linkburst

これは、次のリンクが選択される 32
前に LLT がリンク上で送信する
バックツーバックパケットの数を
表します。

パフォーマンス上の理由から、 このフロー制御値は、highwater
値は 0 または少なくとも 32 に フロー制御値と lowwater フ
する必要があります。
ロー制御値の差よりより大きくし
ないようにする必要があります。

ackval

LLT は、次のアウトバウンドデー 10
タパケットの ACK パケットに便
乗することでパケットの肯定応
答を送信者ノードに送信しま
す。 ACK パケットを便乗させる
データパケットがない場合、LLT
は送信者に明示的な ACK を
送信する前に ackval 個のパ
ケットを待ちます。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。
値を大きくすると不必要な再送
信が発生する可能性がありま
す。
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LLT パラ
メータ

説明

sws

largepktlen

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

Silly Window Syndrome を避 40
けるため、LLT は ACK 未受信
パケットの数がこのチューニン
グパラメータの値より低下した場
合にのみ、さらにパケットを伝送
します。

パフォーマンスの理由のため、
window チューニングパラメー
タの値が変更されたときは常
に、次の式に従ってこのパラ
メータの値を変更する必要があ
ります（sws = window *4/5）。

このパラメータの値は window
の値より小さくする必要がありま
す。 このパラメータの値は
window チューニングパラメー
タの値に近くする必要がありま
す。

パケットを複数のポートに送信 1024
する場合、LLT は 1 つのポート
に対して一度に大きいパケット
を 1 つ、または小さいパケットを
5 つまで送信します。このパラ
メータは大きいパケットのサイズ
を指定します。

シマンテック社では、このチュー 適用不可能
ニングパラメータを変更すること
は推奨しません。

LLT タイマーチューニングパラメータの設定
LLT のチューニングパラメータは、lltconfig コマンドまたは /etc/llttab ファイルで
設定できます。 lltconfig コマンドを使用すると、実行時にローカルノードのパラメータ
を変更できます。 シマンテック社はクラスタのすべてのノードでコマンドを実行してパラ
メータの値を変更することを推奨します。 システムの再ブート時に LLT パラメータを設定
するには、/etc/llttab ファイルにパラメータ定義を含める必要があります。 /etc/llttab
で何も指定されていない場合は、パラメータのデフォルト値が使われます。 /etc/llttab ファ
イルで指定されているパラメータ値は、LLT の起動時にのみ有効になります。 シマンテッ
ク社は各ノードの /etc/llttab ファイルでチューニングパラメータの同じ定義を指定す
ることを推奨します。
タイマーチューニングパラメータを取得して設定するには:
■

lltconfig コマンドを使ってタイマーのチューニングパラメータの現在の一覧を取得す
るには:
# lltconfig -T query

■

lltconfig コマンドを使ってタイマーチューニングパラメータを設定するには:
# lltconfig -T timer tunable:value

■

/etc/llttab ファイルでタイマーチューニングパラメータを設定するには:
set-timer

timer tunable:value

フロー制御チューニングパラメータを取得して設定するには
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■

lltconfig コマンドを使ってフロー制御チューニングパラメータの現在の一覧を取得す
るには:
# lltconfig -F query

■

lltconfig コマンドを使ってフロー制御チューニングパラメータを設定するには:
# lltconfig -F flowcontrol tunable:value

■

/etc/llttab ファイルでフロー制御チューニングパラメータを設定するには:
set-flow

flowcontrol tunable:value

lltconfig（1M）マニュアルページと llttab（1M）マニュアルページを参照してくださ

い。

チューニングパラメータ VXFEN について
この項では、VXFEN のチューニングパラメータの概念と、VXFEN モジュールを再設定
する方法について説明します。
表 5-5 は、VXFEN ドライバのチューニングパラメータについて説明しています。
表 5-5

VXFEN のチューニングパラメータ

vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小値、最大値

dbg_log_size

デバッグログのバイト単位のサイズです。
■

vxfen_max_delay

値
デフォルト: 131072（128 KB）
最小値: 65536（64 KB）
最大値: 524288（512 KB）

ネットワーク分割が発生した場合により大きいサブクラスタとコーディ
ネータディスクの制御をめぐって競合するまでに小さい方のサブクラ
スタが待機する最大時間を秒数で指定します。
この値は、vxfen_min_delay の値よりも大きくする必要があります。
■

値
デフォルト: 60
最小値: 1
最大値: 600
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vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小値、最大値

vxfen_min_delay

ネットワーク分割が発生した場合により大きいサブクラスタとコーディ
ネータディスクの制御をめぐって競合するまでに小さい方のサブクラ
スタが待機する最小時間を秒数で指定します。
この値は、vxfen_max_delay の値以下にする必要があります。
■

vxfen_vxfnd_tmt

I/O フェンシングドライバ VxFEN が、指定のタスクの完了後に I/O
フェンシングデーモン VXFEND が戻ってくるのを待つ時間を秒数で
指定します。
■

panic_timeout_offst

値
デフォルト: 1
最小値: 1
最大値: 600

値
デフォルト: 60
最小値: 10
最大値: 600

スプリットブレインが発生したときに GAB が意思決定を実装するまで
待機する時間を、フェンシングがアービトレーションを完了するまで待
機する GAB モジュールに渡すために I/O フェンシングドライバ
VxFEN が計算する遅延に基づいて、秒数で指定します。 vxfenmode
ファイル内でこのパラメータを設定し、vxfenadm コマンドを実行して
値を調べることができます。 vxfen_mode に基づいて、GAB 遅延は
次のように計算されます。
■

■

■

scsi3 モードの場合: 1000 * (panic_timeout_offst +
vxfen_max_delay)
カスタマイズモードの場合: 1000 * (panic_timeout_offst + max
(vxfen_vxfnd_tmt, vxfen_loser_exit_delay))
デフォルト: 10

ネットワーク分割イベントの場合、値がより小さいサブクラスタではコーディネータディスク
の獲得を競う前に遅延が発生します。 この遅延時間を指定することにより、値がより大き
いサブクラスタがコーディネータディスクを獲得できるようになります。vxfen_max_delay
および vxfen_min_delay の各パラメータは、遅延を秒単位で定義します。

VXFEN モジュールパラメータの設定
カーネルドライバのチューニングパラメータを調整した後、パラメータの変更を有効にす
るには VSFEN モジュールを再設定する必要があります。
次の手順例を実行すると、vxfen_min_delay パラメータの値が変化します。
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各 Linux ノードで、/etc/sysconfig/vxfen ファイルを編集し、vxfen ドライバのチューニン
ググローバルパラメータである vxfen_max_delay と vxfen_min_delay の値を変更しま
す。
メモ: パラメータ変更を有効にするには、VXFEN モジュールを再起動する必要がありま
す。
VxFEN パラメータを設定し、Vxfen モジュールを再設定するには

1

ノード上のすべての Oracle サービスグループを停止します。
# hagrp -offline oragrp -sys

sys1

2

sqlplus、svrmgrl、gsd など、ノード上のすべての Oracle クライアントプロセスを停
止します。

3

VCS 下で設定されないすべてのアプリケーションを停止します。 アプリケーションを
停止するにはネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

4

すべてのノード上で VCS を停止します。 各ノードで次のコマンドを実行します。
# hastop -local

5

VxFEN ドライバを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

6

/etc/sysconfig/vxfen ファイルを編集します。
たとえば、次のエントリがあります。
vxfen_min_delay=1

次のように変更します。
vxfen_min_delay=30

7

VXFEN モジュールを起動します。
# /etc/init.d/vxfen start

8

サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online oragrp -sys

sys1
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9

VCS 下で設定されないすべてのアプリケーションを起動します。 アプリケーションを
起動するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

10 VCS を起動します。
#

hastart

キャンパスクラスタのチューニングガイドライン
SF Oracle RAC キャンパスクラスタをチューニングする上で重要なことは、LLT SF Oracle
RAC peerinact 時間を設定することです。 次のガイドラインに従って peerinact 時間の
最適値を決定します。
■

lltping（1M）を使ってラウンドトリップ時間を計算します。

■

LLT のハートビート時間をラウンドトリップ時間の半分として見積もります。

■

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

■

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

■

付録 A. SF Oracle RAC 診断の一覧

■

付録 B. エラーメッセージ

A
SF Oracle RAC 診断の一
覧
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT 診断

■

I/O フェンシングの診断

■

SF Oracle RAC クラスタ内の PrivNIC の診断

■

SF Oracle RAC クラスタ内の Oracle Clusterware の診断

■

SF Oracle RAC クラスタ内の CVM、CFS、および ODM の診断

LLT 診断
ここでは、LLT に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、診断の詳しい説
明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。 問題を解決するには、トラブルシューティングの推奨事項に従ってください。
p.177 の 「LLT 診断時のトラブルシューティングに対する警告メッセージ」 を参照してくだ
さい。
表 A-1 は LLT に対して行われる診断の一覧です。

付録 A SF Oracle RAC 診断の一覧
LLT 診断

表 A-1

LLT に対する診断の一覧

診断の一覧

メッセージ

説明

LLT タイマーサブシ
ステムスケジュール
診断

<Check Alignment of PHs>警告:
OS タイマーは num 秒間呼び出
されませんでした（Warning: OS
timer is not called for
num seconds）

LLT モジュールがスケジュールされた
オペレーティングシステムのタイマー
に従って動作しているかどうかを診断
します。
このメッセージは、オペレーティングシ
ステムのタイマーが指定された期間に
呼び出されないことを示します。
パラメータ timer_threshold に
は、この診断に最適なしきい値が含ま
れます。

パケット伝送のOS メ <Check Alignment of PHs>警告:
モリ可用性診断
カーネルはメモリの割り当てに
num 回失敗しました（Warning:
Kernel failed to
allocate memory num
time(s)）

カーネルがクラスタ通信用に十分なメ
モリをLLT へ割り当てたかどうか検査
します。
このメッセージは、カーネルが必要な
メモリの割り当てを試みたが、（num）
回失敗したことを示します。
パラメータ
no_mem_to_xmit_allow には、こ
の診断に最適なしきい値が含まれま
す。

フロー制御状態の監 <Check Alignment of PHs>
視
フロー制御が num 回発生し、
num 回再有効化されました （ポー
ト port number 、ノード node
number のため）
（Flow-control occurred
num time(s)and back-enabled
num time(s) on port port number
for node node number）

着信するデータパケットの受信とその
データパケットの送信に必要な帯域幅
が LLT にあるかどうかを診断します。
フロー制御は、着信するデータトラ
フィックを受信するピアノードの機能に
よっても異なります。
このメッセージは、パケットの送信と受
信が（num）回制御され、（num）回正
常化されたかを示します。
パラメータ max_canput には、この
診断に最適なしきい値が含まれます。
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メッセージ

説明

不安定なリンクの監
視

<Check Alignment of PHs>警告：
ノード node id (リンク link
id 上) との接続は num 回不
安定です。（Warning:
Connectivity with node
node id on link link id is flaky num
time(s).）

プライベート相互接続が安定している
かどうかを診断します。

<Check Alignment of PHs>ピア
ノード node name との 1 つ以
上のリンク接続に問題が発生して
います。（One or more link
connectivity with peer
node(s) node name is in
trouble.）

現在のノードのメンバーシップを診断
します。

<Check Alignment of PHs>
node id とのリンク接続は 1
つのリンクのみです。（Link
connectivity with node
id is on only one link.）
2 つ以上のリンクを設定することを
推奨します。（Symantec
recommends configuring a
minimum of 2 links.）

現在アクティブであるプライベート相互
接続の数を診断します。

LLT 下でリンクが 1 つしか設定
されていません。（Only one
link is configured under
LLT.） 2 つ以上のリンクを設定
することを推奨します。（Symantec
recommends configuring a
minimum of 2 links.）

設定中に LLT 下で設定されたプライ
ベート相互接続数を診断します。

このメッセージは、ピアノード（node id）
との接続性（link）が、規定された期間
（たとえば、0 から 4 秒）に（num）回監
視されたことを示します。

パラメータ flakylink_allow に
分布は次のとおりです。(0-4 s) は、この診断に最適なしきい値が含ま
<num> (4-8 s) <num>
れます。
(8-12 s) <num> (12-16 s)
<num> (>=16 s)
ノードの状態診断

リンク状態の診断

接続性の診断

このメッセージはピアノード（node
name）との接続の問題を示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

このメッセージは、プライベート相互接
続がただ 1 つだけであること、または
プライベート相互接続がローカルノー
ドとピアノード（node id）の間で使用可
能であることを示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

このメッセージは、プライベート相互接
続がただ 1 つであること、または LLT
下で設定されていることを示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。
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メッセージ

説明

LLT パケット関連の
診断

<Check Alignment of PHs>合計
転送パケットのうち % を再転送し
ました。（Retransmitted %
percentage of total transmitted
packets.）

LLT で伝送されたデータパケットが何
のエラーも発生せずにピアノードに達
したかどうかを診断します。 パケット伝
送時にエラーが起きた場合、このメッ
セージはプライベート相互接続でのエ
ラーを示します。

<Check Alignment of PHs>リンク
が有効でないときに合計転送パ
ケットのうち % を送信しました。
（Sent % percentage of total
transmitted packet when no link
is up.）
<Check Alignment of PHs>合計
受信パケットのうち % のチェック
サムが不正です。（% percentage
of total received packets are with
bad checksum.）
<Check Alignment of PHs>合計
受信パケットのうち % が時間外で
す。（% percentage of total
received packets are out of
window.）

このメッセージは、送受信されたデー
タパケットの割り合いと、そのパケットに
関連する転送エラー（チェックサムの
誤り、リンク障害など）の割り合いを示
します。
パラメータ retrans_pct、
send_nolinkup_pct、
recv_oow_pct、
recv_misaligned_pct、
recv_badcksum_pct には、この診
断に最適なしきい値が含まれます。

<Check Alignment of PHs>合計
受信パケットのうち % の整列が失
敗しています。（% percentage of
total received packets are
misaligned.）
DLPI レイヤー関連
の診断

<Check Alignment of PHs>合計
受信パケットのうち % で DLPI
エラーが発生しています。（%
percentage of total received
packets are with DLPI error.）

データリンク層（DLP）がパケット転送
でエラーを引き起こしているかどうか検
査します。
このメッセージは、いくつかの受信パ
ケット（%）にエラーが含まれていること
を示します。
設定ファイルに目的のパーセント値を
設定できます。
パラメータ recv_dlpierror_pct
には、この診断に最適なしきい値が含
まれます。
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メッセージ

説明

リンク上のトラフィック <Check Alignment of PHs> リン
分布
ク間のトラフィックの分布: %% リ
ンク でデータを送信します %%
リンク でデータを受信します
（Traffic distribution over links:
%% Send data on link %% Recv
data on link ）

LLT 下で設定されたすべてのリンク上
のトラフィック分布を診断します。

LLT ポートの状態の % per of total
診断
transmitted packets are
with large xmit latency
(>16ms) for port port id

送受信パケットの遅延期間を診断しま
す。

<Check Alignment of PHs>合計
受信パケットのうち %per につい
てポート port id で大幅な受信
遅延 (> 16 分) がありました。
（%per received packets are with
large recv latency (>16ms) for
port port id）
システム負荷の監視 Load Information:
Average : num,num,num

このメッセージは、特定のリンク（num）
で送受信されたデータの割り合い（%）
を示します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

このメッセージは、一定の割り合い（%）
の送受信パケットが規定された遅延時
間を越えたことを示します。
パラメータ
hirecvlatencycnt_pct、
hixmitlatencycnt_pct には、こ
の診断に最適なしきい値が含まれま
す。
システムの負荷を規定された周期（1
秒、5 秒、15 秒）で監視します。
この診断にはしきい値は必要ありませ
ん。

I/O フェンシングの診断
この項では、I/O フェンシングに対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、診
断の詳しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-2 は I/O フェンシングに対して行われる診断の一覧です。
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表 A-2
診断の一覧

I/O フェンシング診断の一覧
メッセージ

説明

VxFEN の動作状態 VxFEN は SCSI3 モードで構成 フェンシングが SCSI3 モードで設定さ
に関連した診断
れ、クラスタのすべてのノードで実行中
されていません。（VxFEN is
not configured in SCSI3 であるかどうかを診断します。
mode.）
VxFEN はクラスタ内のすべての
ノード上で起動していません。
（VxFEN is not running on
all nodes in the
cluster.）
コーディネータディス VxFEN は 1 つのみのコーディ フェンシング用に設定されたコーディ
ク状態に関する診断 ネータディスク上で起動していま ネータディスク数とディスクの状態を診
す。（VxFEN is running with 断します。
only one coordinator
disk.） ノードの損失時には、こ
のディスクを失うことでクラスタの
再構築を回避できます。（Loss
of this disk will
prevent cluster
reconfiguration on loss
of a node.） 3 つ以上のコー
ディネータディスクを設定すること
を推奨します。（Symantec
recommends configuring
a minimum of 3
coordinator disks.）
VxFEN は偶数のコーディネータ
ディスクで起動しています。
（VxFEN is running with
even number of
coordinator disks.） 奇数
のコーディネータディスクが存在す
る必要があります。（There must
be odd number of
coordinator disks.）
OCDR プロシージャを使ってディス
ク disk name を交換します。
（Replace the disk disk
name using OCDR
procedure.）
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メッセージ

説明

コーディネータディス The coordinator disk
クでのキーの検証
(disk name) does not
have the required key
for the local node.

I/O フェンシングで設定されるコーディ
ネータディスクに、現在のノードのキー
があるかどうか診断します。

共有ディスクの
SCSI3
write-exclusive 予約
を検証

共有ディスクが書き込み操作でノード
にアクセスが可能かどうかを診断しま
す。

SCSI3 write-exclusive
reservation is missing
on shared disk
(disk_name)

SF Oracle RAC クラスタ内の PrivNIC の診断
この項では、PrivNIC に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、診断の詳
しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-3 は PrivNIC に対して行われる診断の一覧です。
表 A-3

PrivNIC 診断の一覧

診断の一覧

メッセージ

VCS の動作状態に
関連した診断

VCS はローカルシステムで起動し VCS が動作しているかどうかを診断し
ます。
ていません。（VCS is not
running on the local
system.）

PrivNIC リソースの状 PrivNIC リソースがオンラインでな
態に関連した診断
い場合: The PrivNIC
resource name is not
online.

説明

VCS 下で設定される PrivNIC リソー
スがオンラインであるかどうかを診断し
ます。
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メッセージ

説明

PrivNIC で使われる
NIC と LLT 下で設定
される NIC を比較し
ます。

<Check Alignment of
PHs>PrivNIC リソースの場合: LLT
リンク llt nics と PrivNIC
リンク private nics が一致し
ません。（Mismatch between
LLT links llt nics and PrivNIC
links private nics.）

PrivNIC リソースで使われる NIC が、
LLT リンク（llt nics）として設定されるイ
ンターフェースと同じインターフェース
（private nics）を持っていることを診断
します。

Oracle Clusterware
で使われる NIC と
PrivNIC で使われる
NIC とのクロスチェッ
ク。

PrivNIC リソースの場合:
Mismatch between Oracle
Clusterware links crs
nics and PrivNIC links
private nics.

Oracle Clusterware に使われるプラ
イベート相互接続が、PrivNIC リソー
ス下で設定された NIC と同じであるか
どうかを診断します。

SF Oracle RAC クラスタ内の Oracle Clusterware の
診断
この項では、Oracle Clusterware に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセー
ジ、診断の詳しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-4 は Oracle Clusterware モジュールに対して行われる診断の一覧です。
表 A-4
診断の一覧

Oracle Clusterware モジュールの診断の一覧
メッセージ

説明

CRS の動作状態の CRS は起動していません。（Oracle Oracle Clusterware が動作中であ
検証
るかどうかを確認します。
Clusterware is not
running.）
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診断の一覧

メッセージ

説明

CSSD リソースの動 VCS 下で CSSD リソースは構成さ CSSD リソースが VCS 下で設定さ
作状態の検証
れているか、またそのリソースがオン
れていません。（No CSSD
ラインかどうかを診断します。
resource is configured
under VCS.）
<Check Alignment of PHs>CSSD
リソース name は起動していませ
ん（The CSSD resource name
is not running.）
CRS で使われる
NIC と LLT 下で設
定された NIC との比
較

Mismatch between LLT links Oracle Clusterware で使われるプラ
イベート相互接続が LLT リンク（llt
llt_nic1, llt_nic2 and
Oracle Clusterware links nics）と同じであることを診断します。
crs_nic1, crs_nic2.

CRS で使われる
NIC と PrivNIC で監
視された NIC との比
較

Mismatch between Oracle
Clusterware links crs nics
and PrivNIC links private
nics.

Oracle Clusterware で使われるプラ
イベート相互接続（crs nics）が、
PrivNIC リソース（private nics）によっ
て監視されるかどうかを診断します。

CRS 用に設定され Mismatch between CRS nodes
たノードと llt コマンド crs nodes and LLT nodes
によるノード一覧との llt nodes.
比較

Oracle Clusterware のインストール
中に設定されたホスト名が、LLT コマ
ンド lltstat -nvv の実行時に表
示されるホスト名の一覧に一致して
いるかどうかを診断します。

SF Oracle RAC クラスタ内の CVM、CFS、および ODM
の診断
ここでは、CVM、CFS と ODM に対して行われる診断、各診断で表示されるメッセージ、
診断の詳しい説明について一覧表に示します。
メモ: 警告メッセージは、コンポーネントでの問題点またはクラスタの一般的な状態を伝え
るものです。
問題の解決に関する推奨事項については、このマニュアルのトラブルシューティングの
章を参照してください。
表 A-5 は CVM、CFS と ODM のモジュールに対して行われる診断の一覧です。
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表 A-5
診断の一覧

CVM、CFS と ODM の診断の一覧
メッセージ

説明

CVM の状態の確認 CVM は起動していません（CVM is CVM がクラスタで動作しているかどう
かを確認します。
not running）
CFS の状態の確認

CFS は動作していません（CFS is CFS がクラスタで動作しているかどう
かを確認します。
not running）

ODM の状態の確認 ODM は起動していません（ODM is ODM がクラスタで動作しているかど
うかを確認します。
not running）
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B
エラーメッセージ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エラーメッセージについて

■

VxVM エラーメッセージ

■

VXFEN ドライバのエラーメッセージ

エラーメッセージについて
次のソフトウェアモジュールがエラーメッセージが生成する可能性があります。
■

Veritas Volume Manager（VxVM）

■

Veritas Fencing（VXFEN）ドライバ

VxVM エラーメッセージ
表 B-1 は I/O フェンシングに関連した VxVM エラーメッセージを含みます。
表 B-1

I/O フェンシングに関連した VxVM エラーメッセージ

メッセージ

説明

vold_pgr_register(disk_path):
failed to open the vxfen
device. Please make sure
that the vxfen driver is
installed and configured.

vxfen ドライバが設定されていません。指示に
従ってこれらのディスクを設定し、I/O フェンシン
グを起動します。次に、エラーになったリソース
をクリアし、サービスグループをオンラインにする
ことができます。

付録 B エラーメッセージ
VXFEN ドライバのエラーメッセージ

メッセージ

説明

vold_pgr_register(disk_path):
Probably incompatible vxfen
driver.

互換性のないバージョンの VxVM と vxfen ドラ
イバがシステムにインストールされています。SF
Oracle RAC の以前のバージョンをインストール
します。

VXFEN ドライバのエラーメッセージ
表 B-2 は VXFEN ドライバのエラーメッセージを含みます。VXFEN ドライバエラーメッ
セージに加え、情報メッセージも表示されることがあります。
p.247 の 「VXFEN ドライバの情報メッセージ」 を参照してください。
p.247 の 「ノードの除外情報メッセージ」 を参照してください。
表 B-2

VXFEN ドライバのエラーメッセージ

メッセージ

説明

シリアル番号: xxxx でコーディネータディスクに このメッセージは、vxfen ドライバがコーディネー
登録できません（Unable to register with
タディスクの 1 つに登録できない場合に表示さ
coordinator disk with serial number: xxxx）
れます。障害が発生したコーディネータディスク
のシリアル番号が表示されます。
コーディネータディスクの過半数が登録できませ
ん。（Unable to register with a majority of the
coordinator disks.）クラスタから削除します。
（Dropping out of cluster.）

このメッセージは、vxfen ドライバがコーディネー
タディスクの過半数に登録できない場合に表示
されます。フェンシングを有効にする前に、コー
ディネータディスクの問題を解決する必要があり
ます。
このメッセージは、メッセージ「VXFEN: シリアル
番号: xxxx でコーディネータディスクに登録でき
ません（VXFEN: Unable to register with
coordinator disk with serial number: xxxx）」よ
り優先されます。
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メッセージ

説明

スプリットブレインがすでに発生している可能性 このメッセージは、クラスタ内に先在のスプリット
があります。（There exists the potential for a ブレインが含まれる場合に表示されます。この場
preexisting split-brain.）
合、vxfen ドライバの設定は失敗します。vxfen
ドライバの設定を行う前に、スプリットブレインを
コーディネータディスクには、現在のメンバーシッ
消去します。
プに属するノードはリストされません。（The
coordinator disks list no nodes which are in p.185 の 「すでに発生しているスプリットブレイン
the current membership.）しかし、現在のメン 状態のクリア」 を参照してください。
バーシップに属さないノードをリストします。
（However, they also list nodes which are not
in the current membership.）
I/O フェンシングは使えません。（I/O Fencing
Disabled!）
現在クラスタからノードをフェンシングしているた
め、実行中のクラスタに参加できません。
（Unable to join running cluster since cluster
is currently fencing a node out of the cluster）

このメッセージは、クラスタ内でフェンシングの競
合が継続する場合に vxfen ドライバの設定を
行っていると表示されます。vxfen ドライバは、時
折クラスタのフェンシングが完了した後に、再度
設定を試みると正常に設定が行えます。

VXFEN ドライバの情報メッセージ
次の情報メッセージは、スプリットブレインが発生したときにデータの破損を防ぐために、
ノードがクラスタから取り出されると表示されます。
VXFEN CRITICAL V-11-1-20 Local cluster node ejected from cluster
to prevent potential data corruption

ノードの除外情報メッセージ
ノードがディスクまたは LUN から削除されている場合、クラスタ内のノードの 1 つで、コン
ソールに情報メッセージが表示されることがあります。
これらの情報メッセージは無視することができます。
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CVM (Cluster Volume

Veritas Volume Manager のクラスタ機能。

Manager)
DMP（Dynamic
Multi-Pathing）

GAB（Group Atomic
Broadcast）

パスフェールオーバーと負荷分散を使用して、複数のパスを通じてホストシステムに接続
されているマルチポートディスクアレイの信頼性とパフォーマンスを高めるために設計さ
れた機能です。DMP はサポート対象アレイの種類に固有のメカニズムを使用してディス
クへの各種パスを検出します。また、DMP では、DMP に対応していて同じホストシステ
ムに接続されているアレイタイプの様々なエンクロージャを識別します。
VCS エンジンの通信機構の 1 つであり、クラスタメンバーシップの管理、ハートビート通
信の監視およびクラスタ全体への情報の配布を行います。

HAD（High Availability 各システム上で実行される VCS のコアプロセスです。HAD プロセスは、ローカルシステ
Daemon: 高可用性デー ム上で動作中のリソースに関する情報を保持して伝達し、クラスタ内の他のシステム上で
モン）

動作中のリソースに関する情報を受信します。

HA （高可用性）

Cluster Server （VCS）を使ってクラスタ化されたネットワークのシステムエラーに対する
可用性を高めるように製品を設定するという概念。

IP アドレス（IP address） TCP/IP ネットワーク上のコンピュータやその他のデバイスの識別子です。ピリオドで区切

られた 4 つの 8 桁の数字として記述されます。メッセージとその他のデータは送信先の
IP アドレスに従ってネットワーク上を送られます。
「仮想 IP アドレス」も参照してください
Jeopardy

ノードにとって必要な 2 つのハートビート接続の 1 つが失われると、そのノードは Jeopardy
状態になります。ノードが 1 つのハートビートしか使わずに動作している場合（Jeopardy
状態）、VCS が別の新しいノードでアプリケーションを再起動することはありません。デー
タの破損を引き起こす可能性のあるスプリットブレインの状態にならないように、JEOPARDY
状態では、ハートビート信号の途絶によるサービスグループのフェールオーバーは、無
効にされています。

LLT（Low Latency

VCS エンジンの通信機構の 1 つであり、高速のカーネル間通信を実現し、ネットワーク
接続を監視します。

Transport）
LUN

LUN（論理ユニット）は、1 つの物理ディスクに対応させることも、デバイスドライバまたは
インテリジェントディスクアレイのハードウェアを使って 1 つの論理エンティティとしてエク
スポートされるディスクの集合（仮想ディスク）に対応させることもできます。VxVM とその
他のソフトウェアモジュールが LUN の特殊な機能を自動的に検出可能な場合もあります
が、ディスクタグを使用して新しいストレージ属性を定義することもできます。ディスクタグ
は、vxdisk コマンドか GUI を使って管理します。
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main.cf

クラスタの設定が保存されるファイルです。

SAN （storage area

コンピュータ、ディスクストレージおよびスイッチ、ハブ、ブリッジなどの相互接続ハードウェ

network: ストレージエリ アのサブセット間の接続性を簡単に再設定できるネットワークパラダイム。
アネットワーク）
SmartTier

マルチボリューム VxFS ファイルシステムの管理者が初期ファイルの場所と既存ファイル
が再配置される環境を制御する配置ポリシーを定義することによって、ボリュームセットの
個々のボリューム上でファイルの配置を管理できる機能です。これらの配置ポリシーをファ
イルに適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特定のサブセット（配置クラスと
呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイルは、指定した名前、タイミン
グ、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致すると、他の配置クラス内のボリュー
ムに再配置されます。

SNMP 通知（SNMP

SNMP（Simple Network Management Protocol）は、IP ネットワーク上のノードを管理
するために開発されたプロトコルです。

Notification）
Storage Checkpoint

ファイルシステムまたはデータベースのイメージに対して、一貫して安定したイメージを提
供し、最後の Storage Checkpoint 以降に変更されたデータブロックを追跡する機能。

types.cf

VCS エンジンの標準リソースタイプについて、特定のリソースを制御するために必要な詳
細データを記述しているファイルです。

VCS （Veritas Cluster

計画的な停止時間と予期しない停止時間を除去し、サーバー統合を単純化し、複数プ
ラットフォーム環境で多岐にわたるアプリケーションを効率的に管理できるよう設計された
オープンシステムのクラスタ化ソリューションです。

Server）

VVR （ Volume
Replicator）
VxFS （Veritas File
System）

効果的なディザスタリカバリ計画に役立つよう設計されたデータレプリケーションツールで
す。VVR は、Veritas Volume Manager の機能です。
ファイルシステムの作成とメンテナンスを容易にする高パフォーマンスとオンライン管理機
能を提供する Veritas Infoscale 製品スイートのモジュール。 ファイルシステムとは、ファ
イルの検索と格納ができる構造に編成されたディレクトリの集まりのことです。

VxVM （Veritas Volume 物理ディスクを論理デバイスとして管理できるようにするストレージクライアントにインストー
Manager）

ルする Veritas Infoscale モジュール。 専用システムと共有システムの領域割り当て、パ
フォーマンス、データの可用性、デバイスのインストール、システム監視の制御によって
データストレージ管理を強化します。

エージェント（Agent）

1 つのタイプのすべてのリソースを起動、停止および監視し、それらのリソースの状態を
VCS に報告するプロセスです。

仮想 IP アドレス（Virtual クラスタに関連付けられた一意の IP アドレスです。クラスタ内のどのシステム上でも、サー
IP Address）

ビスグループの他のリソースとともに仮想 IP アドレスをオンライン化できます。仮想 IP ア
ドレスは、IP エイリアスとも呼ばれますが、システムのホスト名に対応する IP アドレスであ
る基本 IP アドレスとは別のものです。

共有ストレージ（Shared

2 つ以上のシステムに接続され、それらのシステムによって使われるストレージデバイス
です。

Storage）
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共有ボリューム（shared

共有ディスクグループに属するボリューム。同時に複数のノードで使えます。

volume）
クラスタ（Cluster）

クラスタとは、マルチプロセッシングと高可用性を目的として互いにリンクされた 1 台以上
のコンピュータです。この用語は、同じ GAB メンバーシップの一部である 1 台以上のコ
ンピュータを意味する VCS クラスタと同じ意味で使われます。

サービスグループの依存 サービスグループの依存関係は、リソース間のリンクと同様の方式で 2 つのサービスグ
関係（Service Group

ループを依存関係ルールによりリンクするための機構を提供しています。

Dependency）
サービスグループ
（Service Group）

システム（System）

サービスグループは、連携してクライアントにアプリケーションサービスを提供するリソー
スの集まりです。通常は、連携して 1 つのサービスを提供するハードウェアベースおよび
ソフトウェアベースの複数のリソースが含まれています。
アプリケーションやサービスグループが存在する、物理的なシステム。VCS によってシス
テムがリンクされている場合、クラスタ内のノードになります。
「ノード」を参照してください。

状態（State）

リソース、グループまたはシステムの現在の動作の状態です。リソース状態は、両方のシ
ステムに対して相対的に示されます。

遅延（latency）

ファイルシステムの場合、ファイルシステムの特定の操作がユーザーに戻るまでの時間。

ディザスタリカバリ

物理的に離れた場所にあるクラスタの管理者は、予期できないイベントによって、ある地
域内のクラスタが使えなくなった場合に、ある場所から別の場所へアプリケーションを移
動するためのポリシーを設定することができます。ディザスタリカバリには、ハートビートと
レプリケーションが必要です。

（Disaster Recovery）

ディスクアレイ

1 つのオブジェクト内に配置されたディスクの論理的集合。アレイ化すると、冗長性が高
まり、処理効率が向上するなどの利点があります。

ノード（Node）

アプリケーションとサービスグループが存在している物理的なホストまたはシステムです。
VCS によってシステムがリンクされている場合、それらのシステムはクラスタ内のノードに
なります。

フェールオーバー

フェールオーバーは、サービスグループに障害が発生したときに、別のシステムでサー
ビスグループをオンラインにするために行われます。

（Failover）
ミラー化（mirroring）

同じデータの複数の複製を別々のボリュームに保存する、ストレージの冗長性の形式で
す。（各複製はミラーと呼ばれます。）「RAID レベル 1」も参照してください。

リソースタイプ

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

（Resource Types）

リソースの依存関係
（Resource
Dependency）

リソース間の依存関係は、2 つのリソース名の間に「requires」というキーワードを入れて
定義します。これは、親リソースをオンラインにする場合は、先に子リソースをオンラインに
する必要があることを示しています。反対に、子リソースをオフラインにするには、親リソー
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スを先にオフラインにする必要があります。また、子リソースに障害が発した場合は、子に
依存しているすべての親リソースに影響します。
リソース（resources）

連携してアプリケーションサービスをパブリックネットワークに提供する個々のコンポーネ
ントです。リソースとしては、ディスクグループやネットワークインターフェースカードなどの
物理コンポーネント、データベースサーバーや Web サーバーなどのソフトウェアコンポー
ネント、IP アドレスやマウントされたファイルシステムなどの設定コンポーネントがあります。

ルートブローカー（root

自己署名の証明書がある最初の認証ブローカーです。ルートブローカーには、有効なブ
ローカー名のみを保持する単一プライベートドメインがあります。

broker）
論理ボリューム（logical
volume）

ベーシックディスクの拡張パーティションに存在し、拡張パーティション内の領域に限定
されるシンプルボリュームです。論理ボリュームはフォーマットしてドライブ文字を割り当
て、論理ドライブに分割できます。
「LUN」も参照してください

認証ブローカー
（Authentication
Broker）

ルートブローカーの 1 つ下のレベルで中間の登録認証局として機能する Veritas Security
Services コンポーネントです。認証ブローカーは、ユーザー、サービスなどのクライアン
トの認証を行い、Veritas 信用証明の一部となる証明書を与えます。しかし、認証ブロー
カーは、他のブローカーの認証は行えません。これは、ルートブローカーが行う必要があ
ります。
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