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1
SF Oracle RAC の設定

■

第1章 SF Oracle RAC の設定の準備

■

第2章 スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定

■

第3章 SF Oracle RAC の自動設定の実行

1
SF Oracle RAC の設定の
準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

I/O フェンシングの必要条件

■

I/O フェンシング設定の計画について

I/O フェンシングの必要条件
ディスクベースのフェンシングまたはサーバーベースのフェンシングのどちらの設定を計
画しているかに応じて、コーディネーションポイントの必要条件を満たしていることを確認
してください。
■

コーディネータディスク
p.18 の 「I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバー
p.19 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

メモ: I/O フェンシングにコーディネータディスクを使うか、CP サーバーを使うかに関係な
く、共有ストレージが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートするかどうかを確認し
ます。

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

ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、少なくとも 3 つの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。

第 1 章 SF Oracle RAC の設定の準備
I/O フェンシングの必要条件

■

コーディネータディスクが DMP デバイスに存在する必要があります。

■

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

■

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

■

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

■

コーディネータデバイスは iSCSI プロトコルを経由して接続できますが、DMP デバイ
スに存在し、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートする必要があります。

■

シマンテック社 では、コーディネータディスクに対してハードウェアベースのミラーリン
グを使うことを推奨します。

■

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

■

アレイベンダーが使う特殊なデバイスをコーディネータディスクとして使うことはできま
せん。 たとえば、EMC のゲートキーパーデバイスをコーディネータディスクとしては
使えません。

■

コーディネータディスクのサイズは少なくとも 128 MB にする必要があります。

CP サーバーの必要条件
SF Oracle RAC 7.0 クラスタ（アプリケーションクラスタ）では、次の VCS と SFHA バー
ジョンでホストされる CP サーバー（コーディネーションポイントサーバー）をサポートしま
す。
■

VCS 6.1 以降のシングルノードクラスタ

■

SFHA 6.1 以降のクラスタ

CP サーバーのアップグレードに関する注意事項
■

現在のリリースバージョンがバージョン 6.1 より前の場合は、CP サーバーの VCS や
SFHA をバージョン 7.0 にアップグレードします。

■

リリースバージョンが 6.1 以降の場合は CP サーバーをバージョン 7.0 にアップグ
レードする必要はありません。

■

バージョン 6.1 以降の CP サーバーは、バージョン 6.1 以降のアプリケーションクラ
スタと HTTPS ベースで通信できます。

■

バージョン 6.1 以降の CP サーバーは、バージョン 6.1 より前のアプリケーションクラ
スタと IPM ベースで通信できます。
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■

アプリケーションクラスタのリリースバージョンが 6.1 以降の場合は、HTTPS ベースの
通信に VIP を設定する必要があります。

■

アプリケーションクラスタのリリースバージョンが 6.1 より前の場合は IPM ベースの通
信に VIP を設定する必要があります。

CP サーバーをホストする VCS/SFHA クラスタの基本ハードウェア必要条件を満たして
いることを確認してください。
『Veritas InfoScale™ インストールガイド』を参照してください。
メモ: SF Oracle RAC は、I/O フェンシングのために少なくとも 3 つのコーディネーション
ポイントを必要とします。
CP サーバーをインストールして構成する前に、この項で説明する次の CP サーバー必
要条件を満たしていることも確認してください。
■

ハードウェアの必要条件

■

オペレーティングシステムの必要条件

■

ネットワークの必要条件（および推奨事項）

■

セキュリティの必要条件

表 1-1 に、CP サーバーをホストするための追加の必要条件を示します。
表 1-1

CP サーバーのハードウェアの必要条件

必要なハードウェア

説明

ディスク領域

VCS クラスタまたは SFHA クラスタで CP サーバーをホストする
には、各ホストに次のファイルシステム領域が必要です。

■

/opt ディレクトリに 550 MB（さらに、言語パッケージに追加の
15 MB が必要）
/usr に 300 MB

■

/var に 20 MB

■

/etc に 10 MB（CP サーバーデータベース用）

■

ストレージ

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

RAM

各 CP サーバーに少なくとも 512 MB が必要です。

ネットワーク

CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラス
タ）間の TCP/IP 接続を提供できるネットワークハードウェア。
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表 1-2 に、CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョンを示しま
す。 アプリケーションクラスタでは、これらのオペレーティングシステムを実行している CP
サーバーを使うことができます。
表 1-2
CP サーバー

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

VCS シングルノードクラスタま CP サーバーでは、次のオペレーティングシステムがサポートさ
たは SFHA クラスタでホストされ れます。
る CP サーバー
■ Oracle Solaris 10
■

Oracle Solaris 11

サポートされるオペレーティングシステムのレベルやサポートされ
るオペレーティングシステムのアーキテクチャなど、その他の詳細
も確認してください。
詳しくは『Veritas InfoScale 7.0 リリースノート』を参照してくださ
い。

以下は CP サーバーのネットワークの必要条件と推奨事項です。
■

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

■

CP サーバーは、これらのネットワークパス上のアプリケーションクラスタとの接続と通
信のために TCP/IP プロトコルを使います。 HTTPS プロトコルを介して通信が発生
した場合、CP サーバーは 443 番の TCP ポートを使ってアプリケーションクラスタか
らのメッセージに応答準備します。 443 番の TCP ポートは CP サーバーを設定する
ときに変更できるデフォルトポートです。 CP サーバーは 14250 番の TCP ポートを
使って IPM ベースのプロトコルを介してアプリケーションクラスタからのメッセージに
応答準備します。 標準プロトコルの HTTPS プロトコルとは違って、IPM（Inter Process
Messaging）は VCS 固有の通信プロトコルです。
CP サーバーにアクセスするために複数のネットワークパスを設定することをお勧めし
ます。 あるネットワークパスにエラーが発生しても、CP サーバーは再起動を必要とせ
ず、他のすべての利用可能な仮想 IP アドレスで応答準備し続けます。

■

CP サーバーは IPM ベースのプロトコルを経由してアプリケーションクラスタと通信す
るときにインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4 アドレス）または IPv6 アドレスを
使います。 CP サーバーは HTTPS プロトコルを介してアプリケーションクラスタと通
信するときはインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）のみをサポートします。

■

CP サーバーを特定のネットワーク設定内に配置するときは、各種アプリケーションク
ラスタノードから CP サーバーへのホップ数を考慮に入れる必要があります。 ベスト
プラクティスとして、各種アプリケーションクラスタノードから CP サーバーへのホップ
数とネットワーク遅延を等しくすることをお勧めします。 これにより、結果として I/O フェ
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ンシングのシナリオになるイベントが発生した場合に、CPS とさまざまなノードの間の
ホップ数またはネットワーク遅延の違いによるバイアスがないことが保証されます。
SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー間の通信のため、次
のサポートマトリックスを確認してください。
表 1-3
通信モード

SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー
間でサポートされる通信モード
CP サーバー
（HTTPS ベースの
通信）

CP サーバー（IPM CP サーバー（IPM
ベースのセキュリ ベースのセキュリティ
ティで保護された通 で保護されない通信）
信）

SF Oracle RAC クラス はい
タ（リリースバージョン
6.1 以降）

いいえ

いいえ

SF Oracle RAC クラス いいえ
タ（6.1 より前のリリース
バージョン）

はい

はい

SF Oracle RAC と CP サーバー間の IPM ベースのプロトコルを介した安全な通信のた
めに、次の必要条件と提案事項を考慮してください。
■

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

■

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

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

I/O フェンシング設定の計画について
インストーラを使って SF Oracle RAC を設定した後に、データ整合性のためにクラスタ
の I/O フェンシングを設定する必要があります。 リリースバージョン 7.0（HTTPS ベース
の通信）のアプリケーションクラスタは、リリースバージョン 6.1 以降の CP サーバーのみ
をサポートします。
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ディスクベースの I/O フェンシング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。 クラスタ化に VCS を使う複数のクラスタが企業環境にある場合、サーバーベース
の I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントは、CP サーバーのみ、また
は CP サーバーとコーディネータディスクの組み合わせとして追加できます。
メモ: コーディネータディスクと CP サーバーのどちらを使うかに関係なく、SF Oracle
RAC は少なくとも 3 つのコーディネーションポイントを必要とします。
図 1-1 は SF Oracle RAC クラスタで I/O フェンシングを設定するための概念的なフロー
チャートを説明します。
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図 1-1

I/O フェンシング設定のワークフロー

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

3 つの
ディスク

準備タスク
vxdiskadm または vxdisksetup
ユーティリティ
ディスクを VxVM
ディスクとして初期化する
vxfenadm と vxfentsthdw
ユーティリティ
ディスクが I/O フェンシングに準拠
していることを確認する

I/O
フェンシングのコー
ディネーションポイ
ントがあるか?

3 つの CP サーバーま
たは少なくとも 1 つの
CP サーバー
（2 つのコーディネー
ションポイントを含む）

サーバー
ベースのフェンシン
グ（カスタマイズさ
れたモード）を設定
する

準備タスク
既存の CP サーバーの特定
TCP/IP 接続を CP サーバーと SF Oracle RAC
クラスタとの間で確立する
（または）
CP サーバーを設定する
CP サーバーシステムに VCS または SFHA
をインストールして設定する
TCP/IP 接続を CP サーバーと SF Oracle RAC
クラスタとの間で確立する

設定タスク
次のいずれかの方法を使う
Installer -fencing を実行し、オプション
2 を選択し、画面の指示に従う

CP サーバーがクラスタ化されている場合、
CP サーバーのために共有ストレージを設定する
-configcps を実行して画面の指示に従うか、または手動で CP
サーバーを設定する
コーディネーションポイントとして機能するディ
スクが対象

または

作成した応答ファイルを編集し、それらを
installer -responsefile コマンドで使う

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

設定タスク

または

次のいずれかの方法を使う
手動でディスクベースの I/O
フェンシングを設定する

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

または

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

または
手動でサーバーベースの I/O フェンシングを設定する

準備タスクを実行した後、次のいずれかの方法を使って I/O フェンシングを設定できま
す。
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installer を使う

p.49 の 「installer を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を参
照してください。
p.58 の 「installer を使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を参
照してください。

応答ファイルを使う

p.81 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイ
ルの変数」 を参照してください。
p.87 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイ
ルの変数」 を参照してください。
p.80 の 「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」 を参照してくださ
い。

設定ファイルを手動で編集する

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

ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な SF Oracle RAC ク
ラスタの設定
図 1-2 に、2 つのノードと共有ストレージを含む典型的な VCS の設定を示します。この
設定では、I/O フェンシングに 3 つのコーディネータディスクを使っています。
ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な SF Oracle RAC
クラスタの設定

図 1-2

sys1

sys2
プライベート
ネットワーク

コーディネ
ータディス
ク1

ディスクア
レイ

コーディネ
ータディス
ク2
データデ
ィスク

共有ストレージ
VxVM 管理および SCSI3 PR 準拠

パブリックネ
ットワーク

コーディネ
ータディス
ク3
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サーバーベースの I/O フェンシングを使った標準 SFHA クラスタの設定
図 1-3 は、SF Oracle RAC クラスタ（2 つのノードがある）、単一の CP サーバー、2 つ
のコーディネータディスクを使って設定を表示します。 SF Oracle RAC クラスタ内のノー
ドは、LLT リンクに接続されて LLT リンクを使って互いに通信します。
CP サーバー、SF Oracle RAC クラスタ、コーディネータディスク

図 1-3

CP サーバー

TCP/IP
コーディネータ
ディスク

コーディネータ
ディスク

ファイバーチャネル
クライアント
クラスタ

LLT リンク
ノード1

ノード2

アプリケーション
ストレージ

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

複数のアプリケ−ションクラスタが、3 つの CP サーバーをコーディネーションポイント
として使う
p.27 の 図 1-4 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、単一の CP サーバーと、コーディネータディスク
（2）の単一または複数ペアをコーディネーションポイントとして使う
p.28 の 図 1-5 を参照してください。

3 つのコーディネーションポイントを使う CP サーバー設定が推奨されていますが、3 つ
を超えるコーディネーションポイントを I/O フェンシングで使うことができます。使用する
コーディネーションポイントの合計数が奇数になるようにしてください。複数のアプリケ−
ションクラスタが共通の CP サーバーのコーディネーションポイント一式を共有する設定
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では、CP サーバー同様アプリケ−ションクラスタも、汎用一意識別子（UUID）を使ってア
プリケ−ションクラスタを識別します。
図 1-4 は、複数のアプリケ−ションクラスタに接続されている 3 つの CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケ−ションクラスタに接続している 3 つの CP サーバー

図 1-4

シングルノード VCS
クラスタでホストされる CP サーバー
（SFHA クラスタでもホストできる）

TCP/IP

パブリックネットワーク

TCP/IP

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

図 1-5 は、複数のアプリケ−ションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使っ
ており、さらに、それぞれのアプリケ−ションクラスタも 2 つのコーディネータディスクを使っ
ている設定を示しています。
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図 1-5

アプリケ−ションクラスタごとに 2 つのコーディネータディスクを使って
いる単一の CP サーバー
シングルノード VCS クラスタでホストされる CP サーバー
（SFHA クラスタでもホストできる）

TCP/IP

パブリックネ
ットワーク

TCP/IP

ファイバーチャネル
コーディネータディスク

コーディネータディスク

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

ファイバー
チャネル
パブリック
ネットワーク
TCP/IP

p.508 の 「サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図」 を参照してくださ
い。

SF Oracle RAC のサーバーベースのフェンシングを設定するための準
備
サーバーベースの I/O フェンシングを使う場合は、シングルノードの VCS クラスタまたは
SFHA クラスタのコーディネーションポイント（CP）サーバーを設定する必要があります。
CP サーバーを高可用にするために、SFHA クラスタで CP サーバーをホストすることを
お勧めします。
CP サーバーの設定の手順については、『Cluster Server インストールガイド』を参照し
てください。
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2
スクリプトベースのインス
トーラを使った SF Oracle
RAC の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

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

■

installer を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

■

installer を使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

■

SFDB の設定

スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC
のコンポーネントの設定
クラスタをセキュアモードで設定する場合は、必要な事前設定タスクが完了していることを
確認します。
インストール後にインストーラを終了した場合は、installer プログラムを起動します。
デフォルトで、システム間の通信には SSH が選択されます。 SSH がシステム間の通信
に使われた場合、SSH コマンドはパスワードや確認を求めるプロンプトを表示せずに実
行します。
設定の最後に、クラスタ対応の環境を構築するために VCS、CVM、CFS の各コンポー
ネントを設定します。

第 2 章 スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定
スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC のコンポーネントの設定

メモ: SF Oracle RAC を再設定する場合は、インストーラを起動する前に hastop コマン
ドまたは hagrp -offline コマンドを使って VCS が制御しているすべてのリソースを停
止する必要があります。 VCS の下に設定されていないリソースの場合、リソースを停止
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。
設定中に問題が発生した場合は、『Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイ
ド』の「処理速度とトラブルシューティング」の章で、問題の解決方法に関する情報を参照
してください。
SF Oracle RAC のコンポーネントを設定するには

1

クラスタ内のいずれかのノードでスーパーユーザーとしてログインします。

2

設定プログラムを開始します。
# ./installer -configure ¥
sys1 sys2

SF Oracle RAC を設定するために［Storage Foundation for Oracle RAC］を選択
します。
著作権情報が表示されてから、ログが作成されるディレクトリが表示されます。

3

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

4

設定中にインストーラを終了した場合は、そのインストーラプロセスが検出され、設定
を再開するか新しい設定を開始するかを選択できます。 適切な答えを入力します。
The installer has discovered an existing installer process.
The process exited while performing configure of
SF Oracle RAC on sys1.
Do you want to resume this process? [y,n,q,?] (y) n

5

SF Oracle RAC クラスタを設定するために、Cluster Server を設定します。
p.31 の 「SF Oracle RAC クラスタの設定」 を参照してください。

6

VCS ユーザーを追加します。
p.43 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してください。
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7

SMTP 電子メール通知を設定します。
p.44 の 「SMTP 電子メール通知の設定」 を参照してください。

8

SNMP トラップ通知を設定します。
p.45 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

9

インストール中に GCO を有効にすることを選択した場合は、グローバルクラスタを
設定します。
p.47 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

10 SF Oracle RAC のリソースを停止します。
p.48 の 「 SF Oracle RAC プロセスの停止と起動」 を参照してください。

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

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

1

インストーラによって表示される設定の指示を確認します。

2

一意のクラスタ名を入力します。
Enter the unique cluster name: [q,?] clus1

プライベートハートビートリンクの設定
LLT が使うプライベートハートビートリンクを設定します。
VCS では、イーサネット上での LLT または UDP（User Datagram Protocol）上での LLT
を使うことができます。ハードウェア必要条件のために UDP 上での LLT を使う必要があ
る場合以外は、処理効率を高めるためイーサネット上での LLT を使うようにハートビート
リンクを設定することをお勧めします。UDP 上での LLT を設定する場合は、必ず前提条
件を満たしてください。
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集約リンクの一部であるリンクを使って LLT ハートビートを設定しないでください。たとえ
ば、link1、link2 を集約して集約リンク aggr1 を作成できます。ハートビートリンクとして
aggr1 を使うことはできますが、link1 または link2 は使わないでください。
次の手順は、LLT ハートビートリンクの設定に役立ちます。
プライベートハートビートリンクを設定するには

1

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

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

■

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

■

オプション 3: イーサネット上での LLT の設定を自動的に検出する
インストーラがハートビートリンク詳細を自動的に検出し、イーサネット上での LLT
を設定できるようにします。各システムの間を接続しているすべてのリンクが自動
的に検出されます。
手順 5 へ進みます。
メモ: オプション 3 は、設定がシングルノード設定のときは該当しません。

2

オプション 1 を選択した場合、プライベートハートビートリンクのネットワークインター
フェースカード詳細を入力します。
ネットワークインターフェースカードが自動的に検出されて、一覧表示されます。
インストーラからの質問に答えます。次の例では、アーキテクチャごとに異なる NIC
を入力しています。
■

Solaris SPARC の場合:
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェースカード（通常
は net0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] net1
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Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] net2
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)

3

オプション 2 を選択した場合、プライベートハートビートリンクの NIC 詳細を入力し
ます。この手順では、NIC の名前として private_NIC1 や private_NIC2 などを使っ
ています。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] private_NIC1
Do you want to use address 192.168.0.1 for the
first private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the first private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (50000)
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] private_NIC2
Do you want to use address 192.168.1.1 for the
second private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the second private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (50001)
Do you want to configure an additional low priority
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Enter the NIC for the low priority heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (private_NIC0)
Do you want to use address 192.168.3.1 for
the low priority heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the low priority heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (50004)
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4

34

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

入力した NIC の詳細を sys1 で使用する場合は、同じ NIC が各システムで利用可
能であることを確かめます。次に、プロンプトで y を入力します。
UDP 上での LLT の場合は、他のシステムで同じ NIC を使いたい場合でも、他のシ
ステムの NIC ごとに一意の IP アドレスを入力する必要があります。
一部のシステムで NIC のデバイス名が異なっていたら、n を入力します。プログラム
のプロンプトに従って、各システムに NIC の詳細を入力します。

5

オプション 3 を選択した場合は、各システムの NIC とネットワークリンクの検出とリン
ク優先度の設定が自動的に行われます。
ハートビートリンクの検出に失敗するか、高優先度リンクの検出に失敗した場合は、
オプション 1 またはオプション 2 を選択し、ハートビートリンクを手動で設定してくだ
さい。
オプション 1 の場合は手順 2、オプション 2 の場合は手順 3、オプション 3 の場合
は手順 5 を参照してください。

6

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

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

7

インストーラが表示する要約された情報を確認します。

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

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

1

クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を確認します。

2

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

3

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

検出された NIC を使う場合は、Enter キーを押します。

■

別の NIC を使う場合は、使う NIC の名前を入力して、Enter キーを押します。

Active NIC devices discovered on sys1: net0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on sys1:
[b,q,?](net0)

4

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

すべてのノードで同じパブリック NIC を使う場合は、y を入力します。

■

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

Is net0 to be the public NIC used by all systems
[y,n,q,b,?] (y)

5

クラスタの仮想 IP アドレスを入力します。
Enter the Virtual IP address for the Cluster:
[b,q,?] 192.168.1.16
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6

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

7

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: net0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

セキュアクラスタの信頼関係を設定する場合は、次のトピックを参照してください。
p.37 の 「SF Oracle RAC クラスタの信頼関係の設定」 を参照してください。
p.38 の 「ノード別のセキュアクラスタノードの設定」 を参照してください。

セキュアモードでの SF Oracle RAC の設定
SF Oracle RAC をセキュアモードで設定することにより、システム間のすべての通信が
暗号化され、ユーザーがセキュリティ資格情報の照合によって確認されます。 SF Oracle
RAC のユーザー名とパスワードは、クラスタがセキュアモードで実行されているときには
使用されません。
SF Oracle RAC をセキュアモードで設定するには

1

SF Oracle RAC をセキュアモードでインストールして設定するには、次のコマンドを
実行します。
# ./installer -security

2

インストーラで製品の処理が停止される前に次の質問が表示されます。
■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。 [y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか。[y,n,q,?]
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。
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■

3

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。 特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。 ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。 [b]

設定後、クラスタがセキュアモードで動作していることを確認するには、次のコマンド
を実行します。
# haclus -value SecureClus

コマンドはクラスタがセキュアモードであれば 1、それ以外は 0 を返します。

SF Oracle RAC クラスタの信頼関係の設定
VCS ユーザーの認証に外部認証ブローカーを使う必要がある場合、VCS とブローカー
との間に信頼関係を設定する必要があります。 たとえば、Veritas InfoScale Operations
Manager を外部認証ブローカーにする場合には、信頼関係により、VOM が発行する信
用証明を VCS が受け入れるようにします。
SF Oracle RAC クラスタとブローカーの間で信頼関係を設定するには、次の手順を実
行します。
信頼関係を設定するには

1

クラスタのノードの 1 つにスーパーユーザーとしてログインします。

2

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

-securitytrust

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

37

第 2 章 スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定
スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC のコンポーネントの設定

3

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

ブローカーが動作しているポート番号を指定するか、Enter キーを押してデフォルト
ポートを受け入れます。
Input the data directory to setup trust with: (/var/VRTSvcs/
vcsauth/data/HAD)

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

4

インストーラは次の処理のいずれかを実行します。
■

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

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

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

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

ノード別のセキュアクラスタノードの設定
パスワードを要求しない ssh またはパスワードを要求しない rsh をサポートしない環境で
は、-security オプションを使ってクラスタのセキュアモードを有効にすることはできませ
ん。代わりに、-securityonenode オプションを使って、ノード別にセキュアクラスタを設
定することができます。さらに、fips モードのセキュリティを有効にするには、
-securityonenode とともに -fips オプションを使用します。
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表 2-1 に、セキュアクラスタを設定するときに必要となるタスクの一覧を示します。
表 2-1

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

タスク

参照

1 つのノードでセキュリティを設定 p.39 の 「最初のノードの設定」 を参照してください。
する
残りのノードでセキュリティを設定 p.40 の 「残りのノードの設定」 を参照してください。
する
手動設定の手順を完了する

p.40 の 「セキュアクラスタ設定の完了」 を参照してください。

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

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

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

警告: 最初のノードを設定すると、クラスタユーザーに関するすべての VCS 設定が
削除されます。/opt/VRTSvcs/bin/hauser コマンドを使って、クラスタユーザーを
手動で作成できます。
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3

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

4

インストーラで指定された場所からクラスタ内の他のノードの一時ディレクトリに、セ
キュリティ設定ファイルをコピーします。

40

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

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

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

2

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

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

1

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

2

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

3

すべてのノードで、CmdServer を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer -stop
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4

42

すべてのユーザーにアクセス権を付与するには、クラスタ定義で SecureClus=1 と
DefaultGuestAccess=1 を追加または変更します。
次に例を示します。
全員に読み取りアクセス権を付与するには、次のコマンドを実行します。

Cluster clus1 (
SecureClus=1
DefaultGuestAccess=1
)

または
ルートにのみアクセス権を付与するには、次のコマンドを実行します。
Cluster clus1 (
SecureClus=1
)

または
特定のユーザーグループにアクセス権を付与するには、SecureClus=1 と
GuestGroups={} をクラスタ定義に追加するか、変更します。
次に例を示します。

cluster clus1 (
SecureClus=1
GuestGroups={staff, guest}

5

最初のノードで /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを変更し、GCO
が設定されている場合は -secure を WAC アプリケーション定義に追加します。
次に例を示します。

Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = {"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure"}
RestartLimit = 3
)
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6

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

7

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

8

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

9

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

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

1

VCS ユーザーを追加するために必要な情報を確認します。

2

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

3

ユーザーを追加するには、プロンプトで y と入力します。
Do you want to add another user to the cluster? [y,n,q] (y)
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4

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

5

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

6

新しく追加されたユーザーの概略を見直し、その情報を確認します。

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

1

SMTP 電子メール通知を設定するために必要な情報を確認します。

2

SMTP 通知を設定するかどうかを指定します。
SMTP の通知を設定しない場合は、次の設定オプションにスキップできます。
p.45 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

3

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

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

■

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

■

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

4

必要に応じて、SMTP 受信者を追加します。
■

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

■

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

5

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

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

1

VCS の SNMP 通知機能を設定するために必要な情報を確認します。

2

SNMP 通知を設定するかどうかを指定します。
このオプションをスキップすると、有効な HA/DR のライセンスがインストールされて
いれば、このクラスタをグローバルなクラスタとして設定するオプションが表示されま
す。HA/DR のライセンスをインストールしなかった場合、インストーラは入力された
設定内容に従って SF Oracle RAC を設定します。
p.47 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

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

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

■

SNMP コンソールのシステム名を入力します。
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] sys5

■

各コンソールに送信するメッセージの最小セキュリティレベルを入力します。
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to sys5 [I=Information, W=Warning, E=Error,
S=SevereError]: [b,q,?] E

4

必要に応じて、SNMP コンソールを追加します。
■

別の SNMP コンソールを追加する場合は、y を入力し、プロンプトで必要な情
報を指定します。
Would you like to add another SNMP console? [y,n,q,b] (n) y
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] sys4
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to sys4 [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?] S

■

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

5

SNMP 通知情報を確認します。
SNMP Port: 162
Console: sys5 receives SNMP traps for Error or
higher events
Console: sys4 receives SNMP traps for SevereError or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)

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

1

グローバルクラスタオプションを設定するために必要な情報を確認します。

2

グローバルクラスタオプションを設定するかどうかを指定します。
このオプションを省略する場合は、インストーラはユーザーが入力した設定の詳細に
基づいた VCS の設定に進みます。
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3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を入力します。
インストーラは、NIC、仮想 IP アドレス、ネットマスク値を入力するように要求します。

4

グローバルクラスタの設定を確認します。
Global Cluster Option configuration verification:
NIC: net0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

クラスタのインストールと設定後のディザスタリカバリ環境の設定について詳しくは、
『Veritas InfoScale™ 7.0 ディザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。

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

SF Oracle RAC プロセスの停止と起動
インストーラは SF Oracle RAC プロセスを停止して起動し、SF Oracle RAC エージェン
トを設定します。
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メモ: インストーラがプライベートハートビートに対して検出しなかった集約インターフェー
スを使う場合は、SF Oracle RAC の起動を選択しないでください。
SF Oracle RAC プロセスを停止するには

1

SF Oracle RAC を停止するためにy入力してください処理。
Do you want to stop SF Oracle RAC processes now? [y,n,q,?] (y)

2

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

installer を使ったディスクベース I/O フェンシングの設
定
installer の -fencing オプションを使って I/O フェンシングを設定できます。

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

1

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

2

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

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

■

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

次の例では、CDS 形式を指定しています。
# vxdisksetup -i c2t13d0
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コーディネータディスクとして使う各ディスクに対して、このコマンドを繰り返しま
す。

コーディネータディスクとして使うディスクの特定
VxVM ディスクとしてディスクを初期化していることを確認してください。
p.49 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
以下の手順を確認してから、コーディネータディスクとして使うディスクを識別してくださ
い。
コーディネータディスクを特定するには

1

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

2

コーディネータディスクとして使う SCSI-3 PR 互換共有ディスクを 3 つ選択します。
p.50 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

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

ASL（Array Support Library）を確認する
p.51 の 「ASL（Array Support Library）の確認」 を参照してください。
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■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
p.52 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する」 を参照してく
ださい。

■

SCSI-3 の共有ディスクをテストする
p.52 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。

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

1

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

2

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

LIBNAME
VID
PID
===========================================================
libvx3par.so
3PARdata
VV
libvxCLARiiON.so
DGC
All
libvxFJTSYe6k.so
FUJITSU
E6000
libvxFJTSYe8k.so
FUJITSU
All
libvxap.so
Oracle
All
libvxatf.so
VERITAS
ATFNODES
libvxcompellent.so COMPELNT
Compellent Vol
libvxcopan.so
COPANSYS
8814, 8818

3

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

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

51

第 2 章 スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定
installer を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

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

1

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

2

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

詳しくは vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
ノード A では /dev/rdsk/c1t1d0s2 のパスで、ノード B は /dev/rdsk/c2t1d0s2 パス
で、EMC のディスクにアクセスできるとします。
ノード A からは、次のように入力します。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c1t1d0s2
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/rdsk/c2t1d0s2 パスを使って、同等のコマンドをノード B で入力すると、同じシ
リアル番号情報が表示されます。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように、出力が異なる
場合があります。
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では、/dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。
ディスクの準備が整っていることを示すメッセージが表示されない場合、テストは失敗で
す。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性があります。失敗
は不良ディスクが原因の場合もあります。
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失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを取り除いて交換します。vxfentsthdw
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/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for I/O Fencing on
node sys1

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

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します
p.402 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。

3

このスクリプトは、テストによってディスク上のデータが上書きされることを警告します。
概要と警告を確認してから、プロセス続行を確定してノードの名前を入力します。
警告: -r オプションを使わないと、テストによってディスク上に存在するデータが上
書きされ、破壊されます。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: sys1
Enter the second node of the cluster: sys2

4

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。

5

各ノードのディスクが I/O フェンシングを実行できる状態であれば、各ノードでユー
ティリティが正常終了を報告します。たとえば、ユーティリティにより、ノード sys1 に
次のメッセージが表示されます。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys1
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O fencing on node
sys1

6

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。
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メモ: dmp ディスクデバイスのみがコーディネーターディスクとして使用できます。

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

1

-fencing オプションを指定して installer を起動します。
# /opt/VRTS/install/installer

-fencing

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

2

クラスタ内のいずれかのシステムのホスト名を入力してください。

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 7.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

4

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 2 を入力
して、ディスクベース I/O フェンシングを設定します。

1. Configure Coordination Point client based fencing
2. Configure disk based fencing
3. Configure fencing in disabled mode
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-3,q.?] 2

5

6

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

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

■

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

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

7

■

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

■

新しいディスクグループを作成するには、次の手順を実行します。
■

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk group）］ オプショ
ンに対応する番号を入力します。
プログラムは、クラスタ内の CDS ディスク形式の利用可能なディスクをリスト
し、コーディネータディスクとして使われる最低 3 つの奇数のディスクを選択
するよう求めます。
シマンテック社 では、ディスクベース I/O フェンシングのコーディネーション
ポイントとして 3 つのディスクを使うことをお勧めします。

■

利用可能な VxVM CDS ディスクが必要条件を下回っている場合、インストー
ラは VxVM ディスクとして他のディスクを初期化したいかどうか尋ねます。
VxVM ディスクとして初期化するディスクを選択してから、新しいディスクグ
ループを作成するために使用します。

■

コーディネータディスクとして使うディスクに対応する番号を入力します。

■

ディスクグループ名を入力します。

選択したコーディネータディスクが I/O フェンシングの条件を満たすことを検証しま
す。
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが SCSI-3 PR と互換性があることを
検証してから、この設定プログラムに戻る必要があります。
p.50 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

8

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

9

インストーラが概略を示した I/O フェンシング設定情報を確認します。

10 設定プログラムが次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

各ノードで VCS と I/O フェンシングを停止します。

■

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

■

必要に応じて、VCS の設定ファイル main.cf を更新します。

■

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

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新します。

■

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

12 コーディネーションポイントエージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)

13 コーディネーションポイントエージェントのサービスグループの名前を入力します。
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen) vxfen

14 レベル 2 の監視の頻度を設定します。
Do you want to set LevelTwoMonitorFreq? [y,n,q] (y)

15 レベル 2 の監視の頻度の値を決定します。
Enter the value of the LevelTwoMonitorFreq attribute: [b,q,?] (5)

インストーラはコーディネーションポイントエージェントを追加し、主要な設定ファイル
を更新します。

installer を使ってディスクベースのフェンシングの既存のコーディネーショ
ンポイント上のキーまたは登録を更新する
次のシナリオでは、コーディネーションポイント上の登録を更新する必要があります。
■

CoordPoint エージェントが既存のコーディネーションポイントのいずれかで発生した
登録の喪失について通知する場合。

■

クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コー
ディネーションポイント上の登録の計画更新を行う場合。

登録の喪失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破損、その他の原因により発生する場
合があります。 コーディネーションポイントがクラスタノードの登録を失うと、ネットワーク分
割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合があります。
警告: コーディネーションポイントの更新が完了する前にノードがメンバーシップから除外
された場合、キーの更新によりクラスタでパニックが発生する場合があります。
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installer を使って、ディスクベースの I/O フェンシングの既存のコーディネーションポイ
ント上の登録を更新するには

1

-fencing オプションを指定して installer を起動します。
# /opt/VRTS/install/installer

-fencing

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

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 7.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイント上の登録またはキーの更新に対応する数字を入力しま
す。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-6,q]

4

フェンシングモジュールが使うディスクグループの構成に、コーディネーションディス
クとして現在使われているディスクと同じディスクが含まれていることを確認します。

5

コーディネーションポイントを検証します。
For example,
Disk Group: fendg
Fencing disk policy: dmp
Fencing disks:
emc_clariion0_62
emc_clariion0_65
emc_clariion0_66

この情報は正しいですか。[y,n,q] (y).
Successfully completed the vxfenswap operation

コーディネーションディスク上のキーが更新されます。

6

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報を送信しますか。
[y,n,q,?] (y)。

7

概略ファイルを表示しますか。 [y,n,q] (n).
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installer を使ったサーバーベース I/O フェンシングの設
定
installer を使って SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースの I/O フェンシングを設定
できます。
サーバーベースのフェンシングでは、次のようなコーディネーションポイントを設定に追加
できます。
■

CP サーバーと SCSI-3 対応コーディネータディスクの組み合わせ

■

CP サーバーのみ

p.22 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
p.26 の 「推奨される CP サーバーの設定」 を参照してください。
ここでは、次の手順の例を取り上げます。
CP サーバーとコーディネータ
ディスクの組み合わせ

p.58 の 「SF Oracle RAC クラスタでサーバーベースのフェンシ
ングを設定するには（1 つの CP サーバーと 2 つのコーディネー
タディスク）」 を参照してください。

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

1

2

サーバーベースの設定モデルに応じて、次のことを確認します。
■

CP サーバーが設定されていて、SF Oracle RAC クラスタからアクセスできる。
SF Oracle RAC クラスタは、アプリケーションクラスタまたはクライアントクラスタ
とも呼ばれます。

■

コーディネーションディスクが SCSI3-PR 対応であることが確認されている。
p.50 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

-fencing オプションを指定して installer を起動します。
# /opt/VRTS/install/installer

-fencing

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

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 7.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。
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プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-3,b,q] 1

5

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

6

プロンプトで、コーディネーションポイントに関する次の詳細を指定します。
■

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

■

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

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数
を入力します。
How many IP addresses would you like to use to communicate
to Coordination Point Server #1?: [b,q,?] (1) 1

■

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

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

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port that the coordination point server 10.198.90.178
would be listening on or accept the default port
suggested: [b] (443)

第 2 章 スクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle RAC の設定
installer を使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

8

60

プロンプトで、次のコーディネータディスク関連詳細を指定します。
■

インストーラが表示する利用可能なディスクの一覧からコーディネータディスクを
選択します。 選択するディスクがすべての SF Oracle RAC（アプリケーションク
ラスタ）ノードから利用可能であることを確認してください。
インストーラからディスクの選択を要求される回数は、手順 6 で指定した情報に
よって異なります。 たとえば、2 つのコーディネータディスクを設定するように選
択した場合は、インストーラから 1 つ目のディスクと 2 つ目のディスクを選択する
ように要求されます。
Select disk number 1 for co-ordination point
1) c1t1d0s2
2) c2t1d0s2
3) c3t1d0s2
Please enter a valid disk which is available from all the
cluster nodes for co-ordination point [1-3,q] 1

■

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

■

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

9

フェンシング設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.209.80.197 ([10.209.80.197]:443)
SCSI-3 disks:
1. c1t1d0s2
2. c2t1d0s2
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: dmp

ディスクとディスクグループが初期化され、SF Oracle RAC（アプリケーションクラス
タ）ノードのディスクグループがデポートされます。
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10 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}

11 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が
確立されるので、出力を確認してください。 それから、各アプリケーションクラスタノー
ドで適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.209.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.209.80.197 .......... Done
Registering client node sys1 with Coordination Point Server 10.209.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 .... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 .. Done
Registering client node sys2 with Coordination Point Server 10.209.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 .... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 ..Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys1 .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys2 ......... ........................ Done

p.374 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

12 各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動
され、I/O フェンシング設定が完了したら、出力を確認してください。

13 SF Oracle RAC（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定します。 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登録を監視しま
す。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)
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14 さらに、コーディネーションポイントエージェントは、誤ってコーディネータディスクグ
ループからディスクが削除された場合など、コーディネータディスクグループ構造の
変更も監視できます。 この詳細な監視の頻度は、LevelTwoMonitorFreq 属性で調
整できます。 たとえば、この属性を 5 に設定すると、エージェントはコーディネータ
ディスクグループ構造を 5 回の監視サイクルごとに監視します。
LevelTwoMonitorFreq 属性を適用できるようにするには、コーディネータディスクグ
ループの一部としてディスクが存在する必要があります。
Enter the value of the LevelTwoMonitorFreq attribute: (5)
Adding Coordination Point Agent via sys1 .... Done

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

16 次を使ってフェイシング設定を確認します。
# vxfenadm -d

17 コーディネーションポイントのリストを確認します。
# vxfenconfig -l

installer を使ってサーバーベースのフェンシングの既存のコーディネー
ションポイント上のキーまたは登録を更新する
次のシナリオでは、コーディネーションポイント上の登録を更新する必要があります。
■

CoordPoint エージェントが既存のコーディネーションポイントのいずれかで発生した
登録の喪失について通知する場合。

■

クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コー
ディネーションポイント上の登録の計画更新を行う場合。

登録の喪失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破損、その他の原因により発生する場
合があります。 コーディネーションポイントがクラスタノードの登録を失うと、ネットワーク分
割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合があります。
警告: コーディネーションポイントの更新が完了する前にノードがメンバーシップから除外
された場合、キーの更新によりクラスタでパニックが発生する場合があります。
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installer を使って、サーバーベースの I/O フェンシングの既存のコーディネーションポ
イント上の登録を更新するには

1

-fencing オプションを指定して installer を起動します。
# /opt/VRTS/install/installer

-fencing

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

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 7.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイント上の登録またはキーを更新するよう提案するオプションに
対応する数字を入力します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,q] 6

4

/etc/vxfentab ファイルにフェンシングモジュールによって現在使われているコー

ディネーションポイントサーバーと同じサーバーが含まれていることを確認します。
また、/etc/vxfendg ファイルに記されているディスクグループに、コーディネーショ
ンディスクと同じである、フェンシングモジュールによって現在使われているディスク
が含まれていることを確認します。

5

コーディネーションポイントを検証します。
For example,
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.198.94.146 ([10.198.94.146]:443)
2. 10.198.94.144 ([10.198.94.144]:443)
SCSI-3 disks:
1. emc_clariion0_61
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: dmp
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6

この情報は正しいですか。[y,n,q] (y)

Updating client cluster information on Coordination Point Server
IPaddress
Successfully completed the vxfenswap operation

コーディネーションディスク上のキーが更新されます。

7

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報を送信しますか。
[y,n,q,?] (y)。

8

概略ファイルを表示しますか。 [y,n,q] (n).

installer を使ったサーバーベースのフェンシングに対する既存のコーディ
ネーションポイントの順序の設定
この項では、サーバーベースのフェンシングに対する既存のコーディネーションポイント
の順序を設定する理由、利点、注意事項および手順について説明します。

既存のコーディネーションポイントの順序の決定について
ネットワークパーティション中にコーディネーションポイントが競争に参加する順序を指定
できます。ネットワークパーティションのシナリオでは、I/O フェンシングは vxfentab ファ
イルに設定された順序に基づき、メンバーシップのアービトレーションについてコーディ
ネーションポイントに問い合わせようとします。
I/O フェンシングは、シーケンスの最初のコーディネーションポイントに接続できない場
合、2 番目のコーディネーションポイントに移ります。クラスタのパニックを避けるため、生
存するサブクラスタはコーディネーションポイントの大多数に対して勝利する必要がありま
す。しがたって、競争に勝利する可能性の高いコーディネーションポイントから始め、その
可能性の最も低いコーディネーションポイントで終わる順序にする必要があります。
コーディネーションポイントサーバーとコーディネーションディスクが混在するフェンシング
構成では、コーディネーションディスクの前にコーディネーションポイントサーバーまたは
その逆を指定できます。
メモ: ディスクベースのフェンシングは、既存のコーディネーションポイントの順序の設定
をサポートしません。
コーディネーションポイントの順序を決定する際の注意事項
■

競争中にクラスタでメンバーシップを取得できる可能性、すなわちネットワークパーティ
ションに対して制御を取得する可能性に基づきコーディネーションポイントを選択しま
す。その結果、パーティションを保存できるようになります。
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■

65

順序の 1 番目には、競争に勝利する可能性の最も高いコーディネーションポイントを
指定する必要があります。順序の 2 番目は、それよりも勝利の可能性が比較的低い
コーディネーションポイントを指定する必要があります。最後に勝利の可能性が最も
低いコーディネーションポイントを指定して順序の決定を完了します。

installer を使って既存のコーディネーションポイントの順序を設定
する
既存のコーディネーションポイントの順序を設定するには

1

-fencing オプションを指定して installer を起動します。
# /opt/VRTS/install/installer

-fencing

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

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SF Oracle RAC 7.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイントの順番を設定するよう提案するオプションに対応する数
字を入力します。
次に例を示します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,q] 7

Installer will ask the new order of existing coordination points.
Then it will call vxfenswap utility to commit the
coordination points change.

警告: コーディネーションポイントの変更が完了する前に、いずれかのノードがクラス
タメンバーシップから除外されると、クラスタでパニックが発生する場合があります。
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4

コーディネーションポイントの現在の順序を確認します。
Current coordination points order:
(Coordination disks/Coordination Point Server)
Example,
1) /dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65,/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66,
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62
2) [10.198.94.144]:443
3) [10.198.94.146]:443
b) Back to previous menu

5

[1-3,b,q] 3 1 2 のように数字と順序を区切るスペースを使ってコーディネーションポ
イントの新しい順序を入力します。
New coordination points order:
(Coordination disks/Coordination Point Server)
Example,
1) [10.198.94.146]:443
2) /dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65,/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66,
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62
3) [10.198.94.144]:443

6

この情報は正しいですか。[y,n,q] (y).

Preparing vxfenmode.test file on all systems...
Running vxfenswap...
Successfully completed the vxfenswap operation

7

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報を送信しますか。
[y,n,q,?] (y)。

8

概略ファイルを表示しますか。 [y,n,q] (n)。
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9

/etc/vxfenmode ファイルで指定された vxfen_honor_cp_order の値が 1 に設

定されていることを確認します。

For example,
vxfen_mode=customized
vxfen_mechanism=cps
port=443
scsi3_disk_policy=dmp
cps1=[10.198.94.146]
vxfendg=vxfencoorddg
cps2=[10.198.94.144]
vxfen_honor_cp_order=1

10

vxfenconfig -l コマンドの出力でコーディネーションポイントの順序が更新されて

いることを確認します。

For example,
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
single_cp=0
[10.198.94.146]:443 {e7823b24-1dd1-11b2-8814-2299557f1dc0}
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65 60060160A38B1600386FD87CA8FDDD11
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66 60060160A38B1600396FD87CA8FDDD11
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62 60060160A38B16005AA00372A8FDDD11
[10.198.94.144]:443 {01f18460-1dd2-11b2-b818-659cbc6eb360}

SFDB の設定
デフォルトでは、vxdbd デーモンが設定されていない SFDB ツールは無効になっていま
す。 /opt/VRTS/bin/sfae_config status コマンドを使用して、SFDB ツールが有効
になっているか無効になっているかを確認できます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。 この手順を実行し
た後、システムの再起動時にデーモンが開始されるように、システムスタートアップに
エントリが作成されています。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config enable
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SFDB ツールを無効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行します。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config disable

詳しくは、『Veritas InfoScale™ Storage and Availability Management for Oracle
Databases』のマニュアルを参照してください。
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3
SF Oracle RAC の自動設
定の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SF Oracle RAC の設定

■

SF Oracle RAC を設定するための応答ファイル変数

■

SF Oracle RAC を設定するための応答ファイル変数

■

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

応答ファイルを使用した CP サーバーの設定

■

CP サーバーを設定するための応答ファイル変数

■

SFHA クラスタで CP サーバーを設定するためのサンプル応答ファイル

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った SF Oracle RAC の設定
一般に、あるクラスタで SF Oracle RAC の設定を実行した後にインストーラによって生
成された応答ファイルは、他のクラスタで SF Oracle RAC を設定するために使えます。
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応答ファイルを使って SF Oracle RAC を設定するには

1

SF Oracle RAC を設定するシステムに Veritas InfoScale Availability または
Enterprise パッケージ がインストールされていることを確認します。

2

SF Oracle RAC を設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーし
ます。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
オプション機能を設定するには、オプション機能に関連するすべての応答ファイル
の変数に適切な値を定義する必要があります。
p.70 の 「SF Oracle RAC を設定するための応答ファイル変数」 を参照してくださ
い。

4

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。 次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installer -responsefile
/tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

5

I/O フェンシングを設定します。
応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定手順については、このマニュアルの
「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」を参照してください。

6

SF Oracle RAC のインストール後タスクを完了します。
手順について詳しくは「インストール後タスクと設定タスクの実行」を参照してくださ
い。

SF Oracle RAC を設定するための応答ファイル変数
表 3-1 に、SF Oracle RAC を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示
します。
表 3-1

SF Oracle RAC の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

パッケージがすでにインストールされ
ている場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して SF Oracle RAC
を設定します。
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変数

リスト/スカラー

CFG{config_sfrac_subcomponents} スカラー

説明
SF Oracle RAC コンポーネントを設
定するには、変数を 1 に設定します。
（必須）

メモ: $CFG{opt}{configure} 変数を
1 に設定する必要があります。
CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{activecomponent}

リスト

設定するコンポーネントを定義します。
SF Oracle RAC の場合、値は
SFRAC70 です。
（必須）

CFG{keys}{keyless}

リスト

CFG{keys}{license}

CFG{keys}{keyless} はシステム
に登録されるキーレスキーのリストで
す。
CFG{keys}{license} はシステム
に登録されるユーザー定義のキーの
リストです。
（オプション）

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

操作のために製品を定義します。
Veritas InfoScale Enterprise の場
合、値は ENTERPRISE70 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。 デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所に
も、応答ファイルと概略ファイルをコ
ピーします。
（オプション）
スカラー

CFG{uploadlogs}

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。 たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必要
があります。 同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラッ
プ通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。
表 3-2 に、基本的な SF Oracle RAC クラスタを設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数の一覧を示します。
表 3-2

基本的な SF Oracle RAC クラスタの設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{donotreconfigurevcs}

スカラー

VCS を再設定する必要があるかどう
かを定義します。
（オプション）

CFG{donotreconfigurefencing}

スカラー

フェンシングを再設定する必要がある
かどうかを定義します。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_clusterid}

スカラー

クラスタを重複なく識別する 0 から
65535 の整数です。
（必須）

CFG{vcs_clustername}

スカラー

クラスタ名を定義します。
（必須）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

シングルノードクラスタを設定するとき
に LLT と GAB を起動するかどうかを
示します。 値は 0（起動しない）または
1（起動する）のいずれかです。
（必須）

表 3-3 に、イーサネット上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数を一覧で示します。
表 3-3

イーサネット上でのプライベート LLT の設定に固有の応答ファイル
変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_lltlink#}

スカラー

各システムのプライベートハートビート
リンクに使う NIC を定義します。 各シ
ステムには、LLT リンクが 2 つ以上必
要です（lltlink1 と lltlink2）。 LLT リン
クは最大 4 つまで設定できます。

{"system"}

システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（必須）
CFG{vcs_lltlinklowpri#}
{"system"}

スカラー

優先度の低いハートビートリンクを定
義します。 一般的に、パブリックネット
ワークリンクでは lltlinklowpri を使い、
通信を多層化します。
プライベート NIC のメディア速度を変
更する場合は、LLT パフォーマンスを
向上させるために低速度の低優先度
リンクとして NIC を設定できます。 例:
lltlinklowpri1、lltlinklowpri2 など。
システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（オプション）
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表 3-4 に、UDP 上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 3-4

UDP 上での LLT の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{lltoverudp}=1

スカラー

UDP 上での LLT を使ってハートビー
トリンクを設定するかどうかを示します。
（必須）

CFG{vcs_udplink<n>_address}

スカラー

{<sys1>}

ハートビートリンクが node1 で使う IP
アドレス（IPv4 または IPv6）を格納し
ます。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）

CFG

スカラー

{vcs_udplinklowpri<n>_address}
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う IP アドレス（IPv4 または IPv6）
を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplink<n>_port}
{<sys1>}

スカラー

ハートビートリンクが node1 で使う
UDP ポート（16 ビットの整数値）を格
納します。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

CFG{vcs_udplinklowpri<n>_port} スカラー
{<sys1>}

説明
低優先度ハートビートリンクが node1
で使う UDP ポート（16 ビットの整数
値）を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplink<n>_netmask}

スカラー

{<sys1>}

ハートビートリンクが node1 で使うネッ
トマスク（IPv6 の接頭辞）を格納しま
す。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）

CFG
スカラー
{vcs_udplinklowpri<n>_netmask}
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使うネットマスク（IPv6 の接頭辞）を
格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

表 3-5 に、SF Oracle RAC クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数の一覧を示します。
表 3-5

SF Oracle RAC クラスタの仮想 IP の設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_csgnic}

スカラー

システムで使う NIC デバイスを定義し
ます。 すべてのシステムで同じ NIC
を使う場合は、「all」をシステム値として
入力できます。

{system}

（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_csgvip}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスを定義しま
す。
（オプション）

CFG{vcs_csgnetmask}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスのネットマス
クを定義します。
（オプション）

表 3-6 に、セキュアモードの SF Oracle RAC クラスタを設定するために必要な情報を指
定する応答ファイル変数の一覧を示します。
表 3-6

セキュアモードでの SF Oracle RAC クラスタの設定に固有の応答
ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_eat_security}

スカラー

クラスタがセキュア有効モードになって
いるかどうかを指定します。

CFG{opt}{securityonenode}

スカラー

securityonenode オプションが使われ
ていることを指定します。

CFG{securityonenode_menu}

スカラー

セキュアクラスタを 1 つずつ設定する
ために選択するメニューオプションを
指定します。
■

■

CFG{secusrgrps}

リスト

1 - 最初のノードを設定してくださ
い
2 - 他のノードを設定してください

クラスタへの読み取りアクセスを持つ
ユーザーグループを定義します。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{rootsecusrgrps}

スカラー

クラスタのみへの読み取りアクセスを、
ルートおよび他の VCS オブジェクトに
対する明示的特権を付与されたユー
ザーまたはユーザーグループに定義
します。
（オプション）

CFG{security_conf_dir}

スカラー

設定ファイルが配置されるディレクトリ
を指定します。
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{security}

スカラー

セキュリティオプションが使われている
ことを指定します。

CFG{defaultaccess}

スカラー

全員に読み取りアクセス権を許可する
ことをユーザーが選択するかどうかを
定義します。
オプションまたは必須: オプション

CFG{vcs_eat_security_fips}

スカラー

有効になっているセキュリティが FIPS
準拠であることを指定します。

表 3-7 に、VCS ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数を
一覧で示します。
表 3-7

VCS ユーザーの設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userenpw}

リスト

エンコードされた VCS ユーザーパス
ワードの一覧です。
リストの値は「Administrators
Operators Guests」のように指定でき
ます。

メモ: vcs_userenpw リストの値の順
序は vcs_username リストの値の順序
と一致する必要があります。
（オプション）
CFG{vcs_username}

リスト

VCS ユーザー名の一覧です。
（オプション）

CFG{vcs_userpriv}

リスト

VCS ユーザーの権限の一覧です。

メモ: vcs_userpriv リストの値の順序
は vcs_username リストの値の順序と
一致する必要があります。
（オプション）

表 3-8 に、SMTP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
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表 3-8

SMTP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtpserver}

スカラー

Web 通知で使う、ドメイン名を含んだ
SMTP サーバー名を定義します（例:
smtp.symantecexample.com）。
（オプション）

CFG{vcs_smtprecp}

リスト

SMTP 電子メール受信者のメールア
ドレスの一覧です（例:
user@symantecexample.com）。
（オプション）

CFG{vcs_smtprsev}

リスト

SMTP 電子メール受信者が受け取る
メッセージのエラーレベルを定義しま
す（Information、Warning、Error、
SevereError）。 エラーレベルの順序
は、SMTP 電子メール受信者のアドレ
スの順序と一致する必要があります。
（オプション）

表 3-9 に、SNMP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 3-9

SNMP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpport}

スカラー

SNMP トラップ情報を送信するポート
を定義します（デフォルト = 162）。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcons}

リスト

SNMP コンソールシステム名の一覧
です。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcsev}

リスト

SNMP コンソールが受け取るメッセー
ジのエラーレベルを定義します
（Information、Warning、Error、
SevereError）。 エラーレベルの順序
は、SNMP コンソールシステム名の順
序と一致する必要があります。
（オプション）
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表 3-10 に、SF Oracle RAC グローバルクラスタを設定するために必要な情報を指定す
る応答ファイル変数の一覧を示します。
表 3-10

SF Oracle RAC グローバルクラスタの設定に固有の応答ファイル
変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_gconic}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP の NIC を定義します。 すべ
てのシステムで同じ NIC を使う場合
は、「all」をシステム値として入力でき
ます。

{system}

（オプション）
CFG{vcs_gcovip}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスを定義します。
（オプション）

CFG{vcs_gconetmask}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスのネットマスクを定
義します。
（オプション）

SF Oracle RAC を設定するための応答ファイル変数
次のサンプル応答ファイルは、2 つのノード sys1 と sys2 に SF Oracle RAC を設定し
ます。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE70";
$CFG{activecomponent}="SFRAC70";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{config_sfrac_subcomponents} = 1;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys1}="net1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys2}="net1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys1}="net2";
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$CFG{vcs_lltlink2}{sys2}="net2";
$CFG{vcs_username}=[ qw(admin) ];
$CFG{vcs_userpriv}=[ qw(Administrators) ];
$CFG{vcs_userenpw}=[ qw(gpqIpkPmqLqqOyqKpn) ];
$CFG{uploadlogs}=0;
1;

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定
通常、I/O フェンシングの設定を実行した後にインストーラで生成される応答ファイルを
使って SF Oracle RAC の I/O フェンシングを設定できます。
応答ファイルを使って I/O フェンシングを設定するには

1

SF Oracle RAC が設定されていることを確認します。

2

ディスクベースとサーバーベースのどちらの I/O フェンシングを設定するかどうかに
基づいて、準備タスクが完了したことを確認します。
p.22 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

3

I/O フェンシングを設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
p.83 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」
を参照してください。
p.89 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイ
ル」 を参照してください。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.81 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.87 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。

5

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installer
-responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
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ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 3-11 では、SF Oracle RAC にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために
必要な情報を指定する応答ファイルの変数を示します。
表 3-11

ディスクベースの I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。

■

1 — Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
2 —コーディネータディスクベースの
I/O フェンシング
3—無効化ベースの I/O フェンシング

■

4 —オンラインのフェンシング移行

■

5 —既存のコーディネーションポイント
のキーまたは登録の更新
6 —既存のコーディネーションポイント
の順序の変更
7 —マジョリティベースのフェンシング
（必須）

■

■

■

■

（必須）
CFG{fencing_dgname}

スカラー

I/O フェンシングのディスクグループを指定
します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。 新しいディスクグループを作成
する場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_newdg_disks}

リスト

I/O フェンシング用の新しいディスクグルー
プの作成に使うディスクを指定します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。 新しいディスクグループを作成
する場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。
CFG{fencing_cpagent_monitor_freq} スカラー

コーディネーションポイントエージェントが
コーディネータディスクグループ構造の変
更を監視する頻度を指定します。

メモ: コーディネーションポイントエージェ
ントは、誤ってコーディネータディスクグルー
プからディスクが削除された場合など、コー
ディネータディスクグループ構造の変更も
監視できます。 この詳細な監視の頻度は、
LevelTwoMonitorFreq 属性で調整できま
す。 たとえば、この属性を 5 に設定すると、
エージェントはコーディネータディスクグ
ループ構造を 5 回の監視サイクルごとに
監視します。 LevelTwoMonitorFreq 属性
が設定されていないと、エージェントはコー
ディネータディスクグループへの変更を監
視しません。 0 はコーディネータディスクグ
ループ構造を監視しないことを意味します。
CFG {fencing_config_cpagent}

スカラー

コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使うかどうかに応じ
て、「1」または「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使わない場合は、
「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使う場合は、「1」を
入力します。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG {fencing_cpagentgrp}

スカラー

コーディネーションポイントのエージェント
のリソースが含まれるサービスグループの
名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィール
ドに値「0」が指定されている場合は、この
フィールドは今は使われません。

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの例
ディスクベースの I/O フェンシングの応答ファイル変数とその定義を確認してください。
p.81 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{fencing_config_cpagent}=1;
$CFG{fencing_cpagent_monitor_freq}=5;
$CFG{fencing_cpagentgrp}="vxfen";
$CFG{fencing_dgname}="fencingdg1";
$CFG{fencing_newdg_disks}=[ qw(emc_clariion0_155
emc_clariion0_162 emc_clariion0_163) ];
$CFG{fencing_option}=2;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{fencing_cpagent_monitor_freq}=5;
$CFG{prod}="ENTERPRISE70";
$CFG{activecomponent}=[qw(SFRAC70)];
$CFG{systems}=[ qw(sys1sys2)];
$CFG{vcs_clusterid}=32283;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
1;
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応答ファイルを使用した CP サーバーの設定
生成された応答ファイルを使用して CP サーバーを設定できます。
シングルノード VCS クラスタの場合:
◆

responsefile オプションを指定して installer コマンドを実行し、単一ノードの
VCS クラスタで CP サーバーを設定します。
# /opt/VRTS/install/installer -responsefile '/tmp/sample1.res'

SFHA クラスタの場合:
◆

responsefile オプションを指定して installer コマンドを実行し、SFHA クラスタで
CP サーバーを設定します。
# /opt/VRTS/install/installer -responsefile '/tmp/sample1.res'

CP サーバーを設定するための応答ファイル変数
表 3-12 では、CP サーバーを設定するための応答ファイル変数について説明します。
表 3-12

CP サーバーを設定するための応答ファイル変数を記述します

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{configcps}

スカラー

この変数は、CP サーバーの設定タスクを実
行します。

CFG{cps_singlenode_config}

スカラー

この変数は、CP サーバーをシングルノード
VCS クラスタで設定するかどうかを示します。

CFG{cps_sfha_config}

スカラー

この変数は、CP サーバーを SFHA クラスタ
で設定するかどうかを示します。

CFG{cps_unconfig}

スカラー

この変数は、CP サーバーを設定解除するか
どうかを示します。

CFG{cpsname}

スカラー

この変数は、CP サーバーの名前を指定しま
す。

CFG{cps_db_dir}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの絶
対パスを指定します。

CFG{cps_security}

スカラー

この変数は、CP サーバーにセキュリティを設
定するかどうかを示します。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{cps_reuse_cred}

スカラー

この変数は、CP サーバーで既存の資格情
報を再利用するかどうかを示します。

CFG{cps_https_vips}

リスト

この変数は、HTTPS ベースの通信用に設
定された CP サーバーの仮想 IP アドレスを
示します。

CFG{cps_ipm_vips}

リスト

この変数は、IPM ベースの通信用に設定さ
れた CP サーバーの仮想 IP アドレスを示し
ます。

CFG{cps_https_ports}

リスト

この変数は、HTTPS ベースの通信用に設
定された CP サーバーの仮想 IP アドレスの
ポート番号を示します。

CFG{cps_ipm_ports}

リスト

この変数は、IPM ベースの通信用に設定さ
れた CP サーバーの仮想 IP アドレスのポー
ト番号を示します。

CFG{cps_nic_list}{cpsvip<n>}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのシステムの
NIC を示します。

CFG{cps_netmasks}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのサブネットマ
スクを示します。

CFG{cps_prefix_length}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのプレフィック
スの長さを示します。

CFG{cps_network_hosts}{cpsnic<n>} リスト

この変数は、NIC リソースのネットワークホス
トを示します。

CFG{cps_vip2nicres_map}{<vip>} スカラー

この変数は、仮想 IP アドレスに関連付けら
れた NIC リソースを示します。

CFG{cps_diskgroup}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの
ディスクグループを示します。

CFG{cps_volume}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースのボ
リュームを示します。

CFG{cps_newdg_disks}

リスト

この変数は、CP サーバーデータベースの新
しいディスクグループの作成に使用するディ
スクを示します。

CFG{cps_newvol_volsize}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの新
しいボリュームのボリュームサイズを示します。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{cps_delete_database}

スカラー

この変数は、設定解除において CP サー
バーのデータベースを削除するかどうかを示
します。

CFG{cps_delete_config_log}

スカラー

この変数は、設定解除において CP サー
バーの設定ファイルとログファイルを削除す
るかどうかを示します。

CFG{cps_reconfig}

スカラー

この変数は、CP サーバーを再設定するかど
うかを定義します。
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SFHA クラスタで CP サーバーを設定するためのサンプ
ル応答ファイル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.84 の 表 3-12 を参照してください。

#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{cps_db_dir}="/cpsdb";
$CFG{cps_diskgroup}="cps_dg1";
$CFG{cps_https_ports}=[ qw(50006 50007) ];
$CFG{cps_https_vips}=[ qw(10.198.90.6 10.198.90.7) ];
$CFG{cps_ipm_ports}=[ qw(14250) ];
$CFG{cps_ipm_vips}=[ qw(10.198.90.8) ];
$CFG{cps_netmasks}=[ qw(255.255.248.0 255.255.248.0 255.255.248.0) ];
$CFG{cps_network_hosts}{cpsnic1}=[ qw(10.198.88.18) ];
$CFG{cps_network_hosts}{cpsnic2}=[ qw(10.198.88.18) ];
$CFG{cps_newdg_disks}=[ qw(emc_clariion0_249) ];
$CFG{cps_newvol_volsize}=10;
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip1}=[ qw(e1000g0 e1000g0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip2}=[ qw(e1000g0 e1000g0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip3}=[ qw(e1000g0 e1000g0) ];
$CFG{cps_security}="0";
$CFG{cps_sfha_config}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"10.198.90.6"}=1;
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$CFG{cps_vip2nicres_map}{"10.198.90.7"}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"10.198.90.8"}=1;
$CFG{cps_volume}="volcps";
$CFG{cpsname}="cps1";
$CFG{opt}{configcps}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE70";
$CFG{activecomponent}=[qw(SFHA70)];
$CFG{systems}=[ qw(cps1 cps2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=49604;
$CFG{vcs_clustername}="sfha2233";
1;

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
コーディネーションポイントおサーバーベースのフェンシングの応答ファイルを使って、
サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングを設定できます。
表 3-13 に、サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングに関連している応答
ファイルのフィールドを示します。
表 3-13

コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）ベースのフェン
シング応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_config_cpagent}

コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使うかどうかに応じて、「1」または「0」を入力しま
す。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使わない場合は、「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使う場合は、「1」を入力します。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_cpagentgrp}

コーディネーションポイントのエージェントのリソースが含ま
れるサービスグループの名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィールドに値「0」
が指定されている場合は、このフィールドは今は使われま
せん。
CFG {fencing_cps}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

CFG {fencing_reusedg}

この応答ファイルのフィールドは、カスタマイズされたフェ
ンシング（CP サーバーとコーディネータディスク）のフェン
シング設定に既存の DG 名を再利用するかどうかを示し
ます。
「1」または「0」のいずれかを入力します。
「1」を入力することは再利用することを示し、「0」を入力す
ることは再利用しないことを示します。
ミックスモードのフェンシング設定に既存の DG 名を再利
用する場合は、サイレントインストールを続ける前に、
「$CFG{fencing_reusedg}=0」または
「$CFG{fencing_reusedg}=1」といったテキスト行を手動
で追加する必要があります。

CFG {fencing_dgname}

カスタマイズされたフェンシングで使われる、少なくとも 1
つのディスクが使われるディスクグループの名前。

CFG {fencing_disks}

存在する場合は、コーディネーションポイントとして使われ
るディスク。

CFG {fencing_ncp}

CP サーバーとディスクの両方を含む、使用するコーディ
ネーションポイントの合計数。

CFG {fencing_ndisks}

使用するディスクの数。

CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。

CFG {fencing_cps_ports}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名
が応答準備するポート。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG{fencing_option}

I/O フェンシングの設定モードを指定します。

■

1 — Coordination Point Server ベースの I/O フェン
シング
2 —コーディネータディスクベースの I/O フェンシング

■

3—無効化ベースの I/O フェンシング

■

4 —オンラインのフェンシング移行

■

■

5 —既存のコーディネーションポイントのキーまたは登
録の更新
6 —既存のコーディネーションポイントの順序の変更

■

7 —マジョリティベースのフェンシング（必須）

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサ
ンプル応答ファイル
サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.200.117.145"}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_dgname}="vxfencoorddg";
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_37 emc_clariion0_13
emc_clariion0_12) ];
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.200.117.145"}=443;
$CFG{fencing_reusedg}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE70";
$cfg{activecomponent}=[qw(SFRAC70)];
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;

89

2
インストール後の作業と設定
作業

■

第4章 インストールの検証

■

第5章 追加のインストール後の作業と設定作業の実行

4
インストールの検証
この章では以下の項目について説明しています。
■

ノードでのインストール後チェックの実行

■

VCS 設定ファイルを使った SF Oracle RAC インストールの確認

■

LLT、GAB、クラスタの動作の検証

ノードでのインストール後チェックの実行
インストーラの postcheck コマンドは、インストールに関連する問題の判断に役立ちま
す。また、トラブルシューティングに関する情報を提供します。
p.329 の 「postcheck オプションの使用について」 を参照してください。
ノードで postcheck コマンドを実行するには

1

-postcheck オプションを指定してインストーラを実行します。
# ./installer -postcheck system_name

2

インストール関連の情報を確認します。

VCS 設定ファイルを使った SF Oracle RAC インストー
ルの確認
設定ファイル main.cf は各ノードの /etc/VRTSvcs/conf/config/ に作成されます。SF
Oracle RAC をインストールした後、Oracle をインストールする前に、main.cf 設定ファイ
ルを確認します。
main.cf ファイル内の次の情報を確認します。
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■

main.cf 内のクラスタ定義には、設定中に指定されたクラスタ情報が含まれます。この
クラスタ情報には、クラスタ名、クラスタアドレス、クラスタのユーザー名と管理者名が
含まれます。

■

UseFence = SCSI3 属性がファイルに存在しています。

■

セキュアモードのクラスタを設定しない場合は、「SecureClus = 1」クラスタ属性が設
定されます。

設定ファイルについて詳しくは、
p.371 の 「VCS 設定ファイルについて 」 を参照してください。

LLT、GAB、クラスタの動作の検証
VCS コマンドを使用して、LLT、GAB、クラスタの動作を検証します。
LLT、GAB、クラスタの動作を検証するには

1

クラスタ内の任意のノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS コマンドを実行するために PATH 環境変数が設定されていることを確かめま
す。

3

LLT の動作を検証します。
p.92 の 「LLT の確認」 を参照してください。

4

GAB の動作を検証します。
p.94 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

5

クラスタの動作を検証します。
p.96 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。

LLT の確認
lltstat コマンドを使って LLT のリンクが動作していることを確認します。LLT が正しく

設定されれば、このコマンドはクラスタのすべてのノードを表示します。このコマンドは、こ
のコマンドを入力したノードの LLT のリンクに関する情報も返します。
詳しくは lltstat（1M）のマニュアルページを参照してください。
LLT を確認するには

1

ノード sys1 のスーパーユーザーとしてログインします。

2

LLT の状態を表示するには、ノード sys1 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n
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sys1 の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
*0 sys1
OPEN
1 sys2

Links
2

OPEN

2

各ノードに 2 つのリンクがあり、各ノードは OPEN 状態にあります。アスタリスク（*）
はコマンドを実行したノードを表します。
LLT が動作していない場合、コマンドから LLT リンク情報は返りません。1 つのネッ
トワークのみが接続している場合、コマンドからは次の LLT 統計情報が返ります。
LLT node information:
Node
* 0 sys1
1 sys2
2 sys5

State
OPEN
OPEN
OPEN

Links
2
2
1

3

ノード sys2 のスーパーユーザーとしてログインします。

4

LLT の状態を表示するには、sys2 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

sys2 の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
0 sys1
OPEN
*1 sys2
OPEN

5

Links
2
2

LLT についての追加情報を表示するには、各ノードで lltstat -nvv コマンドを実
行します。
たとえば、2 ノードのクラスタのノード sys1 で次のコマンドを実行します。
lltstat -nvv active

sys1 の出力は次のようになります。
■

Solaris SPARC の場合:
Node
*0 sys1

State
OPEN

Link
net1 UP
net2 UP

1 sys2

OPEN

Status

Address

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:38
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net1 UP
net2 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

クラスタ内の 2 つのアクティブノード sys1 と sys2 の状態が報告されます。
正しく設定された各ノードでは、情報は次を示します。
■

OPEN 状態

■

各リンクの UP 状態

■

各リンクのアドレス

ただし、この例の出力では、このノード sys2 に対して異なる詳細が示されています。
プライベートネットワークの接続が切断されているか、または /etc/llttab のファイルの
情報が不正です。

6

LLT に開いているポートに関する情報を取得するには、任意のノードで lltstat
-p と入力します。
たとえば、2 ノードクラスタのノード sys1 で lltstat -p を入力します。
lltstat -p

出力は次のようになります。
LLT port information:
Port Usage
Cookie
0
gab
0x0
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1
7
gab
0x7
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1
31
gab
0x1F
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1

GAB の検証方法
gabconfig -a コマンドを使用して GAB 操作を確認します。 このコマンドでは GAB

ポートのメンバーシップ情報が返ります。 出力には、インストールして設定したモジュー
ルとのメンバーシップがあるノードが表示されます。 SF Oracle RAC スタックの特定のコ
ンポーネントがピアと通信できるかどうかを判断するための方法として、GAB のポートメン
バーシップを使用することができます。
表 4-1 はソフトウェアが別の機能用に設定している別のポートを表示します。
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表 4-1

GAB ポートの説明

ポート

機能

a

GAB

b

I/O フェンシング

d

Oracle Disk Manager （ODM）

f

Cluster File System（CFS）

h

Cluster Server（VCS: High Availability Daemon）

m

Cluster Volume Manager（CVM）
CVM は、GLM（Group Lock Manager）を使って SmartIO VxVM のキャッ
シュの一貫性を保つためにポート m を使います。

o

VCSMM ドライバ

u

Cluster Volume Manager（CVM）
（スレーブノードからマスターノードにコマンドを転送するため）
gabconfig 出力のポート u は、CVM プロトコルバージョン 100 以上で可
視になります。 vxdctl protocolversion コマンドを実行し、プロトコ
ルバージョンを確認します。

v

Cluster Volume Manager（CVM）

w

vxconfigd（CVM のモジュール）

y

Cluster Volume Manager（CVM）I/O 転送

GAB について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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GAB を検証するには
◆

GAB の操作を確認するには、各ノードで次のコマンドを入力します。
# /sbin/gabconfig -a

たとえば、コマンドは次の出力を返します。
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
58f501 membership 01
Port b gen
58f502 membership 01
Port d gen
58f50e membership 01
Port f gen
58f511 membership 01
Port h gen
58f505 membership 01
Port m gen
58f507 membership 01
Port o gen
58f513 membership 01
Port u gen
58f50d membership 01
Port v gen
58f509 membership 01
Port w gen
58f50b membership 01
Port y gen
58f508 membership 01

クラスタの検証方法
hastatus コマンドを使用してクラスタの状態を確認します。 このコマンドはシステム状態
とグループの状態を返します。
hastatus（1M）のマニュアルページを参照してください。

システム状態とその移行については、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくださ
い。
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クラスタを確認するには

1

クラスタの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# hastatus -summary

出力は次のようになります。
-- SYSTEM STATE
-- System
A
A

2

sys1
sys2

State
RUNNING
RUNNING

-- GROUP STATE
-- Group

System

B
B

sys1
sys2

cvm
cvm

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
ONLINE

コマンド出力で次の情報を確認します。
■

システム状態
システム状態の値が RUNNING の場合、クラスタは正常に起動しています。

■

CVM グループの状態
出力例では、グループの状態には CVM グループが出力されていて、このグ
ループは sys1 と sys2 の両方のノードで ONLINE になっています。

クラスタノードの検証
hasys -display コマンドを使用して、クラスタシステムの情報を確認します。 出力され
た各ノードの情報は同じようになります。
hasys（1M）のマニュアルページを参照してください。

VCS のシステム属性については、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
クラスタノードを確認するには
◆

いずれかのノードで hasys -display コマンドを入力します。
# hasys -display

次の例は SPARC の手順で、コマンドをノード sys1 で実行した場合を示していま
す。 リストされる情報は、sys2（例示なし）の場合もクラスタ内の他のどのノードの場
合も同様です。
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#System

Attribute

Value

sys1

AgentsStopped

0

sys1

AvailableCapacity

100

sys1

CPUBinding

BindTo None CPUNumber 0

sys1

CPUThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

sys1

CPUUsage

0

sys1

CPUUsageMonitoring

Enabled 0 ActionThreshold 0
ActionTimeLimit 0 Action NONE
NotifyThreshold 0 NotifyTimeLimit 0

sys1

Capacity

100

sys1

ConfigBlockCount

130

sys1

ConfigCheckSum

46688

sys1

ConfigDiskState

CURRENT

sys1

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

sys1

ConfigInfoCnt

0

sys1

ConfigModDate

Mon Sep 03 07:14:23 CDT 2012

sys1

ConnectorState

Up

sys1

CurrentLimits

sys1

DiskHbStatus

sys1

DynamicLoad

0

sys1

EngineRestarted

0

sys1

EngineVersion

7.0.00.0

sys1

FencingWeight

0

sys1

Frozen

0

sys1

GUIIPAddr

sys1

HostUtilization

CPU 0 Swap 0
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sys1

LLTNodeId

0

sys1

LicenseType

PERMANENT_SITE

sys1

Limits

sys1

LinkHbStatus

net1 UP net2 UP

sys1

LoadTimeCounter

0

sys1

LoadTimeThreshold

600

sys1

LoadWarningLevel

80

sys1

NoAutoDisable

0

sys1

NodeId

0

sys1

OnGrpCnt

7

sys1

PhysicalServer

sys1

ShutdownTimeout

600

sys1

SourceFile

./main.cf

sys1

SwapThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

sys1

SysInfo

Solaris:sys1,Generic_
118558-11,5.9,SUN4u

sys1

SysName

sys1

sys1

SysState

RUNNING

sys1

SystemLocation

sys1

SystemOwner

sys1

SystemRecipients

sys1

TFrozen

0

sys1

TRSE

0

sys1

UpDownState

Up

sys1

UserInt

0

sys1

UserStr
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sys1

VCSFeatures

DR

sys1

VCSMode

VCS_RAC

100

5
追加のインストール後の作
業と設定作業の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC の環境変数設定

■

言語パッケージのインストール

■

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化について

■

SFDB ツールの認証の設定について

■

Volume Replicator の設定

■

SORT Data Collector 実行による設定情報の収集

■

ルートユーザーのルートロールへの変更

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

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

csh の場合

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

言語パッケージのインストール
SF Oracle RAC を英語以外の言語でインストールする場合は、英語パッケージをインス
トールしてから、必要な言語パッケージをインストールします。
サーバーに言語パッケージをインストールするには

1

Language CD を DVD-ROM または CD-ROM ドライブに挿入します。Solaris ボ
リューム管理ソフトウェアを使っている場合、ディスクは /cdrom/cdrom0 に自動的
にマウントされます。

2

install_lp コマンドを使って言語パッケージをインストールします。
# cd /cdrom/cdrom0
# ./install_lp

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効
化について
Symantec Product Authentication Service（AT）は、認証ブローカーのプラグインによ
る LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）のユーザー認証をサポートします。
AT は、OpenLDAP や Windows Active Directory など、すべての一般的な LDAP 配
布をサポートします。
セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS ユーザーが LDAP ドメインに属する場合、
LDAP 認証プラグインを有効にする必要があります。
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。

SFDB ツールの認証の設定について
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証を設定するには、次のタスク
を実行します。
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認証を必要とするための vxdbd デーモンの設 p.103 の 「SFDB ツール認証のための vxdbd の
設定」 を参照してください。
定
SFDB ツールに対して認証を使用しているクラ
スタへのノードの追加

p.298 の 「SFDB ツールに対して認証を使って
いるクラスタへのノードの追加」 を参照してくださ
い。

SFDB ツール認証のための vxdbd の設定
vxdbd を設定するには、root ユーザーとして次の手順を実行します

1

認証サービスを設定する sfae_auth_op コマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o setup
Setting up AT
Starting SFAE AT broker
Creating SFAE private domain
Backing up AT configuration
Creating principal for vxdbd

2

vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.

3

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が存在しない場合、cp
/opt/VRTSdbed/bin/admin.properties.example
/etc/vx/vxdbed/admin.properties を使用します。

4

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
vxdbd has been enabled and the daemon has been started.
It will start automatically on reboot.

vxdbd デーモンは認証を必要とするように設定されました。

Volume Replicator の設定
この手順は、インストール中に VVR を設定しなかったときにのみ実行します。
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デフォルトでは、VVR を有効にするように選択するかどうかにかかわらず、インストーラに
よって必要な VVR 設定ファイルがインストールされます。 SF Oracle RAC に VVR を手
動で設定するには、単に vxstart_vvr コマンドを使って VVR を起動します。 このコマ
ンドは VVR デーモンを起動し、ポートを設定します。 デフォルト設定はいつでも変更で
きます。
デフォルト設定を変更する手順については、『Volume Replicator 管理者ガイド』を参照
してください。
VVR を設定する方法

1

クラスタの各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

VVR を起動します。
# vxstart_vvr start
VxVM VVR INFO V-5-2-3935 Using following ports:
heartbeat: 4145
vradmind: 8199
vxrsyncd: 8989
data: Anonymous-Ports
To change, see vrport(1M) command
VxVM VVR V-5-2-5942 Starting Communication daemon: [OK]

SORT Data Collector 実行による設定情報の収集
SORT データコレクタは、VRTSexplorer ユーティリティに取って代わりました。
VxExplorer オプションを使用して Data Collector を実行して、システムに関する情報
を収集します。
SORT Web サイトを参照して、ご使用のオペレーティングシステムに適した UNIX Data
Collector をダウンロードします。
https://sort.symantec.com
詳細は次のとおりです。
https://sort.symantec.com/public/help/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm

ルートユーザーのルートロールへの変更
Oracle Solaris 11 では、インストールを実行するために、ルートユーザーを作成する必
要があります。これはローカルユーザーがルートロールを想定できないことを意味します。
インストール後で、ルートとしてログインできるルートユーザーをローカルユーザーのルー
トロールに変更しなければならない場合があります。
1.

root ユーザーとしてログインします。
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2.

105

ルートアカウントをロールに変更します。
# rolemod -K type=role root
# getent user_attr root
root::::type=role;auths=solaris.*;profiles=All;audit_flags=lo¥
:no;lock_after_retries=no;min_label=admin_low;clearance=admin_high

3.

ロールを割り当て解除されたローカルユーザーにルートロールを割り当てます。
# usermod -R root admin

詳しくは、Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムの Oracle のマニュアルを参照し
てください。

3
SF Oracle RAC のアップグ
レード

■

第6章 SF Oracle RAC のアップグレード計画

■

第7章 製品インストーラを使った SF Oracle RAC の完全アップグレードの実行

■

第8章 応答ファイルを使った SF Oracle RAC の自動完全アップグレードの実行

■

第9章 アップグレード後のタスクの実行

6
SF Oracle RAC のアップグ
レード計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

アップグレードについて

■

サポートされているアップグレードパス

■

バックアップの作成

■

Oracle リソースを使って設定されたシステムで SF Oracle RAC を 7.0 にアップグ
レードする場合の注意事項

■

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メンテナンス、ローリングパッチ）と
個々のパッチの同時インストールまたは同時アップグレード

アップグレードについて
このリリースでは 6.0 以降バージョンからのアップグレードをサポートします。 既存のイン
ストールが 60 より前のバージョンである場合、まずバージョン 6.0 にアップグレードして
から、このマニュアルで既に説明した手順に従って製品をアップグレードする必要があり
ます。
インストーラは、次のタイプのアップグレードをサポートします。
■

完全アップグレード

■

応答ファイルを使った自動アップグレード

表 6-1 では、アップグレード後の製品のマッピングが記述されています。
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サポートされているアップグレードパス

表 6-1

アップグレード後の Veritas InfoScale 製品のマッピング

製品（6.2.x 以前）

製品（7.0）

コンポーネント（7.0）

SF Oracle RAC

Veritas InfoScale Enterprise

SF Oracle RAC

アップグレード中に、インストールプログラムにより次のタスクが実行されます。
1.

アップグレード前に製品を停止します。

2.

インストールされたパッケージをアップグレードし、追加のパッケージをインストール
します。
現在のインストールで永続ライセンスキーを使用している場合、7.0 に更新するよう
に促すメッセージが表示されます。更新しないことを選択した場合、古いライセンス
の使用は継続できますが、製品の機能が対応するコンポーネントに限定されます。
たとえば、既存の SFCFSHA のインストールの永続ライセンスを更新しないことを選
択した場合、アップグレード後にインストーラによって SFCFSHA コンポーネントが
有効になります。 Veritas InfoScale Enterprise 製品の他のコンポーネントの機能
は利用できなくなります。 インストールでキーレスライセンスが使用される場合、イン
ストーラで全機能を備えた新製品に対する新しいキーが登録されます。

3.

既存の設定をリストアします。
たとえば、設定に SF Oracle RAC のインストールが含まれる場合、インストーラで
設定が SF Oracle RAC にアップグレードされ、復元されます。 設定に複数のコン
ポーネントが含まれる場合、インストーラでコンポーネントの設定がアップグレードさ
れ、復元されます。

4.

設定されたコンポーネントを開始します。

メモ: ルートディスクがカプセル化されている場合、ルートディスクをカプセル解除する必
要はありません。 アップグレード後にシステムを再ブートします。

サポートされているアップグレードパス
SF Oracle RAC ソフトウェアは、アップグレード後に SF Oracle RAC クラスタ内のすべ
てのノードで同じバージョン（この場合は 7.0）になっている必要があります。
アップグレードする前に次の情報を確認します。
■

このリリースではサポートされていない Oracle RAC バージョンを実行している場合、
SF Oracle RAC をアップグレードする前にまず Oracle RAC をサポート対象のバー
ジョンにアップグレードします。 手順については、使用しているバージョンの製品マ
ニュアルを参照してください。
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■

/opt ディレクトリが書き込み可能であり、シンボリックリンクではないことを確認します。
/opt から、変換されないボリュームへのシンボリックリンクがあってはなりません。 変
換されないボリュームへのシンボリックリンクがある場合、そのシンボリックリンクはアッ
プグレード中は機能しないため、/opt 内の項目はインストールされません。

表 6-2 に、サポートされているアップグレードパスを示します。
サポートされているアップグレードパス

表 6-2

アップグレー 現在の OS
ド元の製品 バージョン
バージョン

アップグレード先 製品バージョンに コンポーネントに
の OS バージョ
ン

6.0

Solaris 10
（SPARC）

Solaris 10 Update Veritas InfoScale
9 以降
Enterprise 7.0

SF Oracle RAC

6.0.1

Solaris 10
（SPARC）

Solaris 10 Update Veritas InfoScale
9 以降
Enterprise 7.0

SF Oracle RAC

6.0.3、6.0.5

Solaris 10
（SPARC）

Solaris 10 Update Veritas InfoScale
9 以降
Enterprise 7.0

SF Oracle RAC

Solaris 11
（SPARC）

Solaris 11 Update Veritas InfoScale
1 以降
Enterprise 7.0

SF Oracle RAC

Solaris 10

Solaris 10 Update Veritas InfoScale
9 以降
Enterprise 7.0

SF Oracle RAC

Solaris 11

Solaris 11 Update Veritas InfoScale
1 以降
Enterprise 7.0

SF Oracle RAC

6.1、6.1.1
6.2、6.2.1

バックアップの作成
アップグレードの前に、関連するシステム情報を保存します。
バックアップを作成するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

アップグレードする前に、保存する必要のあるすべてのデータのバックアップが作成
されていることを確認します。
/etc/system ファイルのバックアップを作成します。
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3

インストーラは VxVM プライベートリージョンの設定ファイルの最近のバックアップが
/etc/vx/cbr/bk に保存されていることを検証します。
保存されていない場合は、警告メッセージが表示されます。
警告: /etc/vx/cbr/bk ディレクトリをバックアップします。

4

vfstab.orig に vfstab ファイルをコピーします。
# cp /etc/vfstab /etc/vfstab.orig

5

vxlicrep、vxdisk list、vxprint -ht コマンドを実行し、出力を記録します。 こ

の情報を使って、アップグレード後にシステムを再設定します。

6

Veritas InfoScale Enterprise 7.0 ソフトウェアをインストールする場合、インストール
手順で VCS 設定保持の詳細について、『Cluster Server 設定およびアップグレー
ドガイド』に記載されているガイドラインに従ってください。

7

外部の quotas ファイルと quotas.grp ファイルをバックアップします。
6.0.3 からアップグレードする場合は、quotas.grp.64 ファイルと quotas.64 ファ
イルもバックアップする必要があります。

8

クォータがすべてのマウントされているファイルシステムでオフになっていることを確
認します。

Oracle リソースを使って設定されたシステムで SF
Oracle RAC を 7.0 にアップグレードする場合の注意事
項
Oracle リソースを使って設定されたシステムで SF Oracle RAC のアップグレードを計画
している場合は、アップグレードを開始する前に、MonitorOption 属性をゼロ（0）に設
定します。
Oracle の診断の有効化について詳しくは、『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。
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インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メン
テナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時イン
ストールまたは同時アップグレード
バージョン 6.1 以降では、インストールバンドルを使ってシステムを 1 回の手順で直接、
ベースレベル、メンテナンスレベル、パッチレベルで簡単にインストールまたはアップグ
レードできます。複数のパッチやパッケージをまとめてインストールまたはアップグレード
することもできます。 インストールバンドルのインストーラには、1 度の実行でメンテナンス
またはパッチレベルに直接インストールまたはアップグレードできるようにマージする機能
があります。 各種のスクリプト、パッケージ、パッチコンポーネントがマージされ、1 つの統
合されたリリースのように複数のリリースが一緒にインストールされます。 システムをメンテ
ナンスレベルまたはパッチレベルにインストールまたはアップグレードするために 2 つ以
上のインストールアクションを実行する必要はありません。
リリースは、次のカテゴリに分けられます。
表 6-3

リリースレベル

レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

BASE

機能

パッケージ

すべての製品 メジャー、マイ FileConnect
ナー、サービス
パック（SP）、
プラットフォー
ムリリース
（PR）

メンテナンス

修正、新機能

パッケージ

すべての製品 MR（メンテナ
ンスリリース）、
RP（ローリング
パッチ）

パッチ

修正

パッケージ

単一製品

SORT
（Symantec
Operations
Readiness
Tools）

P パッチ、プラ SORT、サ
イベートパッ
ポートサイト
チ、パブリック
パッチ

Install Bundles を使用してインストールまたはアップグレードを行うとき
■

Veritas InfoScale 製品を検出し、メンテナンスレベルの単一バージョンとして割り当
てます。 各システムには、適用される 1 つ以上のパッチがある場合もあります。
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■

ベースリリースは FileConnect からアクセス可能で、お客様のシリアル番号を必要と
します。 メンテナンスリリースとパッチリリースは、SORT から自動的にダウンロード可
能です。

■

6.0.1 以降のバージョンから、自動インストーラを使ってパッチをインストールできるよ
うになりました。

■

アップグレードの競合を防止するために、パッチを検出することができます。 パッチリ
リースは統合リリースとして提供されていません。 これらは必要に応じてシマンテック
社テクニカルサポートからのみ利用可能です。

-base_path と -patch_path オプションを使って、複数のリリースからインストールコー
ドをインポートすることができます。 異なるメディアパスから パッケージ とパッチを見つけ、
複数のリリースの パッケージ とパッチ定義をマージすることができます。 これらのオプショ
ンを使用して、リリースコンポーネントごとに必要な操作を正しく実行するために新しいタ
スクおよびフェーズ機能を使用することができます。 これらのオプションを使用して、定義
済みフェーズで パッケージ とパッチをインストールすることができます。これは、単一の
開始または停止プロセスを実行し、単一の操作ですべてのレベルに対し前操作および
後操作を実行する場合に役立ちます。

統合を行うには 4 つの方法があります。 すべてのコマンドは、最上位のベースレベルま
たはメンテナンスレベルのインストールスクリプトから実行する必要があります。
次に例を示します。
■

7.0 はベースバージョンです

■

7.0.1 はメンテナンスバージョンです

■

7.0.1.100 は 7.0.1 のパッチバージョンです

■

7.0.0.100 は 7.0 のパッチバージョンです

1.

ベース + メンテナンス:
この統合方法は、前のバージョンから 7.0.1 にインストールまたはアップグレードす
るときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>

2.

ベース + パッチ:
この統合方法は、前のバージョンから 7.0.0.100 にインストールまたはアップグレー
ドするときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installer -patch_path <path_to_patch>
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3.

メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、バージョン 7.0 から 7.0.1.100 にアップグレードするときに使用す
ることができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -patch_path <path_to_patch>

4.

ベース + メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、前のバージョンから 7.0.1.100 にインストールまたはアップグレー
ドするときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>
-patch_path <path_to_patch>

メモ: 6.1 以降のリリースからは、-patch_path <path_to_patch> -patch2_path
<path_to_patch> ... -patch5_path <path_to_patch> を使って最大 5 つのパッチ
を追加できます。
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7
製品インストーラを使った
SF Oracle RAC の完全アッ
プグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

完全アップグレードについて

■

SF Oracle RAC 7.0 への完全アップグレードを実行する準備

■

SF Oracle RAC 7.0 へのアップグレード

完全アップグレードについて
完全アップグレードでは、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードする必要が
あります。 すべてのコンポーネントは処理中にアップグレードされます。 アップグレードを
実行している間、クラスタは利用できません。
メモ: バージョン 7.0 にアップグレードした後、以前のバージョンにロールバックすることは
できません。
Veritas のスクリプトベースのインストールプログラム、installer を使ってアップグレー
ドを実行できます。
また、応答ファイルを使って完全アップグレードを実行することもできます。 応答ファイル
テンプレートを使って応答ファイルを作成することも、スクリプトベースのインストーラによっ
て生成された応答ファイルをカスタマイズすることもできます。
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SF Oracle RAC 7.0 への完全アップグレードを実行する準備

SF Oracle RAC 7.0 への完全アップグレードを実行す
る準備
クラスタの完全アップグレードを実行する場合は、この項で説明する準備手順を実行しま
す。アップグレードする前に、システムがこのリリースのハードウェアとソフトウェアの必要
条件を満たしていることを確認してください。
SF Oracle RAC のアップグレードを準備するには

1

クラスタ内のいずれかのノードにスーパーユーザーとしてログインします。

2

各ノードで次の設定ファイルのバックアップを作成します。main.cf、types.cf、
CVMTypes.cf、CFSTypes.cf、OracleTypes.cf、OracleASMTypes.cf、
PrivNIC.cf、
MultiPrivNIC.cf、/etc/llttab、/etc/llthosts、/etc/gabtab、/etc/vxfentab、
/etc/vxfendg、/etc/vxfenmode

次に例を示します。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save

3

インストーラは VxVM プライベートリージョンの設定ファイルの最近のバックアップが
/etc/vx/cbr/bk に保存されていることを検証します。
保存されていない場合は、警告メッセージが表示されます。
警告: /etc/vx/cbr/bk ディレクトリをバックアップします。

4

SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを使い続ける予定の場合は、
SF Oracle RAC 7.0 にアップグレードする前に SFDB リポジトリデータベースの移
行を準備する必要があります。

5

クラスタ内の任意のノードから、ローカルか CFS かを問わず、VxFS または VxVM
ディスクグループを使っているアプリケーションをすべて停止します。
アプリケーションが VCS 制御下にある場合:
# hagrp -offline grp_name -any

アプリケーションが VCS 制御下にない場合:
アプリケーションを停止するにはネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

6

クラスタの任意のノードから、Oracle RAC リソースをすべて停止します。

115

第 7 章 製品インストーラを使った SF Oracle RAC の完全アップグレードの実行
SF Oracle RAC 7.0 への完全アップグレードを実行する準備

■

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

■

データベースインスタンスが VCS で管理されていない場合は、1 つのノードで
次を実行します。
Oracle RAC 10g と Oracle RAC 11g の場合
$ srvctl stop database -d db_name

Oracle RAC 12c の場合:
$ srvctl stop database -db db_name

7

■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合は、AutoStart 値を
0 に設定し、VCS の起動時にデータベースサービスグループが自動的に開始
されないようにします。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 0
# haconf -dump -makero

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを手動に変更します。
Oracle RAC 10g と Oracle RAC 11g の場合
$ srvctl modify database -d db-name -y manual

Oracle RAC 12c の場合:
$ srvctl modify database -db db-name -policy manual

8

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all
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9

各ノードで VCS の制御下にない VxFS ファイルシステムをマウント解除します。
# mount -v |grep vxfs
# fuser -c /mount_point
# umount /mount_point

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

10 オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、すべてのポートを停止しま
す。
# ./installer -stop

SF Oracle RAC 7.0 へのアップグレード
SF Oracle RAC 7.0 にアップグレードするには、次の手順を実行します。
SF Oracle RAC 7.0 にするには

1

オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
■

各ノードで、/etc/llttab ファイルの名前を変更して、ノードの起動時に LLT
が自動的に起動しないようにします。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

■

Solaris 10 Update 10 にアップグレードする場合、次の Oracle（Solaris）パッチ
を適用します。 手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。
■

SPARC の場合: 144524-02

■

クラスタ内のすべてのノードのオペレーティングシステムをアップグレードします。
手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

■

システムが再起動したら、/etc/llttab ファイルの名前を元の名前に戻します。
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# mv /etc/llttab.save /etc/llttab

2

SF Oracle RAC 7.0 にアップグレードします。
p.119 の 「Veritas のスクリプトベースのインストールプログラムを使った SF Oracle
RAC のアップグレード」 を参照してください。
サイレントアップグレードを実行することもできます。
p.122 の 「応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアップグレード」 を参照してくだ
さい。

3

VCS で管理されていない VxFS と CFS のファイルシステムを手動でマウントしま
す。

4

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle を再リンクします。
p.128 の 「Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを再リンクする」 を参
照してください。

5

Oracle データベースサービスグループをオンラインにします。
■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合
# hagrp -online Oracle_group -any

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合
Oracle RAC 10g と Oracle RAC 11g の場合
# srvctl start database -d db_name

Oracle RAC 12c の場合:
# srvctl start database -db db_name

6

VCS で管理されていないアプリケーションをすべて起動します。 アプリケーションを
起動するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

7

■

Oracle データベースが VCS によって管理されている場合は、AutoStart 値を
1 に設定し、VCS の起動時にデータベースサービスグループを自動的にオンラ
インにできるようにします。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oradb_grpname AutoStart 1
# haconf -dump -makero

■

Oracle データベースが VCS によって管理されていない場合は、データベース
の管理ポリシーを自動に変更します。
Oracle RAC 10g と Oracle RAC 11g の場合
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$ srvctl modify database -d db_name -y AUTOMATIC

Oracle RAC 12c の場合:
$ srvctl modify database -db db_name -policy AUTOMATIC

8

その他のアップグレード後の手順を完了します。
手順については、このマニュアルの「アップグレード後のタスクの実行」の章を参照
してください。

9

■

p.130 の 「現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再
結合」 を参照してください。

■

p.130 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループ
に戻す」 を参照してください。

■

p.131 の 「 製品ライセンスレベルの設定または変更」 を参照してください。

■

p.131 の 「ディスクレイアウトバージョンのアップグレード」 を参照してください。

■

p.132 の 「ディスクグループバージョンのアップグレード」 を参照してください。

必要に応じて Oracle RAC をアップグレードします。
手順については、このマニュアルの「Oracle RAC のアップグレード」の章を参照し
てください。

10 VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムを 7.0 にアップグレードす
る場合は、CP サーバーシステムの VCS または SFHA をアップグレードしたことを
確認します。 それから、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン 7.0 にアップ
グレードします。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
VCS または SFHA のインストールガイドを参照してください。

Veritas のスクリプトベースのインストールプログラムを使った SF Oracle
RAC のアップグレード
installer Veritas のスクリプトベースのインストールプログラムを使用して、SF Oracle
RAC をアップグレードします。

インストーラによる SF Oracle RAC のアップグレードでは、次のタスクが実行されます。
■

アップグレード前にシステムの互換性を確認します。

■

アップグレード前に SF Oracle RAC プロセスを停止します。

■

SF Oracle RAC をアンインストールします。

■

ノードに Veritas InfoScale Enterprise 7.0 パッケージをインストールします。
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■

すべてのノードで Veritas InfoScale Enterprise 7.0 を起動します。

■

ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示します。

installer プログラムを使って SF Oracle RAC 7.0 にアップグレードするには

1

インストールプログラムを起動します。
# ./installer sys1 sys2

2

メニューから、［製品のアップグレード（Upgrade a Product）］ > ［完全アップグレー
ド（Full upgrade）］を選択します。
インストーラによってシステムの互換性が確認されます。
メモ: アップグレード前に had が停止されていると、次の警告が表示されます。
アップグレード前に VCS は動作していません。 すべての設定が有効であることを
確認してから、アップグレードを行ってください。
設定ファイルが有効である場合は、このエラーは無視してかまいません。
システム検証段階では、ブートディスクがカプセル化されているかどうかとアップグ
レードのパスが確認されます。 アップグレードがサポートされていない場合、ブート
ディスクをカプセル化を解除する必要があります。
表示されたメッセージを確認し、アップグレードを続行する前に必要条件を満たして
いることを確認します。

3

Enter キーを押してアップグレードを続行します。
エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意する場合は、y を入力します。
インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。 ミラー化されたブートディスクがあ
るシステムでは、アップグレードを続行する前に、システムのブートディスクグループ
のバックアップを作成することができます。 ブートディスクグループを分割してバック
アップを作成する場合は、「y」を入力します。

4

メッセージが表示されたら、バックアップブートディスクグループの名前を入力しま
す。 Enter キーを押し、デフォルト値を受け入れます。
分割操作の開始を確認するメッセージが表示されます。
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5

y と入力して、分割操作を続行します。
分割操作には時間がかかることがあります。
メモ: システムのブートが設定されるブートデバイスを検証します。 SF Oracle RAC
の必要なバージョンで、システムがブートデバイスから起動するように設定されてい
ることを確認します。

6

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

プロセスが停止され、SF Oracle RAC がアンインストールされます。 アンインストー
ル後に、インストーラによって SF Oracle RAC 7.0 がインストールされ、すべての
ノード上で SF Oracle RAC 7.0 が起動します。

7

英語以外の言語で SF Oracle RAC を実行する場合は、言語パッケージとパッチを
インストールします。
p.102 の 「言語パッケージのインストール」 を参照してください。

8

残りのタスクを完了して、アップグレードを終了します。
p.117 の 「SF Oracle RAC 7.0 へのアップグレード」 を参照してください。

SFDB のアップグレード
SFDB ツールの 7.0 へのアップグレードがデフォルトで有効になっている場合、vxdbd
デーモンが設定されていることを意味します。 SFDB ツールが無効になっている場合、
有効にすることができます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。

# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
メモ: 認証設定を含む SFDB インストールを 7.0 にアップグレードすると、このコマンドは
エラーにより失敗します。 この問題を解決するには、SFDB 認証を再度設定してくださ
い。 詳しくは、『Veritas InfoScale™ Storage and Availability Management for Oracle
Databases』または『Veritas InfoScale™ DB2 データベース用ストレージと可用性管理』
を参照してください。
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応答ファイルを使った SF
Oracle RAC の自動完全
アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアップグレード

■

SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの変数

■

SF Oracle RAC をアップグレードするためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った SF Oracle RAC のアップグレー
ド
応答ファイルを使って SF Oracle RAC 7.0 をアップグレードするには、次の手順を実行
します。

第 8 章 応答ファイルを使った SF Oracle RAC の自動完全アップグレードの実行
SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの変数

応答ファイルを使って SF Oracle RAC をアップグレードするには

1

必要に応じて、オペレーティングシステムをアップグレードします。
手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

2

利用可能ないずれかのオプションを使って応答ファイルを作成します。
メモ: 応答ファイルのホスト名を、アップグレードするシステムの名前に置き換えてく
ださい。
応答ファイルを作成するために利用できる各種オプションについては、
応答ファイルの変数の定義については、
p.123 の 「SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
サンプル応答ファイルについては、
p.126 の 「SF Oracle RAC をアップグレードするためのサンプル応答ファイル」 を参
照してください。

3

インストールプログラムのあるインストールメディアのディレクトリに移動します。

4

インストールを開始します。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

5

アップグレード後の手順を完了します。
このマニュアルの「アップグレード後のタスクの実行」の章を参照してください。

SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイ
ルの変数
表 8-1 に、SF Oracle RAC を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示
します。
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表 8-1

SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{accepteula}

メディアの EULA.pdf ファイルに同意するかどうかを指
定します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{systems}

製品のインストールまたはアンインストールを行うシステ
ムのリストです。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{keys}{keyless}
CFG{keys}{license}

CFG{keys}{keyless} はシステムに登録されるキー
レスキーのリストです。
CFG{keys}{license} はシステムに登録されるユー
ザー定義のキーのリストです。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイ
ルの場所を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやパッケージを保
管する作業ディレクトリの作成場所を定義します。 デフォ
ルトの場所は /var/tmp です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{logpath}

ログファイルをコピーする場所を指定します。 デフォルト
の場所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{mirrordgname}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
システムのターゲットディスクグループ名を分割します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{splitmirror}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
作成される分割ミラーバックアップディスクグループを必
要とするシステムを指定します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{disable_dmp_native_support} 1 に設定した場合は、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-pathing サポートは
アップグレード後に無効になります。 アップグレード中に
ネーティブ LVM ボリュームグループと ZFS プールの
Dynamic Multi-Pathing サポートを維持すると、システ
ムに設定されたネーティブ LVM ボリュームグループと
ZFS プールの数に応じて パッケージ のアップグレード
時間が長くなります。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
CFG{opt}{patch_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
するパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch2_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 2 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{opt}{patch3_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 3 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch4_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 4 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch5_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 5 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{rootsecusrgrps}

クラスタに対する読み取りアクセスを、VCS オブジェクト
上で明示的な権限が付与されている root とその他の
ユーザーまたはユーザーグループにのみ付与するよう
選択されているかどうかを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{secusrgrps}

クラスタへの読み取りアクセス権が付与されたユーザー
グループの名前を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

SF Oracle RAC をアップグレードするためのサンプル
応答ファイル
次のサンプル応答ファイルは、ノード sys1 と sys2 の SF Oracle RAC をバージョン 7.0
にアップグレードします。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
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$CFG{keys}{keyless}=[ qw(ENTERPRISE) ];
$CFG{crs_home}="/u01/app/grid/product/11.2.0/gridhome";
$CFG{db_home}="/u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1";
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{opt}{vvr}=1;
$CFG{oracle_group}="oinstall";
$CFG{oracle_user}="oracle";
$CFG{relink_oracle_database}=1;
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
1;
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実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを再リンクする

■

現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結合

■

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻す

■

製品ライセンスレベルの設定または変更

■

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード

■

クォータの切り替え

■

ディスクグループバージョンのアップグレード

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを
再リンクする
SF Oracle RAC のアップグレード後、Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブ
ラリを再リンクする必要があります。
インストーラを使用して Oracle RAC 11g 以降のバージョンを再リンクするには

1

インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -configure sys1 sys2

2

コンポーネント Storage Foundation for Oracle RAC（SF Oracle RAC）を選択しま
す。
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3

［Oracle のインストール後タスク（Post Oracle Installation Tasks）］オプションを選
択します。
1)
2)

Configure SF Oracle RAC sub-components
Prepare to Install Oracle

3) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
4) Post Oracle Installation Tasks
5) Exit SF Oracle RAC Configuration
Choose option: [1-5,q] (1) 4

4

［Oracle データベースバイナリの再リンク（Relink Oracle Database Binary）］オプ
ションを選択します。
1) Configure CSSD agent
2) Relink Oracle Database Binary
3) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-3,b,q] (1) 2

5

次の情報を指定します。
Enter Oracle UNIX user name: [b] (oracle)
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)
Enter absolute path of Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Home directory: [b]
Enter absolute path of Oracle Database Home directory: [b]

インストーラによって Oracle のバージョンが検出されます。

6

y を入力して、再リンクを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

7

再リンクが完了した後、正しい ODM ライブラリが使われていることを確認します。
$ ldd $ORACLE_HOME/bin/oracle | grep odm

ライブラリが正しくリンクされていない場合、出力は表示されません。
$ORACLE_HOME/rdbms/lib/libodm.a に静的な ODM ライブラリが存在するため
に、Oracle ODM ライブラリが Veritas ODM ライブラリと正しくリンクされないことが
あります。 これは Oracle に関する既知の問題です。
詳しくは、Oracle MetaLink のマニュアル 725903.1 を参照してください。
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現在のディスクグループへのバックアップブートディスク
グループの再結合
アップグレード中、ミラー化されたブートディスクを分割した場合は、この手順を実行して
バックアップブートディスクグループを再結合します。 アップグレードが成功して再ブート
したら、ブートディスクグループを保持する必要はありません。
バックアップブートディスクグループを再結合するには
◆

backup_bootdg ディスクグループをブートディスクグループに再結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join backup_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。backup_bootdg はアップグレード中に

作成したバックアップブートディスクグループの名前です。

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディ
スクグループに戻す
この手順は、アップグレードが失敗し、そのアップグレード中にミラー化されたブートディ
スクを分割してバックアップした場合に実行します。 アップグレードしたときに作成したバッ
クアップに戻すことができます。
アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻すには

1

ブートディスクグループを確認するには、vxprint コマンドの出力で rootvol ボリュー
ムを探します。
# vxprint

2

vxdg コマンドを使って、現在ブートを実行しているブートディスクグループを特定し

ます。
# vxdg bootdg

3

バックアップブートディスクグループからオペレーティングシステムをブートします。

4

バックアップディスクグループに元のブートディスクグループを結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join original_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。original_bootdg は不要になったブート

ディスクグループです。
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製品ライセンスレベルの設定または変更
以前のリリースの Veritas ソフトウェアからのこのリリースにアップグレードする場合、製品
インストーラによって、インストール済みのライセンスキーが変更されることはありません。
既存のライセンスキーでは、このリリースの新しい機能がアクティブ化されないことがあり
ます。
アップグレード後に、次のいずれかの手順を実行してください。
■

有効なライセンスキーを入手し、vxlicinst コマンドを実行してシステムに追加する。

■

vxkeyless コマンドを使って、ライセンスキーをキーレスライセンスモデルに更新す

る。
詳細と手順については、「SF Oracle RAC のライセンス確認」を参照してください。

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョンが 7、8、9、10 のファイルシステムのみ作
成してマウントできます。 ディスクレイアウトバージョン 6 は、以降のディスクレイアウトバー
ジョンにアップグレードする目的にかぎり、ローカルマウントのみを実行できます。
メモ: 64 ビットのクォータを使う予定の場合、最新のディスクレイアウトバージョン 10 にアッ
プグレードする必要があります。 それ以前のディスクレイアウトバージョンで 64 ビットの
クォータを使うことはこのリリースでは推奨されません。
ディスクレイアウトバージョン 6 は非推奨であり、ディスクレイアウトバージョン 6 のある既
存ファイルシステムはクラスタマウントできません。ディスクレイアウトバージョン 6 のあるク
ラスタファイルシステムをアップグレードするには、ファイルシステムをローカルマウントし
てファイルシステムをアップグレードし、次に以降バージョンに vxupgrade ユーティリティ
を使ってファイルシステムをアップグレードします。
ディスクレイアウトバージョンをアップグレードするには
◆

ディスクレイアウトバージョン 6 からバージョン 10 にするには、 このファイルシステム
のディスクレイアウトを段階的にアップグレードする必要があります。 次に例を示しま
す。
#
#
#
#

vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade

-n
-n
-n
-n

7 /mnt
8 /mnt
9 /mnt
10 /mnt

vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。
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vxfsconvertコマンドを使ってディスクレイアウトバージョン 4 または 5 からディスクレイ

アウトバージョン 7 以降の既存ファイルシステムにアップグレードする必要があります。
vxfsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: シマンテック社はこのリリースをアップグレードする前に、最もサポートが高いのディ
スクレイアウトバージョンに既存ファイルシステムをアップグレードすることを推奨します。
一度ディスクレイアウトバージョンをアップグレードしたら、以前のバージョンにダウング
レードすることはできません。
ファイルシステムのディスクレイアウトバージョンは、次のコマンドを使って確認できます。
# fstyp -v /dev/vx/dsk/dg1/vol1 | grep -i version

ディスクレイアウトバージョンについて詳しくは、『Storage Foundation for Oracle RAC
管理者ガイド』を参照してください。

クォータの切り替え
すべてのノードを 7.0 にアップグレードすると、グループとユーザーのクォータが無効に
されていた場合は有効になります。
グループとユーザーのクォータを有効にするには
◆

クォータの切り替え:
# vxquotaon -av

ディスクグループバージョンのアップグレード
以前のバージョンから 7.0 にアップグレードした後、ディスクグループのバージョンを手動
でアップグレードする必要があります。
ディスクグループのバージョンをアップグレードするには、最初に vxdctl upgrade コマ
ンドを使用してクラスタプロトコルのバージョンをアップグレードする必要があります。
# vxdctl list
Volboot file
version: 3/1
seqno:
0.1
cluster protocol version: 120
hostid: sys1
hostguid: {fca678ac-e0ef-11e2-b22c-5e26fd3b6f13}
#
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# vxdctl upgrade
#
# vxdctl list
Volboot file
version: 3/1
seqno:
0.2
cluster protocol version: 140
hostid: sys1
hostguid: {fca678ac-e0ef-11e2-b22c-5e26fd3b6f13}

クラスタプロトコルのバージョンが 140 になり、ディスクグループのバージョンが 200 に
アップグレードされていることを確認します。
# vxdctl list |grep version
version:
140
#
# vxdg upgrade dg_name
#
# vxdg list dg_name |grep version
version:

200
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Oracle RAC をインストール
する前に
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC の重要なプリインストール情報

■

Oracle RAC のインストールの準備について

■

SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストー
ルの準備

Oracle RAC の重要なプリインストール情報
Oracle RAC をインストールする前に、次の必要条件を満たしていることを確認してくださ
い。
■

ご使用の Oracle のバージョンに関する追加の必要条件については Oracle のマニュ
アルを確認してください。

■

インストールセットアップを実行するときに、値を記入した Oracle ワークシートを手元
に置いておいてください。
p.353 の 「Oracle RAC ワークシート」 を参照してください。
メモ: 手動で実行する手順では、変数を使用します。これは斜体テキストで示されて
います。 これらの変数を実際の値で置き換えてください。

■

Solaris ゾーン内で Oracle RAC をインストールする場合は、この章の残りをスキップ
し、『Storage Foundation and High Availability Solutions 仮想化ガイド』の手順に
従ってください。
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Chapter

Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris
ゾーンのサポート

トピック

ゾーン環境での Oracle RAC の SF Oracle RAC サポートについて
非グローバルゾーンでの Oracle RAC による SF Oracle RAC クラスタ
の設定

Oracle RAC のインストールの準備について
インストール前のタスクを実行するには、次のいずれかの方法を使用します。
SF Oracle RAC インス
トーラ

SF Oracle RAC インストーラには、メニューの指示に従ってインストー
ル前のタスクを実行できるコマンド行インターフェースが用意されてい
ます。

メモ: インストール前の手順の一部は SF Oracle RAC インストーラに
よってサポートされていないため、マニュアルの説明に従って手動で行
う必要があります。
手動

マニュアルの説明に従ってインストール前のタスクを手動で実行する必
要があります。

応答ファイル

SF Oracle RAC 応答ファイルを使って Oracle RAC インストール用に
システムを事前設定できます。 SF Oracle RAC 応答ファイルと Oracle
RAC 応答ファイルを組み合わせて使うことで、Oracle RAC のインス
トールを自動化して標準化する処理が簡素化されます。

メモ: 応答ファイルでは、SF Oracle RAC インストーラがサポートする
事前設定タスクのみを自動化できます。
手順については、このマニュアルの「応答ファイルを使った Oracle RAC
のインストール」の章を参照してください。

この章の例では、ノード sys1 と sys2 から構成される 2 ノードクラスタを想定しています。
Oracle RAC をインストールする前に、Oracle のインストールマニュアルと該当する Oracle
サポート Web サイトを確認してください。このマニュアルに記載されているインストール前
のタスクの一部は、Oracle インストールマニュアルの手順に従って実行する必要がありま
す。これらのタスクの手順は、このマニュアルには記載されていません。
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メモ: この章では、どのような場合も必要となる変数とサンプル値を使用して手順を説明し
ます。 ここに示す変数とサンプル値は、インストール必要条件に適合した値に置き換え
てください。
準備タスクを開始する前に、サンプルワークシートを正しいインストール値で更新し、処理
を実行する間、それを手元において置くことができます。

SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動によ
る Oracle RAC のインストールの準備
この項では、手動による手順と、SF Oracle RAC インストーラベースの手順の両方につ
いて説明します。
Oracle RAC インストールの準備を行うには

1

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。
p.138 の 「Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定」 を参照してくださ
い。

2

カーネルパラメータを設定します。
p.139 の 「カーネルパラメータの設定」 を参照してください。

3

Oracle が必要とするパッケージとパッチがインストールされていることを確認します。
p.139 の 「Oracle が必要とする パッケージ とパッチがインストールされていることの
確認」 を参照してください。

4

ユーザー nobody が存在することを確認します。
p.139 の 「ユーザー nobody が存在することを確認します。」 を参照してください。

5

SF Oracle RAC インストーラを起動します。
p.140 の 「SF Oracle RAC インストーラの起動」 を参照してください。

6

Oracle ユーザーとグループを作成します。
p.140 の 「Oracle RAC のユーザーとグループの作成」 を参照してください。

7

OCR と投票ディスク用のストレージを作成します。
p.143 の 「OCR と投票ディスク用ストレージの作成 」 を参照してください。

8

Oracle RAC 用のプライベートネットワークを設定します。
p.159 の 「Oracle RAC 11.2.0.1 のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してくだ
さい。
p.172 の 「Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンのプライベート IP アドレス設定」
を参照してください。
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9

Oracle RAC 11g リリース 2 以降の場合は、すべてのプライベートネットワークイン
ターフェースでマルチキャストが機能することを確認します。
p.176 の 「すべてのプライベートネットワークインターフェース上でマルチキャストが機
能することの確認」 を参照してください。

10 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレク
トリを手動で作成します。
p.176 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホー
ムディレクトリの手動での作成」 を参照してください。

11 すべてのノードで、ユーザー相当の権限を設定します。
p.182 の 「ユーザー相当の権限の設定」 を参照してください。

12 Veritas Membership ライブラリが Oracle ライブラリにリンクされているかどうかを確
認します。
p.182 の 「Veritas Membership ライブラリが Oracle ライブラリにリンクされているか
どうかの確認」 を参照してください。

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定
クラスタのノードごとに別々のパブリック仮想 IP アドレスを指定します。Oracle では、各
ノードの Oracle リスナーのプロセスにパブリック仮想 IP アドレスを 1 つ必要とします。パ
ブリック仮想 IP アドレスは、クライアントアプリケーションが Oracle データベースに接続
するために使います。 仮想 IP アドレスは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure に
よって管理されます。
IP アドレスとそれに対応するホスト名は、DNS（ドメインネームサービス）に登録する必要
があります。または、次の例に示すように、仮想 IP アドレスと仮想パブリック名のエントリ
を /etc/hosts ファイルに配置することもできます。
10.182.79.239 sys1-vip
10.182.79.240 sys2-vip

クラスタの各ノード上の /etc/hosts ファイルに、これらのエントリが含まれている必要が
あります。
Oracle では、仮想 IP アドレスのパブリックノード名を hostname-vip の形式にすることを
推奨しています。たとえば、sys1-vip のようにします。
メモ: ノードのパブリックノード名（つまり、仮想 IP アドレスのエイリアス）は、ホストの現在
の完全修飾ドメイン名（FQDN）と異なる必要があります。
Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合: さらに、ラウンドロビンアルゴリズム
または少なくとも 1 つの IP アドレスを使って 3 つの IP アドレスを解決するエンタープラ
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イズ DNS に、SCAN（Single Client Access Name の略で単一クライアントアクセス名の
意味）が登録されている必要があります。 IP アドレスはクラスタ内のパブリックネットワー
クと同じサブネット上にある必要があります。 SCAN は、クライアントがクラスタで実行中
の Oracle データベースにアクセスするための単一の名前を提供します。
メモ: SCAN IP 解決に使われる仮想 IP アドレスは、同じサブネット上にある必要がありま
す。 Oracle RAC は異なるサブネットの設定をサポートしません。

カーネルパラメータの設定
Oracle RAC 配備の必要条件を満たすため、カーネルパラメータ値を設定します。 Oracle
Universal Installer（OUI）は、インストール時にこの設定を検証して、最小必要条件を満
たしていることを確認します。 カーネルパラメータが正しく設定されていないと、Oracle
RAC のインストールは失敗します。 この設定を調整して、システムパフォーマンスを最適
化することもできます。
手順とガイドラインについては、Oracle Metalink のマニュアル 169706.1 を参照してくだ
さい。
ノードを再起動して新しい値を有効にします。

Oracle が必要とする パッケージ とパッチがインストールされていること
の確認
Oracle では、Oracle RAC をインストールする前に、特定のパッケージとパッチをインス
トールしておく必要があります。
パッケージ、パッチ、関連する手順の一覧については、Oracle のマニュアルを参照して
ください。

ユーザー nobody が存在することを確認します。
クラスタの各システムにユーザー「nobody」が存在することを確認するには
# id nobody
uid=60001(nobody) gid=60001(nobody)

ユーザーが存在しない場合は、ユーザーを作成します。
# groupadd -g 60001 nobody
# useradd -g 60001 -u 60001 nobody

メモ: ユーザー ID とグループ ID がクラスタ内のすべてのノードで同じであるようにしてく
ださい。
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SF Oracle RAC インストーラの起動
Oracle RAC 準備タスクを完了するには、インストールプログラムを使います。
SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを起動するには

1

いずれか 1 つのノードで root ユーザーとしてログインし、インストールプログラムを
起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -configure sys1 sys2

シマンテック社の著作権情報とインストールログの場所が表示されます。

2

インストーラの指示を確認し、Enter キーを押して続行します。 設定プログラムメニュー
から、［Oracle のインストールの準備（Prepare to Install Oracle）］を選択します。

3

実行するインストール前のタスクを選択します。
■

1 を入力してオプション［Oracle ユーザーとグループの作成（Create Oracle
Users and Groups）］を選択します。
p.140 の 「Oracle RAC のユーザーとグループの作成」 を参照してください。

■

2 を入力してオプション［OCR および投票ディスク用ストレージの作成（Create
Storage for OCR and voting disk）］を選択します。
p.143 の 「OCR と投票ディスク用ストレージの作成 」 を参照してください。

■

3 を入力してオプション［Oracle ネットワーク設定（Oracle Network
Configuration）］を選択します。
p.159 の 「Oracle RAC 11.2.0.1 のプライベート IP アドレスの設定」 を参照して
ください。

Oracle RAC のユーザーとグループの作成
Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合は、次のグループとユーザーを作
成します。
■

Oracle インベントリグループ

■

dba グループ

■

Oracle グリッドユーザー

■

Oracle ユーザー

Oracle に必要な追加のユーザーとグループを作成します。 Oracle ユーザーとグループ
を作成する前に、Oracle のマニュアルを参照してください。
Oracle インベントリをプライマリグループとして、また dba をセカンダリグループとして割
り当てる必要があります。Oracle では、データベース管理（SYSDBA）権限を持つオペ
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レーティングシステムアカウントを識別するため、および制限された一連のデータベース
管理（SYSOPER）権限を持つアカウントを識別するために、セカンダリグループが必要
です。すべてのシステム上でグループを作成し、これらのグループに Oracle ユーザー
を割り当てます。
Oracle ユーザーとグループを作成するには、次のいずれかの方法を使います。
SF Oracle RAC スクリプト
ベースのインストーラを使う

p.141 の 「SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使った
Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

手動

p.142 の 「Oracle ユーザーとグループの手動による作成」 を参照
してください。

SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使った Oracle
ユーザーとグループの作成
この手順では、SF Oracle RAC インストーラを使って Oracle ユーザーとグループを作
成する方法について説明します。
クラスタ内のすべてのノードで Oracle ユーザーとグループを作成するには

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューから、1 を入力してオプション［Oracle ユー
ザーとグループの作成（Create Oracle Users and Groups）］を選択します。

2

Oracle ユーザーとグループを作成するための情報（ユーザー名、グループ名、ユー
ザー ID、グループ ID、Oracle ユーザーのホームディレクトリの絶対パス）を入力し
ます。
ユーザー ID とグループ ID は、クラスタ内のどのノードでも使われていないものにし
てください。 インストーラにより使われていない値が示され、必要に応じてそれを使
うことも変更することもできます。 設定プログラムは、すべてのノードで同じ値を割り
当てます。
メモ: GCO を設定する場合は、プライマリクラスタとセカンダリクラスタ両方のすべて
のノードのユーザー ID とグループ ID が同じである必要があります。 セカンダリサイ
トでユーザー ID とグループ ID の値を設定するときは、それらの値をプライマリサイ
トで使われる値と同一にしてください。
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

Oracle UNIX user name: [b] grid
Oracle user's ID (numerical): [b] (1168)
Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)
Oracle group's ID (numerical): [b] (1000)
absolute path of Oracle user's Home directory: [b] /home/grid
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3

セカンダリグループの情報を入力します。
Do you want to create a secondary group
for Oracle user? [y,n,q,b,?] (n) y
Enter Oracle UNIX group name: [b] (dba, oper etc.)
Enter Oracle group's ID (numerical): [b] (1996)
Creating secondary group dba for
Oracle user oracle on sys1 ..... Done
Creating secondary group dba for
Oracle user oracle on sys2 ..... Done
Do you want to create another secondary group
for Oracle user? [y,n,q,b,?] (n)

4

各ノードで Oracle ユーザーのパスワードを作成します。
# passwd oracle

Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合は、各ノードにグリッドユーザー
用のパスワードを作成します。
# passwd grid

5

Oracle RAC のバイナリをインストールするために、Oracle またはグリッドのユーザー
としてパスワードが不要な SSH を設定します。
手順については、このマニュアルの付録「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。

Oracle ユーザーとグループの手動による作成
Oracle RAC バージョンに応じて、必要な Oracle グループとユーザーを作成します。必
ず、各システムでユーザーに同じグループ ID、ユーザー ID、ホームディレクトリを割り当
てます。
メモ: ユーザーとグループを作成するときは、必ず使用中ではないユーザーおよびグルー
プ ID を指定してください。
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各システムでオペレーティングシステムの Oracle ユーザーとグループを作成するには

1

各システムでプライマリグループとセカンダリグループを作成します。
プライマリグループ
# groupadd -g grp_idgrp_name

セカンダリグループ
# groupadd -g grp_id_secgrp_name_sec

2

各システムで Oracle ユーザーとユーザーのホームディレクトリを作成します。
# useradd -g grp_name -u user_id ¥
-G grp_name_sec -m -d user_homeuser_name

Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合: 手順を繰り返して、グリッド
ユーザーを作成します。

3

各ノードで Oracle ユーザーのパスワードを作成します。
# passwd oracle

Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合は、各ノードにグリッドユーザー
用のパスワードを作成します。
# passwd grid

4

Oracle RAC のバイナリをインストールするために、Oracle またはグリッドのユーザー
としてパスワードが不要な SSH を設定します。
手順については、このマニュアルの付録「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。

OCR と投票ディスク用ストレージの作成
Oracle RAC のバージョンに応じて、OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクの
適切なストレージを作成します。
メモ: SF Oracle RAC は OCR と投票ディスクのストレージのため、正常と外部冗長性の
両方をサポートします。OCR と投票ディスクに通常の冗長性を使う場合は、同じ手順を
手動で実行します。
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Oracle RAC 11g リリース 2 以降 OCR と投票ディスクは、ASM 上、またはクラスタファイルシステ
のバージョン
ムのディレクトリ内に配置できます。

メモ: ASM ディスクグループは、CVM RAW ボリュームを使っ
て作成できます。
ストレージを作成するには、次のいずれかの方法を使います。
SF Oracle RAC のスクリプトベー p.144 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを
スのインストーラ
使った OCR と投票ディスク用のストレージの作成」 を参照し
てください。
手動

p.149 の 「OCR と投票ディスク用ストレージの手動作成」 を参
照してください。

インストール処理の後半で、データベースファイルストレージ用の CVM ボリュームまたは
CFS マウントポイントを作成する必要があります。
p.233 の 「Oracle RAC データベースの作成」 を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った OCR
と投票ディスク用のストレージの作成
Oracle RAC は OCR と投票ディスクに次の冗長性のレベルを提供します。
■

正常（Normal）

■

高（High）

■

外部（External）

冗長性のレベルが異なると、必要なストレージの設定も異なります。
SF Oracle RAC は、次のストレージの設定を用いる冗長性のレベルすべてをサポートし
ます。
正常（Normal）

複数の OCR と投票ディスクの場所が必要です。

高（High）

複数の OCR と投票ディスクの場所が必要です。

外部（External）

ボリュームのミラー化が必要です。 CVM ボリュームは SF Oracle RAC に
よってミラー化されます。

SF Oracle RAC インストーラを使って、クラスタファイルシステム上に OCR と投票ディス
ク用のストレージを作成できます。 ファイルシステムは、共有ストレージ、DAS（Direct
Attached Storage）、またはネットワーク上で共有されている内蔵ディスクドライブ上に存
在する可能性があります。 ストレージの作成後、インストーラは、高可用性を実現するた
めに VCS にストレージ設定を追加します。
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インストーラで次のタスクが実行されます。
■

OCR と投票ディスク用の CVM ボリュームを作成する（2 面にミラー化または非ミラー
化）

■

OCR と投票ディスクのボリュームを作成し、所有権を設定する

■

ボリュームを起動する

■

マウントポイントを作成し、すべてのノードにマウントする

■

CFS マウントポイントの所有権を設定する

■

ノードの起動時にボリュームが自動的にオンラインになるように、cvm グループの VCS
設定に CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを追加する

■

CFSMount リソースおよび CVMVoIDg リソースをオンラインにする

SF Oracle RAC インストーラを使って OCR と投票ディスク用のストレージを作成する
には

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューから、2 と入力してオプション［Create Storage
for OCR and Voting disk］を選択します。
次のメニューが表示されます。
1) Create Oracle Users and Groups
2) Create Storage for OCR and Voting disk
3) Oracle Network Configuration
4) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-4,b,q] (1) 2

2

y と入力して、ストレージを作成します。
Do you want the installer to assist you in creating disk groups,
volumes and file systems for Oracle? [y,n,q] (n) y

ストレージを手動で作成する場合は、n と入力します。 インストーラが、ストレージを
手動で作成するための手順を表示します。 残りの手順は省略してもかまいません。
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3

ディスクグループの適切なオプションを選択します。
1) Create a disk group (Shared Storage)
2) Use an existing disk group (Shared Storage)
3) Create a disk group (FSS)
4) Use an existing disk group (FSS)
b) Back to previous menu
Choose option: [1-4,b,q]

CVM ボリュームをミラー化するには、次のメッセージに対して［はい（Yes）］をクリッ
クします。
Do you want to enable mirroring? [y,n,q] (y) y
ディスクグループを作成し インストーラは、どのディスクグループにも属さない既存の共有
ます。
ディスクのリストを表示します。 ディスクグループの作成に使う
ディスクを指定します（ディスク名の隣に表示されるシリアル番号
(共有ストレージ（Shared
を入力して）。 CVM ボリュームをミラー化するように選択した場
Storage）)
合は、少なくとも 2 つのディスクを選択してください。
ディスクグループの名前を入力します。
Enter the disk group name:

[b] (ocrvotedg)

既存のディスクグループを 既存のディスクグループを使うことを選択すると、既存の非 FSS
使います
ディスクグループのリストが表示されます。 ディスクグループを選
択します。 CVM ボリュームをミラー化するように選択した場合
(共有ストレージ（Shared
は、ミラー化できるように少なくとも 2 つのディスクが含まれてい
Storage）)
る既存のディスクグループが表示されます。
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ディスクグループを作成し インストーラは、どのディスクグループにも属さない既存のローカ
ます。
ルディスクのリストを表示します。 ディスクグループの作成に使う
ディスクを指定します（ディスク名の隣に表示されるシリアル番号
（FSS）
を入力して）。 ミラー化はデフォルトで有効です。 異なるノードか
ら少なくとも 2 つのディスクを選択します。 ディスクを 1 つのみ
選択するか、または 1 つのノードのディスクすべてを選択する
と、再度ディスクを選択するためのメッセージが表示されます。
The
1)
2)
b)

following disks are not part of any disk group
emc_clariion0_103 auto:cdsdisk online
sys1
emc_clariion0_79 auto:cdsdisk online exported sys2
Back to previous menu

条件を満たすディスクがない場合、インストーラはメッセージを表
示します。
No eligible disk found
ディスクグループの名前を入力します。
Enter the disk group name:

[b] (ocrvotedg)

既存のディスクグループを 既存のディスクグループを使うことを選択すると、使用可能な
使います
FSS ディスクグループのリストが表示されます。 1 つのみのノー
ドのディスクを含むディスクグループはリストに表示されません。
（FSS）
ディスクグループに含まれるディスクのリストを表示するには、次
のコマンドを実行します。
# vxdisk -g disk_group list

4

表示される設定情報を確認します。
CVM Master node: sys1
Selected disks (including mirroring):
1. Disk_2
2. Disk_3
Disk group name: ocrvotedg
Is this information correct? [y,n,q] (y)

インストーラが、ディスクグループを初期化します。
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5

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するかどうかを指定します。
Do you want to create separate filesystems for ocr and vote?
[y,n,q] (y)

6

OCR と投票ディスクの情報を保存するボリュームの名前とサイズを入力します。
■

OCR と投票ディスクに共有のファイルシステムを作成するように選択した場合
は、次の情報を入力します。
Enter the volume name for OCR and Voting disk:
[b] (ocrvotevol)
Enter the volume size for OCR and Voting disk in MB
(Refer to Oracle documentation to set it properly): [b] (920)

■

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するように選択した場合
は、次の情報を入力します。
Enter the
Enter the
(Refer to
Enter the
Enter the

7

volume
volume
Oracle
volume
volume

name for OCR: [b] (ocrvol)
size for OCR in MB
documentation to set it properly): [b] (600)
name for Vote: [b] (votevol)
size for Vote: [b] (320)

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。
Enter Oracle UNIX user name:

8

[b]

Oracle UNIX グループ名を入力します。
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)

9

Return キーを押して続行します。

10 設定情報を表示し確認します。 クラスタ内のすべてのノードにボリュームが作成され
て起動します。

11 OCR と投票ディスクの情報用の CFS マウントポイントを入力します。
■

OCR と投票ディスクに共有のファイルシステムを作成するように選択した場合
は、次の情報を入力します。
Enter the mount point location for CFS
(common for all the nodes) [b] (/ocrvote)

■

OCR と投票ディスクに個別のファイルシステムを作成するように選択した場合
は、次の情報を入力します。
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Enter the mount
(common for all
Enter the mount
(common for all
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point location for OCR storage
the nodes): [b] (/ocr)
point location for Vote storage
the nodes): [b] (/vote)

CFS マウントポイントが作成され、所有権が設定されます。 Return キーを押して続
行します。

12 クラスタ内のすべてのノードで対応する CVMVolDg リソースと CFSMount リソース
がオンラインになっていることを確認します。
メモ: CVMVolDg リソースがオンラインになるには数分かかります。
# hares -state ocrvotemnt_resname
# hares -state ocrvotevol_resname

OCR と投票ディスク用ストレージの手動作成
Veritas クラスタファイルシステム上に OCR と投票ディスク用ストレージを作成できます。
ボリュームとファイルシステムディレクトリのどちらを作成する場合でも、VCS 設定に追加
して高可用性を実現できます。
以下の手順は、OCR と投票ディスクのための外部冗長性を前提としています。
CFS 上に OCR と投票ディスク用ストレージを作成するには

1

VxVM ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init ocrvote_dgnamedisk_name2disk_name3

2

CVM マスターから、OCR と投票ディスクのミラーボリュームを作成します（たとえば、
ocrvotevol）を作成します。
# vxassist -g ocrvote_dgname make ocrvote_volname 640M nmirrors=2

3

CVM マスターから、ボリューム（ocrvotevol）が含まれるファイルシステムを作成し
ます。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/ocrvote_dgname/ocrvote_volname

4

各システムには、OCR と投票ディスクを含むファイルシステムをマウントするディレク
トリ（たとえば、/ocrvote）を作成します。
# mkdir /ocrvote_mnt
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各システムには、OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムをマウントしま
す。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/ocrvote_dgname/¥
ocrvote_volnameocrvote_mnt

6

任意のシステムから、OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムの権限を変
更します。
次に例を示します。
# chown -R grid:oinstall ocrvote_mnt

7

可用性を向上させるためにストレージリソースを VCS 設定に追加します。
p.150 の 「VCS 設定へのストレージリソースの追加」 を参照してください。

VCS 設定へのストレージリソースの追加
CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを VCS 設定に追加する必要があります。
メモ: cvm サービスグループのすべてのリソースの属性「Critical」を「0」に設定します。
これにより、クリティカルな CVM リソースと CFS リソースが常にオンラインになります。
CFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS の設定ファイルの権限を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS の下で CVM ボリュームを設定します。
# hares -add ocrvotevol_resname CVMVolDg cvm_grpname
# hares -modify ocrvotevol_resname Critical 0
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMDiskGroup ocrvote_dgname
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMVolume -add ocrvote_volname
# hares -modify ocrvotevol_resname CVMActivation sw
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3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add ocrvotemnt_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify ocrvotemnt_resname Critical 0
# hares -modify ocrvotemnt_resname MountPoint ocrvote_mnt
# hares -modify ocrvotemnt_resname BlockDevice
/dev/vx/dsk/ocrvote_dgname/ocrvote_volname

4

¥

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link ocrvotevol_resname cvm_clus
# hares -link ocrvotemnt_resnameocrvotevol_resname
# hares -link ocrvotemnt_resname vxfsckd

5

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify ocrvotevol_resname Enabled 1
# hares -modify ocrvotemnt_resname Enabled 1
# haconf -dump -makero
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6

main.cf ファイルの CVMVolDg リソースと CFSMount リソースの設定を確認します。
次に例を示します。
CFSMount ocrvote_mnt_ocrvotedg (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg_ocrvotedg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
ocrvote_mnt_ocrvotedg requires ocrvote_voldg_ocrvotedg
ocrvote_mnt_ocrvotedg requires vxfsckd
ocrvote_voldg_ocrvotedg requires cvm_clus

7

クラスタ内のすべてのシステム上の CFSMount リソースと CVMVolDg リソースをオ
ンラインにします。
# hares -online ocrvotevol_resname -sys node_name
# hares -online ocrvotemnt_resname -sys node_name

クラスタ内のすべてのシステムでリソースがオンラインになっていることを確認します。
# hares -state ocrvotevol_resname
# hares -state ocrvotemnt_resname

OCR と投票ディスクの最小限のリソース依存関係の設定
Oracle RAC のインストール時に、OCR の［標準の冗長性（Normal Redundancy）］と投
票ディスクを選択する場合は、少なくとも OCR と投票ディスクの高可用性のリソース依存
関係を設定してください。
図 10-1 に、OCR と投票ディスクの最小限のリソース依存関係を図解します。
メモ: Oracle Clusterware/Grid に必要な最小 OCR（x）と投票ディスク（y）を判別するに
は、Oracle のドキュメントを参照してください。
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OCR と投票ディスクの最小限のリソース依存関係

図 10-1

cssd
少なくとも 2
つのアクティブなボー
トマウントが必要

CSSD
少なくとも 1 つのアクティブな
OCR マウントが必要
ocr_mnt_1

ocr_mnt_2

ocr_mnt_3

vote_mnt_3

vote_mnt_2

vote_mnt_1

CFSMount

CFSMount

CFSMount

CFSMount

CFSMount

CFSMount

CVMVoIDG

CVMVoIDG

CVMVoIDG

CVMVoIDG

CVMVoIDG

CVMVoIDG

ocrvol_2

ocrvol_3

votevol_3

votevol_2

votevol_1

ocrvol_1

OCR と投票ディスクに最小限のリソース依存関係を設定するには、次の手順のステップ
を実行します。
OCR と投票ディスクに最小限のリソース依存関係を設定するには

1

OCR と投票ディスクのディスクグループを作成します。
#
#
#
#
#
#

2

vxdg
vxdg
vxdg
vxdg
vxdg
vxdg

-s
-s
-s
-s
-s
-s

init
init
init
init
init
init

ocrdg_1_name disk_name1
ocrdg_2_name disk_name2
ocrdg_3_name disk_name3
votedg_1_name disk_name4
votedg_2_name disk_name5
votedg_3_name disk_name6

OCR と投票ディスクのボリュームを作成します。
メモ: サイズはユーザーが使う Oracle RAC バージョンによって異なります。
#
#
#
#
#
#

vxassist
vxassist
vxassist
vxassist
vxassist
vxassist

-g
-g
-g
-g
-g
-g

ocrdg_1_name make ocrvol_1_name 640M
ocrdg_2_name make ocrvol_2_name 640M
ocrdg_3_name make ocrvol_3_name 640M
votedg_1_name make votevol_1_name 640M
votedg_2_name make votevol_2_name 640M
votedg_3_name make votevol_3_name 640M

第 10 章 Oracle RAC をインストールする前に
SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストールの準備

3

CVM マスターから、ボリュームを含むファイルシステムを作成します。
#
#
#
#
#
#

4

-F
-F
-F
-F
-F
-F

vxfs
vxfs
vxfs
vxfs
vxfs
vxfs

/dev/vx/rdsk/ocrdg_1_name/ocrvol_1_name
/dev/vx/rdsk/ocrdg_2_name/ocrvol_2_name
/dev/vx/rdsk/ocrdg_3_name/ocrvol_3_name
/dev/vx/rdsk/votedg_1_name/votevol_1_name
/dev/vx/rdsk/votedg_2_name/votevol_2_name
/dev/vx/rdsk/votedg_3_name/votevol_3_name

各システムで、OCR と投票ディスクを含むファイルシステムをマウントするディレクト
リを作成します。
#
#
#
#
#
#

5

mkfs
mkfs
mkfs
mkfs
mkfs
mkfs

mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

/ocr_mnt_1
/ocr_mnt_2
/ocr_mnt_3
/vote_mnt_1
/vote_mnt_2
/vote_mnt_3

各システムには、OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムをマウントしま
す。
# mount -F vxfs -o cluster
ocrvol_1_name /ocr_mnt_1
# mount -F vxfs -o cluster
ocrvol_2_name /ocr_mnt_2
# mount -F vxfs -o cluster
ocrvol_3_name /ocr_mnt_3
# mount -F vxfs -o cluster
votevol_1_name /vote_mnt_1
# mount -F vxfs -o cluster
votevol_2_name /vote_mnt_2
# mount -F vxfs -o cluster
votevol_3_name /vote_mnt_3

/dev/vx/dsk/ocrdg_1_name/¥
/dev/vx/dsk/ocrdg_2_name/¥
/dev/vx/dsk/ocrdg_3_name/¥
/dev/vx/dsk/votedg_1_name/¥
/dev/vx/dsk/votedg_2_name/¥
/dev/vx/dsk/votedg_3_name/¥
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6

任意のシステムから、OCR と投票ディスクを含んでいるファイルシステムの権限を変
更します。
#
#
#
#
#
#

7

chown
chown
chown
chown
chown
chown

-R
-R
-R
-R
-R
-R

grid:oinstall
grid:oinstall
grid:oinstall
grid:oinstall
grid:oinstall
grid:oinstall

/ocr_mnt_1
/ocr_mnt_2
/ocr_mnt_3
/vote_mnt_1
/vote_mnt_2
/vote_mnt_3

可用性を向上させるためにストレージリソースを VCS 設定に追加します。
p.156 の 「VCS 設定にストレージリソースを追加するには」 を参照してください。
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VCS 設定にストレージリソースを追加するには

1

VCS の設定ファイルの権限を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS の下で CVM ボリュームを設定します。
#
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares
hares

-add ocrvol_1_resname CVMVolDg cvm_grpname
-modify ocrvol_1_resname Critical 0
-modify ocrvol_1_resname CVMDiskGroup ocrdg_1_name
-modify ocrvol_1_resname CVMVolume -add ocrvol_1_name
-modify ocrvol_1_resname CVMActivation sw

#
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares
hares

-add ocrvol_2_resname CVMVolDg cvm_grpname
-modify ocrvol_2_resname Critical 0
-modify ocrvol_2_resname CVMDiskGroup ocrdg_2_name
-modify ocrvol_2_resname CVMVolume -add ocrvol_2_name
-modify ocrvol_2_resname CVMActivation sw

#
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares
hares

-add ocrvol_3_resname CVMVolDg cvm_grpname
-modify ocrvol_3_resname Critical 0
-modify ocrvol_3_resname CVMDiskGroup ocrdg_3_name
-modify ocrvol_3_resname CVMVolume -add ocrvol_3_name
-modify ocrvol_3_resname CVMActivation sw

#
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares
hares

-add votevol_1_resname CVMVolDg cvm_grpname
-modify votevol_1_resname Critical 0
-modify votevol_1_resname CVMDiskGroup votedg_1_name
-modify votevol_1_resname CVMVolume -add votevol_1_name
-modify votevol_1_resname CVMActivation sw

#
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares
hares

-add votevol_2_resname CVMVolDg cvm_grpname
-modify votevol_2_resname Critical 0
-modify votevol_2_resname CVMDiskGroup votedg_2_name
-modify votevol_2_resname CVMVolume -add votevol_2_name
-modify votevol_2_resname CVMActivation sw

#
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares
hares

-add votevol_3_resname CVMVolDg cvm_grpname
-modify votevol_3_resname Critical 0
-modify votevol_3_resname CVMDiskGroup votedg_3_name
-modify votevol_3_resname CVMVolume -add votevol_3_name
-modify votevol_3_resname CVMActivation sw
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3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add ocrmnt_1_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify ocrmnt_1_resname Critical 0
# hares -modify ocrmnt_1_resname MountPoint /ocr_mnt_1
# hares -modify ocrmnt_1_resname BlockDevice ¥
/dev/vx/dsk/ocrdg_1_name/ocrvol_1_name
# hares -add ocrmnt_2_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify ocrmnt_2_resname Critical 0
# hares -modify ocrmnt_2_resname MountPoint /ocr_mnt_2
# hares -modify ocrmnt_2_resname BlockDevice ¥
/dev/vx/dsk/ocrdg_2_name/ocrvol_2_name
# hares -add ocrmnt_3_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify ocrmnt_3_resname Critical 0
# hares -modify ocrmnt_3_resname MountPoint /ocr_mnt_3
# hares -modify ocrmnt_3_resname BlockDevice ¥
/dev/vx/dsk/ocrdg_3_name/ocrvol_3_name
# hares -add votemnt_1_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify votemnt_1_resname Critical 0
# hares -modify votemnt_1_resname MountPoint /vote_mnt_1
# hares -modify votemnt_1_resname BlockDevice ¥
/dev/vx/dsk/votedg_1_name/votevol_1_name
# hares -add votemnt_2_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify votemnt_2_resname Critical 0
# hares -modify votemnt_2_resname MountPoint /vote_mnt_2
# hares -modify votemnt_2_resname BlockDevice ¥
/dev/vx/dsk/votedg_2_name/votevol_2_name
# hares -add votemnt_3_resname CFSMount cvm_grpname
# hares -modify votemnt_3_resname Critical 0
# hares -modify votemnt_3_resname MountPoint /vote_mnt_3
# hares -modify votemnt_3_resname BlockDevice ¥
/dev/vx/dsk/votedg_3_name/votevol_3_name
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4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link ocrvol_1_resname cvm_clus
# hares -link ocrmnt_1_resname ocrvol_1_resname
# hares -link ocrmnt_1_resname vxfsckd
# hares -link ocrvol_2_resname cvm_clus
# hares -link ocrmnt_2_resname ocrvol_2_resname
# hares -link ocrmnt_2_resname vxfsckd
# hares -link ocrvol_3_resname cvm_clus
# hares -link ocrmnt_3_resname ocrvol_3_resname
# hares -link ocrmnt_3_resname vxfsckd
# hares -link votevol_1_resname cvm_clus
# hares -link votemnt_1_resname votevol_1_resname
# hares -link votemnt_1_resname vxfsckd
# hares -link votevol_2_resname cvm_clus
# hares -link votemnt_2_resname votevol_2_resname
# hares -link votemnt_2_resname vxfsckd
# hares -link votevol_3_resname cvm_clus
# hares -link votemnt_3_resname votevol_3_resname
# hares -link votemnt_3_resname vxfsckd

5

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify ocrvol_1_resname Enabled 1
# hares -modify ocrvol_2_resname Enabled 1
# hares -modify ocrvol_3_resname Enabled 1
# hares -modify votevol_1_resname Enabled 1
# hares -modify votevol_2_resname Enabled 1
# hares -modify votevol_3_resname Enabled 1
# hares -modify ocrmnt_1_resname Enabled 1
# hares -modify ocrmnt_2_resname Enabled 1
# hares -modify ocrmnt_3_resname Enabled 1
# hares -modify votemnt_1_resname Enabled 1
# hares -modify votemnt_2_resname Enabled 1
# hares -modify votemnt_3_resname Enabled 1
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Oracle RAC 11.2.0.1 のプライベート IP アドレスの設定
プライベート IP アドレスは、Oracle RAC がクラスタノード間で通信を行うために必要で
す。 プライベートネットワークの設定によっては、1 つ以上の IP アドレスが必要な場合が
あります。 PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントを使い、高可用性用のプライベー
ト IP アドレスを設定できます。
メモ: PrivNIC と MultiPrivNIC エージェントは、クラスタの相互接続の管理について、
Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンではサポートされません。 11.2.0.2 の以降の
バージョンの場合、結合された NIC インターフェースや Oracle HAIP のような代替ソ
リューションを使うことをお勧めします。p.172 の 「Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョ
ンのプライベート IP アドレス設定」 を参照してください。
IPv6 アドレスはこのリリースではサポートされていません。
Oracle RAC 用のプライベートネットワークを設定するために使用可能なオプションを
表 10-1 に示します。 次のいずれかのオプションを使ってプライベートネットワークを設定
します。
表 10-1

Oracle RAC 11.2.0.1 のプライベートネットワークを設定するオプショ
ン

オプション

説明

PrivNIC configuration

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ハートビートと Oracle
RAC データベース Cache Fusion に共通の IP アドレスを使い、
PrivNIC エージェントを使って高可用性の IP アドレスを設定する
予定の場合は、この設定を実行してください。
手順については
p.160 の 「 プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設定」 を
参照してください。

MultiPrivNIC configuration

以下の予定の場合は、この設定を実行してください。
■

■

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ハートビート用の各
ノード上の IP アドレスを使う場合。
および、Oracle データベース Cache Fusion の各ノードで 1
つ以上の IP アドレスを使う場合。
および、MultiPrivNIC エージェントを使って高可用性の IP ア
ドレスを設定する場合。

手順については
p.165 の 「 プライベート IP アドレスの情報と MultiPrivNIC リソース
の設定」 を参照してください。
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プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設定
次の情報を設定する必要があります。
■

各ノードの IP アドレス

■

リンク障害が発生した場合に IP アドレスをフェールオーバーするための PrivNIC
エージェント。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure 相互接続が NIC 障害やリンク障害から保
護されている必要があります。インストーラは、LLT が設定されている既存のプライ
ベート NIC を検出します。フェールオーバーの選択肢を最大限に確保するために、
PrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使われます。
メモ: PrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンではサポー
トされていません。 詳しくは http://www.symantec.com/business/support/
index?page=content&id=TECH145261 を参照してください。

次のいずれかの方法を使用して、PrivNIC とプライベート IP アドレスの情報を設定しま
す。
SF Oracle RAC のスクリプト
ベースのインストーラ

p.160 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使っ
たプライベート IP アドレスと PrivNIC の設定」 を参照してくださ
い。

手動

p.164 の 「プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの手動設定」
を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使ったプライベート IP ア
ドレスと PrivNIC の設定
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

/etc/hosts ファイルのバックアップを作成し、そのファイルに IP アドレス情報を追加し
ます（インストーラがファイルを更新するように指定した場合のみ）。

■

PrivNIC リソースを CVM グループに追加します。

インストーラを使って PrivNIC とプライベート IP アドレスを設定するには、次の手順を実
行します。

160

第 10 章 Oracle RAC をインストールする前に
SF Oracle RAC インストーラを使った、または手動による Oracle RAC のインストールの準備

PrivNIC とプライベート IP アドレス情報を設定するには

1

SF Oracle RAC メニューで 3 を入力して、オプション［Oracle ネットワーク設定
（Oracle Network Configuration）］を選択します。
1) Create Oracle Users and Groups
2) Create Storage for OCR and Voting disk
3) Oracle Network Configuration
4) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-4,b,q] (1) 3

2

2 を入力して、［プライベート IP アドレスの設定（PrivNIC の設定） - Oracle RAC
11.2.0.2 以前の場合（Configure private IP addresses (PrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2）］オプションを選択します。
1) Configure private IP addresses (For HAIP Configuration)
- For Oracle RAC 11.2.0.2 and later
2) Configure private IP addresses (PrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
3) Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
4) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-3,b,q] (1) 2

インストーラによって、利用可能な LLT リンクと PrivNIC リソースが検出されます。
PrivNIC リソースが存在する場合は、インストーラを使ってリソースを削除し、再設定
するように選択できます。
メモ: インストーラは、対応する PrivNIC リソースのみを設定ファイルから削除します。
対応するネットワークインターフェースから IP アドレスの関連付けを手動で解除
し、/etc/hosts ファイルから IP アドレスを削除する必要があります。

3

PrivNIC リソースの名前を入力します。
Enter the PrivNIC resource name: [b] (ora_priv)
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4

y を入力して、PrivNIC インターフェースの優先度を修正します。
メモ: 設定する優先度によって、フェールオーバー時に PrivNIC エージェントが選
択するインターフェースが決まります。
Do you want to update the priority of the PrivNIC
interfaces? [y,n,q] (n) y

5

インターフェース優先度は降順で設定します。 PrivNIC エージェントは、リストに最
初に指定されているインターフェースに最高優先度を割り当てます。
Enter the interface name in the decreasing priority order,
separated by a space: [b] (net2 net3) net3 net2

6

■

y を入力して、IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。
Do you want the Installer to add IP addresses in /etc/hosts
and /etc/inet/ipnodes files? [y,n,q] (y)

メモ: /etc/inet/ipnodes ファイルは IPv6 アドレス更新のためにのみ使われ
ます。このリリースでは IPv6 アドレスはサポートされていないため、プロンプトの
/etc/inet/ipnodes ファイルへの参照は無視します。

■

ファイルに IP アドレスを手動で追加するように選択する場合は、n を入力しま
す。 手順 8 に進みます。
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7

前の手順で /etc/hosts ファイルに IP アドレスを追加するようにインストーラを有効化
した場合にのみ、この手順を実行します。
ファイルに追加する必要がある IP アドレスのプライベート IP アドレスとプライベート
ノード名を指定します。
メモ: すべての IP アドレスが同じサブネットにある必要があります。同じサブネットに
ない場合は、ノード間で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が正しく通信でき
ません。
クラスタのノードの 1 つの /etc/hosts ファイルにプライベート IP アドレスのエントリが
すでにある場合、インストーラはクラスタのどのノードでも指定した IP アドレスでファ
イルを更新しません。
Enter
Enter
Enter
Enter

the private IP
Hostname alias
the private IP
Hostname alias

for
for
for
for

sys1: [b]
the above
sys2: [b]
the above

192.168.12.1
IP address: [b] sys1-priv
192.168.12.2
IP address: [b] sys2-priv

手順 9 に進みます。

8

/etc/hosts ファイルに IP アドレスを手動で追加することを選択した場合にのみ、この
手順を実行します。
プライベート IP アドレスの情報を入力します。
Enter the private IP for sys1: [b] 192.168.12.1
Enter the private IP for sys2: [b] 192.168.12.2

9

プライベートネットワークのネットマスク情報を入力します。
Enter the Netmask for private network: [b] (255.255.255.0)

SF Oracle RAC インストーラに設定情報が表示されます。

10 y を入力して、設定情報を確認します。インストーラによって VCS 設定に PrivNIC
リソースが追加され、/etc/hosts ファイルが更新されます（インストーラによる更新を
選択した場合）。

11 /etc/hosts ファイルに IP アドレス情報を手動で追加することを選択した場合は、次
の手順に示すようにファイルの更新を続行します。

12 main.cf ファイルのプログラムによって更新された PrivNIC 設定を確認します。
p.170 の 「PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認」 を参照してくだ
さい。
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プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの手動設定
プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを手動で設定するには、次の手順を実行しま
す。OCR と投票ディスクのリソースを設定した VCS グループで PrivNIC リソースを設定
します。
このサンプル手順では、cvm グループに PrivNIC リソースを作成します。PrivNIC エー
ジェントは、指定されたネットワークインターフェースに IP アドレスを plumb します。
プライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを手動で設定するには

1

クラスタ内のいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

PrivNIC リソースを作成し、そのリソースを cssd リソースを設定する予定の同じグ
ループに追加します。
# hares -add privnic_resname PrivNIC cvm_grpname

4

PrivNIC リソースを修正します。
# hares -modify privnic_resname Critical 0
# hares -local privnic_resname Device
# hares -local privnic_resname Address
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic1_node1 0 -sys node_name1
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic2_node1 1 -sys node_name1
# hares -modify privnic_resname ¥
Address privnic_ip_node1 -sys node_name1
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic1_node2 0 -sys node_name2
# hares -modify privnic_resname ¥
Device -add nic2_node2 1 -sys node_name2
# hares -modify privnic_resname ¥
Address privnic_ip_node2 -sys node_name2
# hares -modify privnic_resname ¥
NetMask netmask_ip
# hares -modify privnic_resname Enabled 1

5

クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero
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プライベート IP アドレスの情報と MultiPrivNIC リソースの設定
次の情報を設定する必要があります。
■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ハートビート用の各ノード上の IP アドレス

■

Oracle データベース用の各ノードの 1 つ以上の IP アドレス

■

リンク障害が発生した場合に IP アドレスをフェールオーバーするための MultiPrivNIC
エージェント。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure 相互接続が NIC 障害やリンク障害から保
護されている必要があります。MultiPrivNIC エージェントは、複数のリンクが利用可
能な場合にリンクを障害から保護します。インストーラは、LLT が設定されている既存
のプライベート NIC を検出します。フェールオーバーの選択肢を最大限に確保する
ために、MultiPrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使われます。
メモ: MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンではサ
ポートされていません。 詳しくは http://www.symantec.com/business/support/
index?page=content&id=TECH145261 を参照してください。

次のいずれかの方法を使用して、MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報を設定
します。
SF Oracle RAC のスクリプト
ベースのインストーラ

p.165 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使っ
た MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報の設定」 を参照
してください。

手動

p.168 の 「 MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの手動での設
定 」 を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った MultiPrivNIC と
プライベート IP アドレスの情報の設定
インストーラを使って MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスを設定するには、次の手順
を実行してください。
インストーラで次のタスクが実行されます。
■

/etc/hosts ファイルのバックアップを作成し、そのファイルに IP アドレス情報を追加し
ます（インストーラがファイルを更新するように指定した場合のみ）。

■

MultiPrivNIC リソースを CVM グループに追加します。
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MultiPrivNIC とプライベート IP アドレス情報を設定するには

1

SF Oracle RAC メニューで 3 を入力して、オプション［Oracle ネットワーク設定
（Oracle Network Configuration）］を選択します。
1) Create Oracle Users and Groups
2) Create Storage for OCR and Voting disk
3) Oracle Network Configuration
4) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-4,b,q] (1) 3

2

3 を入力して、［プライベート IP アドレスの設定（MultiPrivNIC の設定） - Oracle
RAC 11.2.0.2 以前の場合（Configure private IP addresses (MultiPrivNIC
Configuration) - For Oracle RAC prior to 11.2.0.2）］オプションを選択します。
1) Configure private IP addresses (For HAIP Configuration)
- For Oracle RAC 11.2.0.2 and later
2) Configure private IP addresses (PrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
3) Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
4) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-3,b,q] (1) 3

インストーラは利用可能な LLT リンクと MultiPrivNIC リソースを検出します。
MultiPrivNIC リソースがあれば、インストーラを使ってリソースを削除し、再設定する
ことを選択できます。
メモ: インストーラは、対応する MultiPrivNIC リソースのみを設定ファイルから削除
します。対応するネットワークインターフェースから IP アドレスの関連付けを手動で
解除し、/etc/hosts ファイルから IP アドレスを削除する必要があります。

3

MultiPrivNIC リソースの名前を入力します。
Enter the MultiPrivNIC resource name: [b] (multi_priv) multi_priv

4

■

y を入力して、IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。
Do you want the Installer to add IP addresses in /etc/hosts
and /etc/inet/ipnodes files? [y,n,q] (y)
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メモ: /etc/inet/ipnodes ファイルは IPv6 アドレス更新のためにのみ使われ
ます。このリリースでは IPv6 アドレスはサポートされていないため、プロンプトの
/etc/inet/ipnodes ファイルへの参照は無視します。

■

5

ファイルに IP アドレスを手動で追加するように選択する場合は、n を入力しま
す。 手順 6 に進みます。

前の手順で /etc/hosts ファイルに IP アドレスを追加するようにインストーラを有効化
した場合にのみ、この手順を実行します。
ファイルに追加する必要がある IP アドレスのプライベート IP アドレスとプライベート
ノード名を指定します。プロンプトで情報を入力しない場合は、x と入力します。
メモ: クラスタのすべてのノードで特定の NIC に使われる IP アドレスは、同じサブ
ネット内にある必要があります。このサブネットは、他の NIC の IP アドレスのサブネッ
トとは異なる必要があります。 そうでない場合、ノード間で Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure と UDP IPC が正しく通信できません。
クラスタのノードの 1 つの /etc/hosts ファイルにプライベート IP アドレスのエントリが
すでにある場合、インストーラはクラスタのどのノードでも指定した IP アドレスでファ
イルを更新しません。
Enter IP addresses for sys1 for net1 separated by space: [b,q,?]
192.168.12.1
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] sys1-priv
Enter IP addresses for sys1 for net2
separated by space: [b,q,?] 192.168.2.1
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] sys1-priv1
Enter IP addresses for sys2 for net1
separated by space: [b,q,?] 192.168.12.2
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] sys2-priv
Enter IP addresses for sys2 for net2
separated by space: [b,q,?] 192.168.2.2
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] sys2-priv1

手順 7 に進みます。
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6

/etc/hosts ファイルに IP アドレスを手動で追加することを選択した場合にのみ、この
手順を実行します。
プライベート IP アドレスの情報を入力します。
Enter IP addresses for sys1
separated by space: [b,q,?]
Enter IP addresses for sys1
separated by space: [b,q,?]
Enter IP addresses for sys2
separated by space: [b,q,?]
Enter IP addresses for sys2
separated by space: [b,q,?]

7

for net1
192.168.12.1
for net2
192.168.2.1
for net1
192.168.12.2
for net2
192.168.2.2

プライベートネットワークのネットマスク情報を入力します。
Enter the Netmask for private network: [b] (255.255.255.0)

SF Oracle RAC インストーラは設定されたパラメータを表示します。

8

y を入力して、設定情報を確認します。インストーラは MultiPrivNIC リソースを追加
し、/etc/hosts ファイルを更新します（インストーラベースの更新を選択した場合）。

9

/etc/hosts ファイルに IP アドレス情報を手動で追加することを選択した場合は、次
の手順に示すようにファイルの更新を続行します。

10 main.cf ファイルでプログラムによって行われた MultiPrivNIC の設定の更新を確認
します。
p.170 の 「PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認」 を参照してくだ
さい。

MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの手動での設定
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と UDP IPC 用の MultiPrivNIC とプライベー
ト IP アドレスを手動で設定するには、次の手順を実行します。OCR と投票ディスクのリ
ソースを設定した VCS グループで MultiPrivNIC リソースを設定します。
すべてのノードでリンク数が同じであることを確認してください。たとえば、次の設定では、
net1 リンクと net2 リンクで障害が発生した場合、MultiPrivNIC エージェントは、sys1 で
は、IP アドレスを net3 リンクにフェールオーバーします。nebula では、3 つ目のリンクが
ないため、エージェントはリンクをすでにダウンしている net1 にフェールオーバーします。
この結果、ノード間の通信が失われ、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure によって
クラスタが再起動されます。
MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device@sys1 = {net1 = 0, net2 = 1,
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net3 = 2}
Device@sys2 = {net1 = 0, net2 = 1}
Address@sys1 = {"192.168.12.1" = 0,
"192.168.2.1" = 1}
Address@sys2 = {"192.168.12.2" = 0,
"192.168.2.2" = 1}
NetMask = "255.255.255.0"
)

メモ: ノード間でリンク数が異なる設定は避けてください。
サンプル手順では、cvm グループに MultiPrivNIC リソースを作成します。MultiPrivNIC
エージェントは、適切なネットワークインターフェースに IP アドレスを設定します。
プライベート IP アドレスと MultiPrivNIC を手動で設定するには

1

クラスタ内のいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

MultiPrivNIC リソースを作成し、そのリソースを cssd リソースを設定する予定の同じ
グループに追加します。
# hares -add multipriv_resname MultiPrivNIC cvm_grpname
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4

MultiPrivNIC リソースを変更します。
# hares -modify multipriv_resname Critical 0
# hares -local multipriv_resname Device
# hares -local multipriv_resname Address
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic1_node1 0 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic2_node1 1 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip1_node1 0 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip2_node1 1 -sys node_name1
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic1_node2 0 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
Device -add nic2_node2 1 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip1_node2 0 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
Address -add multipriv_ip2_node2 1 -sys node_name2
# hares -modify multipriv_resname ¥
NetMask netmask_ip
# hares -modify multipriv_resname Enabled 1

5

クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

PrivNIC と MultiPrivNIC についての VCS 設定の確認
PrivNIC/MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの設定手順が完了したら、VCS の
main.cf 設定ファイルで設定を確認します。
PrivNIC と MultiPrivNIC について VCS 設定を確認するには

1

ディレクトリ /etc/VRTSvcs/conf/config にある main.cf ファイルを表示します。
# more /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

2

PrivNIC エージェントを使った設定の場合:
■

ファイルで PrivNIC リソースが次のように表示されていることを確認します。
次に例を示します。
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PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device @sys1 = {net1= 0, net2= 1}
Device @sys2 = {net1= 0, net2= 1}
Address @sys1 = "192.168.12.1"
Address @sys2 = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)
■

クラスタ内のすべてのノードで PrivNIC リソースがオンラインになっていることを
確認します。
# hares -state priv_resname
Resource Attribute System Value
ora_priv State
sys1
ONLINE
ora_priv State
sys2
ONLINE

3

MultiPrivNIC エージェントを使った設定の場合:
■

ファイルで MultiPrivNIC リソースが次のように表示されていることを確認します。
次に例を示します。
MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device @sys1 = {net1= 0, net2 =
Device @sys2 = {net1= 0, net2 =
Address @sys1 = {"192.168.12.1"
Address @sys2 = {"192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)

■

1}
1}
=0, "192.168.2.1" =1}
=0, "192.168.2.2" =1}

クラスタ内のすべてのシステムで MultiPrivNIC リソースがオンラインになってい
ることを確認します。
# hares -state multipriv_resname
Resource
Attribute
System
multi_priv
State
sys1
multi_priv
State
sys2

Value
ONLINE
ONLINE
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4

次のコマンドを実行するとき、指定したプライベート IP アドレスとデバイスが表示さ
れていることを確認します。
# ifconfig -a

5

各システムから、ping コマンドを使って、プライベート IP アドレスが動作しているこ
とを確認します。

Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンのプライベート IP アドレス設定
プライベート IP アドレスは、Oracle RAC がクラスタノード間で通信を行うために必要で
す。プライベートネットワークの設定によっては、1 つ以上の IP アドレスが必要な場合が
あります。Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンでは、リンク集計、NIC 結合、冗長性
のある専用プライベート通信を可能にする Oracle HAIP（High Availability IP）を使うこと
を推奨します。
リリース 6.1 以降では、Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンで HAIP を SF Oracle
RAC インストーラで設定できます。
メモ: IPv6 アドレスはこのリリースではサポートされていません。
Oracle RAC 用のプライベートネットワークを設定するために使用可能なオプションを
表 10-2 に示します。次のいずれかのオプションを使ってプライベートネットワークを設定
します。
表 10-2

Oracle RAC 11.2.0.2 以降のプライベートネットワークを設定するオ
プション

オプション

説明

リンク集計または NIC 結合

p.172 の 「リンク集計または NIC 結合の使用」 を参照してください。

Oracle HAIP（High
Availability IP）

p.173 の 「Oracle HAIP（High Availability IP）の使用」 を参照して
ください。

リンク集計または NIC 結合の使用
リンク集計や NIC 結合を設定する方法については、オペレーティングシステムのマニュ
アルを参照してください。
メモ: 集約リンクまたは NIC 結合で設定したリンクが単体の LLT リンクとして設定されて
いないことを確認します。
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LLT が結合インターフェースに基づいて設定されているときは、次の手順のいずれかを
実行して GAB が JEOPARDY メンバーシップを報告しないように設定します。
■

結合された NIC のほかに、LLT に基づくネットワークインターフェースを追加します。

■

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

<n> は集計リンクで設定したリンクの数です。
LLT を再起動します。
# svcadm restart llt

Oracle HAIP（High Availability IP）の使用
Oracle RAC 11.2.0.2 以降で、Oracle 社は IP アドレスのフェールオーバーをサポート
するために HAIP（High Availability IP）機能を導入しました。 HAIP の目的は、すべて
のアクティブな相互接続インターフェース全体に負荷分散を実行し、応答しない既存の
インターフェースを利用可能なインターフェースにフェールオーバーすることです。 HAIP
には最大 4 つのプライベート相互接続をアクティブ化する機能があります。 これらのプラ
イベートネットワークアダプタは、Oracle Grid Infrastructure のインストール時または
oifcfg ユーティリティを使ったインストール後に設定できます。
現在、Oracle Grid Infrastructure は HAIP に 169.254. *.* サブネットを使ってプライ
ベートネットワークインターフェースでエイリアス IP（仮想プライベート IP と呼ばれる）を作
成します。ただし、そのサブネット範囲がすでに使用中の場合には Oracle Grid
Infrastructure はこれを使いません。 したがって、Oracle Grid Infrastructure インストー
ラを使って HAIP を有効にするには、Grid インストールを開始する前に静的プライベー
ト IP アドレスですべてのプライベートインターフェースを設定します。 Oracle Grid
Infrastructure のインストール時に、「プライベート」インターフェースにこれらのインター
フェースを選択します。すべての LLT リンクをクラスタ相互接続に使うことを推奨します。
次のいずれかの方法で HAIP を設定できます。
SF Oracle RAC スクリ p.173 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った HAIP
プトベースのインストー の固定 IP アドレスの設定」 を参照してください。
ラ
手動

p.176 の 「手動による HAIP の固定 IP アドレスの設定」 を参照してくださ
い。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った HAIP の固定 IP
アドレスの設定
高可用性 IP アドレスは Oracle Grid Infrastructure によって管理されています。SF
Oracle RAC は HAIP に複数のネットワークインターフェースを設定することをサポートし
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ます。各ネットワークインターフェースに 1 つの固定 IP アドレスが必要です。すべての
ノードはクラスタ内のプライベート相互接続に共通のネットワークインターフェースを使用
する必要があります。
HAIP を設定する前に次の情報を確認してください。
■

Oracle HAIP の設定にパブリックネットワークインターフェースを使用しないでくださ
い。

■

HAIP の設定にはすべての LLT リンクが使用されます。

■

クラスタの各ノードのプライベート相互接続では同じネットワークインターフェースを使
用する必要があります。

■

Oracle Clusterware をインストールする前に、すべてのノードの /etc/hosts にプライ
ベート IP アドレスを追加する必要があります。インストーラが /etc/hosts に IP アドレ
スを追加するようにするには

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使って HAIP の固定 IP アドレスを
設定するには

1

SF Oracle RAC メニューで 3 を入力して、オプション［Oracle ネットワーク設定
（Oracle Network Configuration）］ を選択します。
1) Create Oracle Users and Groups
2) Create Storage for OCR and Voting disk
3) Oracle Network Configuration
4) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-4,b,q] (1) 3

2

1 を入力して、オプション［プライベート IP アドレスの設定（HAIP の設定） - Oracle
RAC 11.2.0.2 以降の場合（Configure private IP addresses (For HAIP
Configuration) - For Oracle RAC 11.2.0.2 and later）］を選択します。
1) Configure private IP addresses (For HAIP Configuration)
- For Oracle RAC 11.2.0.2 and later
2) Configure private IP addresses (PrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
3) Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
4) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: 1-3,b,q (1) 1

インストーラによって、利用可能な LLT リンクが検出されます。
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3

y を入力して、IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。
Do you want the Installer to add IP addresses in /etc/hosts
file? [y,n,q] (y)

ファイルに IP アドレスを手動で追加して、次の情報を入力するように選択する場合
は、n を入力します。
Enter
Enter
Enter
Enter

the
the
the
the

IP
IP
IP
IP

for
for
for
for

net1
net2
net1
net2

on
on
on
on

sys1:
sys1:
sys2:
sys2:

[b]
[b]
[b]
[b]

192.168.12.1
192.168.13.1
192.168.12.2
192.168.13.2

手順 5 に進みます。

4

前の手順で /etc/hosts ファイルに IP アドレスを追加するようにインストーラを有効
化した場合にのみ、この手順を実行します。ファイルに追加する必要がある IP アド
レスのプライベート IP アドレスとプライベートノード名を指定します。
メモ: すべての IP アドレスが同じサブネットにある必要があります。同じサブネットに
ない場合は、ノード間で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が正しく通信でき
ません。クラスタのノードの 1 つの /etc/hosts ファイルにプライベート IP アドレス
のエントリがすでにある場合、インストーラはクラスタのどのノードでも指定した IP ア
ドレスでファイルを更新しません。どのノードのファイルにも存在していない IP アドレ
スのみが追加されます。
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

5

the IP for net1 on
Hostname alias for
the private IP for
Hostname alias for
the IP for net1 on
Hostname alias for
the private IP for
Hostname alias for

sys1: [b] 192.168.12.1
the above IP address: [b] sys1-haip1
net2 on sys1: [b] 192.168.13.1
the above IP address: [b] sys1-haip2
sys2: [b] 192.168.12.2
the above IP address: [b] sys2-haip1
net2 on sys2: [b] 192.168.13.2
the above IP address: [b] sys2-haip2

プライベートネットワークのネットマスク情報を入力します。
Enter the Netmask for private network: [b] (255.255.255.0)

SF Oracle RAC インストーラに設定情報が表示されます。

6

y を入力して、設定情報を確認します。インストーラが /etc/hosts ファイルを更新
します（インストーラベースのアップデートを選択した場合）。

7

/etc/hosts ファイルに IP アドレス情報を手動で追加することを選択した場合は、

次の手順に示すようにファイルの更新を続行します。
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手動による HAIP の固定 IP アドレスの設定
オペレーティングシステムのネーティブコマンドを使用して固定 IP アドレスを手動で設定
できます。手順について詳しくは、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。
たとえば、固定 IP アドレスを設定するには次のように操作します。
Solaris 10 の場合: /etc/hostname ファイルを編集します。interface_name を編集して
固定 IP アドレスを追加します。
Solaris 11 の場合は、次のコマンドを実行します。
# ipadm create-ip interface_name
# ipadm create-addr -T static -a ¥
local=IP_address/prefixlen interface_name/addr

すべてのプライベートネットワークインターフェース上でマルチキャストが
機能することの確認
Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンをインストールする予定であるときは、次の
手順を実行します。
プライベート相互接続ネットワークのマルチキャストネットワーク通信は有効にして、すべ
てのノードで有効にする必要があります。そうしないと、Oracle Grid Infrastructure のイ
ンストールまたはアップグレードが失敗することがあります。
詳しくは、Oracle Metalink ドキュメント: 1212703.1 を参照してください。

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホー
ムディレクトリの手動での作成
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレクトリは、
ローカルファイルシステム、ローカルの Veritas ファイルシステム、または Veritas クラスタ
ファイルシステム上に作成できます。 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle
データベースのインストール時にインストーラからホームディレクトリの入力を求められた
とき、そのディレクトリが存在しない場合は、各ノード上にローカルに作成されます。
メモ: シマンテック社では、クラスタ内の各ノードに対してローカルな Oracle Clusterware
と Oracle データベースのバイナリをインストールすることを推奨します。 Oracle Grid
Infrastructure バイナリは、ローカルファイルシステムにのみインストールする必要があり
ます。 サイズの必要条件については、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
表 10-3 に、作成する必要がある Oracle RAC ディレクトリを示します。
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表 10-3

ディレクトリのリスト

ディレクトリ

説明

Oracle Grid Infrastructure Oracle Grid Infrastructure バイナリを格納するホームディレクトリへ
のパス。 Oracle Universal Installer（OUI）は、GRID_HOME とも呼
のホームディレクトリ
（GRID_HOME）
ばれるこのディレクトリに Oracle Grid Infrastructure と Oracle ASM
をインストールします。
（Oracle RAC 11g リリース
2 以降のバージョンの場
ディレクトリは、権限が 755 に設定されている、Oracle Grid
合）
Infrastructure のインストール所有者（oracle または grid）によって所
有される必要があります。
グリッドのホームディレクトリへのパスは、すべてのノードで同じである
必要があります。
パスを選択するときは、Oracle の Optimal Flexible Architecture
（OFA）のガイドラインに従ってください。
Oracle ベースディレクトリ
（ORACLE_BASE）

すべての Oracle のインストールが含まれているベースディレクトリ。
Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合は、グリッドユー
ザー用と Oracle ユーザー用に別々の Oracle ベースディレクトリを
作成します。
複数のデータベースのインストールで Optimal Flexible Architecture
（OFA）の設定が保持されることを推奨します。
Oracle ベースディレクトリへのパスは、すべてのノードで同じである必
要があります。 Oracle ベースディレクトリの権限は 755 以上である必
要があります。

Oracle ホームディレクトリ
（ORACLE_HOME）

Oracle データベースソフトウェアがインストールされるディレクトリ。
Oracle ホームディレクトリへのパスは、すべてのノードで同じである必
要があります。 Oracle ホームディレクトリの権限は 755 以上である必
要があります。

ディレクトリを作成するには、次のいずれかのオプションを使います。
ローカルファイルシステム

p.177 の 「ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには」
を参照してください。

Cluster File System

p.179 の 「Oracle データベース用のファイルシステムとディレクトリを
クラスタファイルシステムに作成するには」 を参照してください。

ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには

1

各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

次のいずれかの方法を使用して、ローカルファイルシステムを作成してマウントしま
す。
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■

ネーティブオペレーティングシステムコマンドを使用する
手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

■

Veritas File System（VxFS）コマンドを使用する

root ユーザーとして、各ノード上に VxVM ロー # vxdg init vxvm_dg ¥
dg_name
カルディスクグループを作成します。

Oracle Clusterware/Oracle Grid Infrastructure # vxassist -g vxvm_dg make clus_volname size
バイナリ用のボリュームと Oracle バイナリ用の # vxassist -g vxvm_dg make ora_volname size
ボリュームを別個に作成します。
ボリュームにファイルシステムを作成します。

# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/clus_volname
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/ora_volname

ファイルシステムをマウントします。

# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname ¥
clus_home
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

3

Oracle RAC 用のディレクトリを作成します。
#
#
#
#

4

5

mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

-p
-p
-p
-p

grid_base
clus_home
oracle_base
oracle_home

ディレクトリに対して適切な所有権と権限を設定します。
#
#
#
#

chown
chmod
chown
chmod

-R
-R
-R
-R

grid:oinstall grid_base
775 grid_base
grid:oinstall clus_home
775 clus_home

#
#
#
#

chown
chmod
chown
chmod

-R
-R
-R
-R

oracle:oinstall oracle_base
775 oracle_base
oracle:oinstall oracle_home
775 oracle_home

リソースを VCS 設定に追加します。
p.179 の 「VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには」 を参照
してください。

6

クラスタの各ノード上で、すべての手順を繰り返します。
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VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS 設定ファイルの権限を変更します。
# haconf -makerw

2

VxVM ボリュームを VCS の下に設定します。
# hares -add dg_resname DiskGroup cvm
# hares -modify dg_resname DiskGroup vxvm_dg -sys node_name
# hares -modify dg_resname Enabled 1

3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add clusbin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify clusbin_mnt_resname MountPoint ¥
"clus_home"
# hares -modify clusbin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname" -sys node_name
# hares -modify clusbin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify clusbin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify clusbin_mnt_resname Enabled 1
# hares -add orabin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify orabin_mnt_resname MountPoint ¥
"oracle_home"
# hares -modify orabin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname" -sys node_name
# hares -modify orabin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify orabin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify orabin_mnt_resname Enabled 1

4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link clusbin_mnt_resnamevxvm_dg
# hares -link orabin_mnt_resnamevxvm_dg

5

クラスタの各ノード上で、すべての手順を繰り返します。

Oracle データベース用のファイルシステムとディレクトリをクラスタファイルシステムに作
成するには
クラスタの CVM マスターノードで次の手順を実行します。
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1

root ユーザーとして VxVM 共有ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init cvm_dgdg_name

2

Oracle データベースのボリュームを作成します。
# vxassist -g cvm_dg make ora_volnamesize

3

Oracle ベースディレクトリと Oracle ホームディレクトリを作成します。
# mkdir -p oracle_base
# mkdir -p oracle_home

4

ボリュームにファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/cvm_dg/ora_volname

5

ファイルシステムをマウントします。 各ノード上で、この手順を実行します。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/cvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

6

クラスタのすべてのノード上で所有権と権限を変更します。
#
#
#
#

7

chown
chmod
chown
chmod

-R
-R
-R
-R

oracle:oinstall oracle_base
775 oracle_base
oracle:oinstall oracle_home
775 oracle_home

CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを VCS 設定に追加します。
p.181 の 「CLI を使って CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを VCS 設定に
追加するには」 を参照してください。
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CLI を使って CFSMount リソースと CVMVolDg リソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS 設定ファイルの権限を変更します。
# haconf -makerw

2

VCS の下で CVM ボリュームを設定します。
# hares -add dg_resname CVMVolDg cvm
# hares -modify dg_resname Critical 0
# hares -modify dg_resname CVMDiskGroup cvm_dg
# hares -modify dg_resname CVMVolume -add ora_volname
# hares -modify dg_resname CVMActivation sw

3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add orabin_mnt_resname CFSMount cvm
# hares -modify orabin_mnt_resname Critical 0
# hares -modify orabin_mnt_resname MountPoint ¥
"oracle_home"
# hares -modify orabin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/cvm_dg/ora_volname"

4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link dg_resname cvm_clus
# hares -link orabin_mnt_resnamedg_resname
# hares -link orabin_mnt_resname vxfsckd

5

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify dg_resname Enabled 1
# hares -modify orabin_mnt_resname Enabled 1
# haconf -dump -makero
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6

main.cf ファイルのリソース設定を確認します。

7

クラスタ内のすべてのシステムでリソースがオンラインになっていることを確認します。
# hares -state dg_resname
# hares -state orabin_mnt_resname

メモ: この時点で、crsorabin_voldg リソースはオフラインであると報告され、基になっ
ているボリュームはオンラインです。 したがって、各ノード上でリソースを手動でオン
ラインにする必要があります。
リソースを手動でオンラインにするには
# hares -online dg_resname -sys node_name

ユーザー相当の権限の設定
クラスタ内のノードで、OracleUniversal Installer がパスワードの入力を要求することな
く、安全にファイルをコピーしたりプログラムを実行したりするためには、すべてのノードで
グリッドユーザー（Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョン）および Oracle ユー
ザー相当の権限を確立する必要があります。
Oracle ユーザーとグリッドユーザーについてクラスタノード間にパスワードなし SSH 通
信を設定します。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

Veritas Membership ライブラリが Oracle ライブラリにリンクされている
かどうかの確認
連携したクラスタメンバーシップ情報の交換やデータ整合性の保護を可能にするために
は、Veritas Membership ライブラリ（VCSMM）が Oracle ライブラリにリンクされている必
要があります。Oracle では、リンクされた skgxn ライブラリ（libskgxn）を使って VCSMM
への ioctl 呼び出しを行い、その結果クラスタやインスタンスのメンバーシップ情報を取得
します。
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Veritas Membership ライブラリが Oracle ライブラリにリンクされているかどうかを確
認するには
◆

/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so ライブラリが
/opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so ライブラリにリンクされていることを確

認します。
# ls -l /opt/ORCLcluster/lib
libskgxn2.so -> /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so

リンクが存在しない場合は、次のように Oracle ライブラリへのシンボリックリンクを作
成します。
# ln -s /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so ¥
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so
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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。
■

Oracle RAC のインストールについて

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアのインストール

■

GPnP プロファイルの LLT リンクの設定

■

Oracle RAC データベースソフトウェアのインストール

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure とデータベースのインストールの検証

Oracle RAC のインストールについて
Oracle RAC は、共有ストレージまたは各ノードでローカルにインストールできます。
Oracle RAC をインストールするには、次のいずれかの方法を使用します。
SF Oracle RAC インス
トーラ

インストーラがインストール処理を開始すると、Oracle Universal Installer
に必要な情報の入力を求められます。 Oracle Universal Installer は、
これらのインストール値が事前に入力された状態で起動し、Oracle
RAC のインストールを行います。
インストールを開始するには、Veritas スクリプトベースのインストーラを
起動する必要があります。

Oracle Universal
Installer

Oracle Universal Installer は Oracle RAC をインストールします。 イ
ンストール値はインストール時に手動で入力する必要があります。
Oracle RAC をインストールするには、Oracle Universal Installer を
呼び出す必要があります。
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応答ファイル

SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラは、専用の応答ファイ
ルを使った Oracle RAC のサイレントインストールに対応しています。
SF Oracle RAC 応答ファイルは、Oracle RAC ソフトウェアバイナリと
Oracle RAC 応答ファイルのパス情報が含まれるように修正する必要
があります。
詳細と手順については、
手順については、このマニュアルの「応答ファイルを使った Oracle RAC
のインストール」の章を参照してください。

メモ: この章では、どのような場合も必要となる変数とサンプル値を使用して手順を説明し
ます。 ここに示す変数とサンプル値は、インストール必要条件に適合した値に置き換え
てください。
インストールを開始する前に、次のことを行ってください。
■

インストールタスクを実行するときに Oracle ワークシートを手元に置いておいてくださ
い。
p.367 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報」 を
参照してください。
p.370 の 「Oracle データベースのインストールに必要な情報」 を参照してください。

■

インストール中に必要な追加情報については、Oracle のインストールマニュアルと該
当する Oracle サポート Web サイトを確認してください。

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェア
のインストール
この項では、SF Oracle RAC インストーラを使って Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure をインストールする手順について説明します。 SF Oracle RAC インストー
ラは、Oracle Universal Installer を呼び出すために必要な情報を入力するよう要求し
て、Oracle Universal Installer を起動します。 SF Oracle RAC インストーラに渡される
応答は、Oracle Universal Installer ウィザードで事前に入力します。 インストール手順
の実行中に、Oracle Universal Installer でこれらのインストール値を確認または変更し
てください。
メモ: インストールを開始する前に、クラスタのノードが同じタイプのネットワークデバイスを
使ってネットワークリンクに接続されていることを確認します。たとえば、クラスタ内のある
ノードで net0 をパブリックリンクとして使う場合は、クラスタ内の他のすべてのノードでも
net0 をパブリックリンクとして使う必要があります。同様に、クラスタ内のあるノードで net1
をプライベートリンクとして使う場合は、クラスタ内の他のすべてのノードでも net1 をプラ
イベートリンクとして使う必要があります。
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Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアは、インストールする Oracle RAC
のバージョンに応じて、各ノードの CRS_HOME または GRID_HOME にインストールさ
れます。
メモ: VxFS または CFS に Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインストールする
場合は、インストールを進める前に、適切なストレージを作成したことを確認してください。
p.176 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディ
レクトリの手動での作成」 を参照してください。
このソフトウェアのインストールには、次のいずれかの方法を使用します。
SF Oracle RAC のスクリプトベースのイ スクリプトベースインストーラを使う
ンストーラ
p.186 の 「SF Oracle RAC スクリプトベースインストーラ
を使った Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のイ
ンストール」 を参照してください。
応答ファイルを使う
「応答ファイルを使ったSF Oracle RAC と Oracle RAC
のインストール」を参照してください。
Oracle Universal Installer

p.189 の 「 Oracle Universal Installer を使った Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure のインストール」 を参
照してください。

SF Oracle RAC スクリプトベースインストーラを使った Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

Oracle Universal Installer を呼び出して、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
をインストールする

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure インストールを検証する

SF Oracle RAC スクリプトベースインストーラを使って Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure をインストールするには

1

必要なプレインストール手順が完了していることを確認します。
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2

次の SF Oracle RAC インストーラメニューに戻り、オプション［Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure とデータベースのインストール（Install Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure and Database）］を選択します。
1) Configure SF Oracle RAC sub-components
2) Prepare to Install Oracle
3) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
4) Post Oracle Installation Tasks
5) Exit SF Oracle RAC Configuration
Choose option: [1-5,q] (1) 3

3

オプション［Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール（Install Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure）］を選択します。
1) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
2) Install Oracle Database
3) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-3,b,q] (1) 1

4

クラスタのノードが、同類のネットワークデバイスを使ってネットワークリンクと接続され
ていることを確認します。 画面上の関連情報を確認し、Enter キーを押して確認し
ます。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

5

Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を設定します。
Enter DISPLAY environment variable: [b] 10.20.12.150:0.0

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレス
です。

6

Oracle RAC バージョンに応じて Oracle UNIX ユーザー名を入力します。この
Oracle UNIX ユーザー名はプレインストール処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX user name:

7

[b]

Oracle UNIX グループ名を入力します。 この Oracle UNIX グループ名はインストー
ル前の処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX group name:

[b] (oinstall)
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8

Oracle ベースディレクトリの絶対パスを入力します。
メモ: ORACLE_BASE ディレクトリはローカルディレクトリである必要があります。

9

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。
指定した Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリが存在しない
場合は、各ノードにディレクトリがローカルに作成され、Oracle ユーザー用の適切な
権限が設定されます。

10 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure インストールイメージの絶対パスを入力し
ます。 Return キーを押して続行します。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ソフトウェアのバージョンが検出されます。

11 y を入力して、インストールを続行します。
12 設定情報を表示し確認します。 Oracle Universal Installer が呼び出されます。
13 Oracle Universal Installer でプロンプトが表示されたら、必要な情報を入力します。
p.367 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報」
を参照してください。

14 Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。 Oracle
Universal Installer で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールが
開始されます。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 および以降のバージョンの場合: 今後のインストー
ルに備えて Oracle Grid Infrastructure のインストール設定を応答ファイルに保存
する場合は、Oracle Universal Installer の概略ページの［Save Response File］
オプションをクリックしてください。

15 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールの最後に、クラスタの各ノー
ドから root ユーザーとして、次の設定スクリプトを列挙されている順序で実行します。
メモ: Oracle 12c インストールで、オプション［Automatically run configuration
scripts］を選択した場合は、この手順を省略できます。
■

orainstRoot.sh（oraInventory ディレクトリにあります）

続行する前に、スクリプトが各ノードに存在することを確認します。
■

root.sh（Oracle RAC バージョンに応じて、CRS_HOME ディレクトリまたは
GRID_HOME ディレクトリにあります）
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16 Oracle Universal Installer ウィンドウに戻り、OK をクリックして続行します。
Oracle Universal Installer から、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインス
トールが正常に行われたことが通知されます。

17 SF Oracle RAC インストーラに戻り、Return キーを押して続行します。 Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が適切にインストールされたかどうかが検証されま
す。
これで Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールが完了します。

Oracle Universal Installer を使った Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure のインストール
この項では、Oracle Universal Installer を使って Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
ソフトウェアをインストールする手順について説明します。このソフトウェアは、各ノードで
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のホームディレクトリにインストールされます。
Oracle Universal Installer を使って Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をイ
ンストールするには

1

Oracle グリッドユーザーとしてログインします。最初のノードで、DISPLAY 変数を設
定します。
■

Bourne シェル（bash）を使う場合、次のように入力します。
$ DISPLAY=10.20.12.150:0.0;export DISPLAY

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アド
レスです。
■

C シェル（csh または tcsh）を使う場合、次のように入力します。
$ setenv DISPLAY 10.20.12.150:0.0

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アド
レスです。

2

最初のノードで Oracle Universal Installer を起動します。
Oracle Universal Installer で必要な場合は、-ignorePrereq -ignoreSysPrereqs
-ignoreInternalDriverError の引数の 1 つ以上を入力します。
$ ./runInstaller

3

Oracle Universal Installer でプロンプトが表示されたら、必要な情報を入力します。
p.367 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報」
を参照してください。
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4

Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。 Oracle
Universal Installer で Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールが
開始されます。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 および以降のバージョンの場合: 今後のインストー
ルに備えて Oracle Grid Infrastructure のインストール設定を応答ファイルに保存
する場合は、Oracle Universal Installer の概略ページの［Save Response File］
オプションをクリックしてください。

5

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールの最後に、クラスタの各ノー
ドから root ユーザーとして、次の設定スクリプトを列挙されている順序で実行します。
■

orainstRoot.sh（oraInventory ディレクトリにあります）
続行する前に、スクリプトが各ノードに存在することを確認します。

■

root.sh（Oracle RAC バージョンに応じて、CRS_HOME ディレクトリまたは
GRID_HOME ディレクトリにあります）

メモ: Oracle 12c インストールで、オプション［Automatically run configuration
scripts］を選択した場合は、この手順を省略できます。

6

Oracle Universal Installer ウィンドウに戻り、OK をクリックして続行します。Oracle
Universal Installer から、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
が正常に行われたことが通知されます。Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
デーモンがノードで起動します。

GPnP プロファイルの LLT リンクの設定
この手順は、Oracle RAC 11g リリース 2 以降のインストールでのみ実行してください。
GPnP プロファイルを更新して、Oracle Grid Infrastructure のインストール中にプロファ
イルに追加されなかった残りの LLT リンクを含めます。
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GPnP プロファイルに LLT リンクを設定するには

1

現在設定されているインターフェースを表示します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg getif
net0 10.2.156.0
global
net1 192.168.12.0
global

public
cluster_interconnect

GPnP プロファイルに現在格納されているインターフェース、サブネット、ロール（パ
ブリックまたは cluster_interconnect）が表示されます。

2

残りの LLT リンクを GPnP プロファイルに追加します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg setif -global ¥
net2/192.168.12.0:cluster_interconnect

クラスタ相互接続（負荷分散用）のために異なるサブネット上で複数の IP アドレスを
使う場合は、残りのインターフェースサブネットを GPnP プロファイルに追加します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg setif -global ¥
net2/192.168.2.0:cluster_interconnect
# $GRID_HOME/bin/oifcfg setif -global ¥
net1/192.168.2.0:cluster_interconnect

3

適切なインターフェースサブネットが使用中であることを確認します。
# $GRID_HOME/bin/oifcfg
net0 10.2.156.0
net1 192.168.12.0
net2 192.168.12.0
net1 192.168.2.0
net2 192.168.2.0

getif
global
global
global
global
global

public
cluster_interconnect
cluster_interconnect
cluster_interconnect
cluster_interconnect

すべての LLT リンクが設定されていて、GPnP プロファイルに含まれていることを確
認します。

Oracle RAC データベースソフトウェアのインストール
Oracle データベースのインストールを開始する前に、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure が起動し、動作中であることを確認します。シマンテック社 では各ノードで
Oracle データベースをローカルにインストールすることをお勧めします。
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メモ: VxFS または CFS に Oracle データベースをインストールする場合は、インストー
ルを進める前に、適切なストレージを作成したことを確認してください。
p.176 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディ
レクトリの手動での作成」 を参照してください。
このソフトウェアのインストールには、次のいずれかの方法を使用します。
SF Oracle RAC のスクリプトベー
スのインストーラ

スクリプトベースインストーラを使う
p.192 の 「SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを
使った Oracle RAC データベースのインストール」 を参照し
てください。
応答ファイルを使う
「応答ファイルを使ったSF Oracle RAC と Oracle RAC のイ
ンストール」を参照してください。

Oracle Universal Installer

p.195 の 「Oracle Universal Installer を使った Oracle RAC
データベースのインストール」 を参照してください。

SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使った Oracle RAC
データベースのインストール
SF Oracle RAC インストーラは次のタスクを実行します。
■

すべてのノードで Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の状態を確認する

■

Oracle Universal Installer を起動して Oracle データベースをインストールする

■

Oracle RAC データベースのインストールを検証する
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SF Oracle RAC スクリプトベースのインストーラを使って Oracle RAC データベースを
インストールするには

1

SF Oracle RAC インストーラに戻り、4 を入力して［Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure とデータベースのインストール］オプションを選択します。
1) Configure SF Oracle RAC sub-components
2) Prepare to Install Oracle
3) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
4) Post Oracle Installation Tasks
5) Exit SF Oracle RAC Configuration
Choose option: [1-5,q] (1) 3

2

オプション［Oracle データベースのインストール（Install Oracle Database）］を選択
します。
1) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
2) Install Oracle Database
3) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-3,b,q] (1) 2

3

Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を設定します。
Enter the DISPLAY environment variable: [b] 10.20.12.150:0.0

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレス
です。

4

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。 この Oracle UNIX ユーザー名はプレイン
ストール処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX user name:

5

Oracle UNIX グループ名を入力します。 この Oracle UNIX グループ名はインストー
ル前の処理中に設定されたものです。
Enter Oracle UNIX group name:

6

[b] (oracle)

[b] (oinstall)

Oracle ベースディレクトリの絶対パスを入力します。
Enter absolute path of Oracle Base directory: [b]
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7

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。
Enter absolute path of Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Home directory: [b]

8

Oracle データベースホームディレクトリの絶対パスを入力します。
Enter absolute path of Oracle Database Home directory: [b]

指定した Oracle RAC データベースホームディレクトリが存在しない場合は、各ノー
ドにディレクトリがローカルに作成され、Oracle ユーザー用の適切な権限が設定さ
れます。

9

データベースインストールイメージの絶対パスを入力します。
Enter absolute path of Oracle Database install image: [b]

バイナリから Oracle ソフトウェアのバージョンが判別されます。

10 y を入力して、インストールを続行します。
11 設定情報を表示し確認します。
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が実行中であることが確認され、Oracle
Universal Installer が呼び出されます。

12 Oracle Universal Installer でプロンプトが表示されたら、必要な情報を入力します。
p.370 の 「Oracle データベースのインストールに必要な情報」 を参照してください。

13 Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。 Oracle
Universal Installer で Oracle データベースのインストールが開始されます。

14 クラスタノードで root ユーザーとして root.sh スクリプトを実行します。
Oracle Universal Installer ウィンドウに戻り、OK をクリックして続行します。

15 SF Oracle RAC インストーラに戻り、Return キーを押して続行します。 Oracle デー
タベースインストールが検証されます。
メモ: インストールが完了した後に、データベースバイナリを再リンクするようメッセー
ジが表示されます。 SF Oracle RAC ライブラリの再リンクが存在する場合、すべて
の必須パッチの追加が完了した後でのみ行うことを推奨します。 必要となるパッチ
の更新については、Oracle のマニュアルを参照してください。
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Oracle Universal Installer を使った Oracle RAC データベースのインス
トール
次の手順では、Oracle Universal Installer を使った Oracle RAC データベースのイン
ストール方法を説明しています。 シマンテックでは、Oracle RAC データベースを各ノー
ドでローカルにインストールすることをお勧めします。
Oracle Universal Installer を使って Oracle RAC データベースをインストールするに
は

1

Oracle ユーザーとしてログインします。 最初のノードで、DISPLAY 変数を設定しま
す。
■

Bourne シェル（bash）を使う場合、次のように入力します。
$ DISPLAY=10.20.12.150:0.0;export DISPLAY

■

C シェル（csh または tcsh）を使う場合、次のように入力します。
$ setenv DISPLAY 10.20.12.150:0.0

10.20.12.150 は、インストーラの表示をエクスポートする X サーバーの IP アドレス
です。

2

Oracle Universal Installer を起動します。
$ ./runInstaller -ignoreSysPrereqs

3

Oracle Universal Installer でプロンプトが表示されたら、必要な情報を入力します。
p.370 の 「Oracle データベースのインストールに必要な情報」 を参照してください。

4

Oracle Universal Installer で表示された設定の概略を確認します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合: 今後のインストールに
備えて Oracle RAC データベースのインストール設定を応答ファイルに保存する場
合は、Oracle Universal Installer の概略ページの［応答ファイルの保存（Save
Response File）］オプションをクリックしてください。
Oracle Universal Installer で Oracle データベースのインストールが開始されます。

5

Oracle Universal Installer でプロンプトが表示されたら、root.sh スクリプトを実行し
ます。
# cd $ORACLE_HOME
# ./root.sh
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Oracle Clusterware/Grid Infrastructure とデータベー
スのインストールの検証
■

次の手順では、Oracle プロセスがすべてのノード上で実行されていることを確認する
ことによって、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle RAC データベー
スのインストールを検証します。
インストールを検証するには、クラスタ内の任意のノードから次のコマンドを実行しま
す。 コマンド出力で、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure プロセスがノード上で
オンラインであることを確認します。
# $GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t

----------------------------------------------------------NAME
TARGET STATE
SERVER
STATE_DETAILS
----------------------------------------------------------Local Resources
----------------------------------------------------------ora.LISTENER.lsnr
ONLINE ONLINE
sys1
ONLINE ONLINE
sys2
ora.asm
OFFLINE OFFLINE
sys1
OFFLINE OFFLINE
sys2
.
.
.
------------------------------------------------------------Cluster Resources
------------------------------------------------------------ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
1
ONLINE ONLINE
sys2
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr
1
ONLINE ONLINE
sys1
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr
1
ONLINE ONLINE
sys1
.
.
.
■

Oracle RAC データベースインストールを検証するには、oraInventory ログを調べま
す。
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Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンでのノード番号の不一致
Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンでは、lsnodes コマンド（SF Oracle RAC
からメンバーシップ情報を入手するために使われる）と olsnodes コマンド（Oracle Grid
Infrastructure からメンバーシップ情報を入手するために使われる）の出力が異なってい
ます。Oracle RAC では 1 からカウントが始まり、SF Oracle RAC では 0 からカウントが
始まります。
たとえば、2 ノードクラスタでは
lsnodes コマンドの出力は次のようになります。
# lsnodes -n
Node1
0
Node2
1
olsnodes コマンドの出力は次のようになります。
# olsnodes -n
Node1
1
Node2
2

以前のリリースの Oracle RAC では、クラスタ内に設定に関する問題がないかぎり、それ
らのコマンドの出力は同じでした。ノード番号の不一致があったときは必ず、それ以上の
問題がクラスタ内に見つかりました。
しかし、Oracle RAC 11g リリース 2 でのノード番号の不一致は、Oracle Grid
Infrastructure の設計変更に準じたものです。 これは、設定に関する問題がクラスタ内で
生じていることを示すものではありません。
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12
Oracle RAC の自動インス
トールの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った Oracle RAC のインストールについて

■

インストール前に

■

Oracle RAC のインストール

■

Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義

■

Oracle RAC をインストールするためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った Oracle RAC のインストールにつ
いて
-responsefile オプションを指定して SF Oracle RAC インストーラを実行することに

よって、システムのサイレント事前設定を実行できます。 Oracle Clusterware と Oracle
データベースのインストールで、Oracle 応答ファイルとともにこの機能を使うと、クラスタ
への Oracle RAC の配備を標準化し、自動化できます。

インストール前に
Oracle RAC のサイレントインストールを開始する前に、必ず次の手順のタスクを完了し
てください。
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応答ファイルを使って Oracle RAC をインストールするためにシステムを準備するには

1

システムがインストールの必要条件を満たしていることを確認します。
要件については、このマニュアルの「システム必要条件」の章を参照してください。

2

ノードで、次の準備タスクを手動でまたは SF Oracle RAC インストーラを使って完
了します。
■

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定する

■

Oracle RAC 用のストレージとプライベートネットワークの設定を計画する

■

カーネルパラメータを設定する

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認する

■

Oracle ユーザーとグループを作成する

■

Oracle ユーザー相当の権限を設定する

■

Oracle ユーザーのプロファイルを編集する

手順については、このマニュアルの「Oracle RAC をインストールする前に」の章を
参照してください。

3

Oracle Clusterware のインストール中のチェックを抑止するために、crs_prereq.xml
ファイル内の ORCLudlm 前提条件チェックをコメント化します。
メモ: ORCLudlm チェックが抑止されていない場合は、Oracle Clusterware のサイ
レントインストールに失敗します。
Oracle Clusterware ソフトウェアをマウントしたディレクトリに移動します。 ファイル
stage/prereq/crs/crs_prereq.xml にナビゲートし、ファイルに次の行がある場
合はコメント化します。
<PREREQUISITEREF NAME="ORCLudlm_check" SEVERITY="Error"/>

次のようにコメント化します。
<!--PREREQUISITEREF NAME="ORCLudlm_check" SEVERITY="Error"/-->
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4

Oracle RAC に用意されている応答ファイルテンプレートを使って、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースをインストールするための
応答ファイルを作成します。
応答ファイルテンプレートの使用手順については、Oracle RAC のマニュアルを参
照してください。
メモ: これらの応答ファイルが保存されるディレクトリの絶対パスを記録しておいてく
ださい。 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure 応答ファイルの絶対パスは、SF
Oracle RAC 応答ファイルの変数 $CFG{crs_responsefile}; で設定する必要が
あります。 Oracle データベース応答ファイルの絶対パスは、SF Oracle RAC 応答
ファイルの変数 $CFG{db_responsefile}; で設定する必要があります。

5

SF Oracle RAC 応答ファイルを作成します。
応答ファイルを作成するために利用できる各種オプションについては、
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースの応答ファイルの
絶対パス情報を必ず指定してください。
応答ファイルの作成に関するガイドラインについては、
必須変数とオプション変数の一覧については、
p.202 の 「Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義」 を参照してください。
サンプル応答ファイルについては、
p.220 の 「Oracle RAC をインストールするためのサンプル応答ファイル」 を参照し
てください。

6

応答ファイルに対する適切な読み取り権限と書き込み権限が Oracle ユーザーに割
り当てられていることを確認します。

7

クラスタのノードで、Oracle ユーザー間のパスワードなし通信が設定されていること
を確認します。

Oracle RAC のインストール
Oracle RAC のサイレントインストールを実行するには、SF Oracle RAC インストーラを
実行します。
インストーラは応答ファイルを使って次のタスクの完了をサポートします。
■

OCR と投票ディスク用のストレージを作成する

■

Oracle RAC 用のプライベートネットワークを設定する
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■

対応する Oracle 応答ファイルを利用して Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
をインストールする

■

Oracle データベースの応答ファイルを使用して Oracle データベースをインストール
する

■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを再リンクする

■

CSSD エージェントを設定する

サンプル手順では、Oracle ユーザー相当の権限がクラスタ内のすべてのノードに設定さ
れているものとします。
ノードで Oracle のプレインストールとインストールを実行するには

1

SF Oracle RAC インストーラがあるディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

2

インストールを開始します。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は SF Oracle RAC 応答ファイルの絶対パス名です。

3

クラスタノードで root ユーザーとして root.sh スクリプトを実行します。
メモ: スクリプトは、複数のクラスタノードで同時に実行しないでください。

4

以下の Oracle のインストール後タスクを完了します。
■

Oracle RAC が必要とするパッチまたはパッチセットを追加します。

■

Oracle RAC データベースを作成します。

■

データベース Cache Fusion トラフィックが Oracle UDP IPC プライベート IP ア
ドレスを使うように設定されていて、これらのアドレスが高可用性のために PrivNIC
または MultiPrivNIC リソースとして設定されている場合は、Oracle init.ora
ファイルに Oracle UDP IPC プライベート IP アドレスを追加します。

■

Oracle エージェントを使って VCS が Oracle RAC データベースを管理するよ
うに設定する場合は、Oracle RAC データベースを手動で起動するように設定
します。

■

VCS サービスグループを Oracle RAC 用に設定します。

■

クラスタを検証します。

■

一時的な通信権限を削除します。

手順については
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「Oracle RAC のインストール後タスクの実行」の章を参照してください。

Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義
以下の Oracle タスク用の Oracle RAC の変数定義を表形式でまとめます。
Oracle ユーザーとグループの作成

p.203 の 表 12-1 を参照してください。

OCR と投票ディスク用ストレージの作成

p.204 の 表 12-2 を参照してください。

HAIP のプライベート IP アドレスの設定

p.208 の 表 12-3 を参照してください。

（Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョン
の場合）
VCS 下のプライベート IP アドレスと
MultiPrivNIC リソースの設定

p.213 の 表 12-5 を参照してください。

(Oracle RAC 11.2.0.2 以前のバージョンの場
合)
Oracle Clusterware のインストール

p.216 の 表 12-6 を参照してください。

Oracle データベースのインストール

p.217 の 表 12-7 を参照してください。

CSSD リソースの設定

p.219 の 表 12-8 を参照してください。

Oracle RAC ライブラリの再リンク

p.219 の 表 12-9 を参照してください。

メモ: 複数のセクションで定義されている変数もあります（$CFG{oracle_user} など）。
すべてのタスクが 1 つインストール操作として実行される場合は、これらの変数を繰り返
し定義する必要はありません。 ただし、これらのタスクを個別に実行する場合は、各タス
クの表で説明しているように、すべての必須変数が応答ファイルに指定されていることを
確認してください。
表 12-1 に、Oracle ユーザーとグループを作成するために使われる変数の一覧を示しま
す。
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表 12-1

Oracle ユーザーとグループを作成するための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{create_oracle_user_group}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle ユーザーとグループが作成さ
れることを示します。
値 0 は、Oracle ユーザーとグループが作成さ
れないことを示します。

$CFG{grid_user}

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_uid}

$CFG{oracle_group}

$CFG{oracle_gid}

$CFG{oracle_user_home}

$CFG{oracle_secondary_group}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

リスト

オプション

グリッドユーザー名を定義します。

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのユーザー ID を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

Oracle ユーザーのグループ ID を定義します。

Oracle ユーザーのホームディレクトリの絶対パ
スを定義します。

Oracle ユーザーのセカンダリグループのリスト
を定義します。
$CFG{oracle_secondary_gid}

リスト

オプション
Oracle ユーザーのセカンダリグループ ID のリ
ストを定義します。 この変数の要素の順序は、
変数 $CFG{oracle_secondary_group}
の要素と同じ順序である必要があります。
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表 12-2 に、OCR と投票ディスク用のストレージを作成するために使われる変数の一覧
を示します。
表 12-2

OCR と投票ディスク用のストレージを作成するための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{create_ocr_vote_storage}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、OCR と投票ディスク用のストレージが
作成されることを示します。
値 0 は、OCR と投票ディスク用のストレージが
作成されないことを示します。

$CFG{enable_mirroring}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、OCR と投票ディスク用のストレージが
ミラー化されることを示します。 変数
$CFG{ocrvotedisks} の入力値として 2 つ
のディスクを提供します。
値 0 は、OCR と投票ディスク用のストレージが
ミラー化されないことを示します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{ocrvotedgoption}

スカ
ラー

必須
次のいずれかの値を定義します。
■

■

■

■

0: OCR と投票ディスクストレージ用に新し
い非 FSS ディスクグループが作成されるこ
とを示します。
1: OCR と投票ディスク用のストレージの作
成に既存の非 FSS ディスクグループが使
われることを示します。
2: OCR と投票ディスクストレージ用に新し
い FSS ディスクグループが作成されること
を示します。
3: OCR と投票ディスク用のストレージの作
成に既存の FSS ディスクグループが使わ
れることを示します。

メモ: 既存のディスクグループを使うことを選択
する場合は、$CFG{ocrvotedgname} 変数
を使って、少なくとも 2 つのディスク（ミラー化の
ため）がある既存のディスクグループの名前を指
定します。

メモ: ディスクグループを作成することを選択す
る場合は、次の変数を設定する必要があります。
$CFG{ocrvotedisks}、
$CFG{ocrvotedgname}
$CFG{ocrvotescheme}

スカ
ラー

必須
OCR と投票ディスク用に使うストレージスキーム
を定義します。
値 1 はクラスタファイルシステムを示します。
値 0 は CVM RAW ボリュームを示します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{enable_sep_filesys}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、OCR と投票ディスクが別個のファイル
システムにあることを示します。 次の変数の値を
提供します。$CFG{ocrvolname}、
$CFG{ocrvolsize}、
$CFG{votevolname}、
$CFG{votevolsize}、$CFG{ocrmount}、
$CFG{votemount}
値 0 は、OCR と投票ディスクが同じファイルシ
ステムにあることを示します。 変数
$CFG{ocrvotevolname} を使用した単一ボ
リューム名、変数 $CFG{ocrvotemount} を
使用した単一マウントポイント、および変数
$CFG{ocrvotevolsize} を使用したサイズ
を提供します。

$CFG{ocrvotedisks}

リスト

必須
OCR と投票ディスク用に使う共有ディスクのリス
トを定義します。

メモ: FSS ディスクグループの作成を選択する
と、属性にノード情報が含まれるようになります。
たとえば、
$CFG{ocrvotedisks}=[qw(node_1:disk_1
node_2:disk_2...)] となり、ここで
node_x はディスクが物理的に接続されるノー
ドを示します。
$CFG{ocrvotedgname}

$CFG{ocrvotevolname}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

OCR と投票ディスク用に使うディスクグループ
の名前を定義します。

OCR と投票ディスクのボリューム名を定義しま
す。 この変数は、ストレージスキームを 1（クラス
タファイルシステム）に設定した場合にのみ使う
必要があります。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{ocrvotevolsize}

スカ
ラー

$CFG{ocrvotemount}

スカ
ラー

必須
OCR と投票ディスクのボリュームのサイズを定
義します。 この変数は、ストレージスキームを 1
（クラスタファイルシステム）に設定した場合にの
み使う必要があります。
OCR と投票ディスクを同じファイルシステムに
配置するように選択した場合に必要です。
CFS マウントポイントへの絶対パスを定義しま
す。 この変数は、ストレージスキームを 1（クラス
タファイルシステム）に設定した場合にのみ使う
必要があります。

$CFG{ocrmount}

スカ
ラー

OCR と投票ディスクを別個のファイルシステム
に配置するように選択した場合に必要です。
OCR の CFS マウントポイントへの絶対パスを
定義します。 この変数は、ストレージスキームを
1（クラスタファイルシステム）に設定した場合に
のみ使う必要があります。

$CFG{votemount}

スカ
ラー

OCR と投票ディスクを別個のファイルシステム
に配置するように選択した場合に必要です。
投票ディスクの CFS マウントポイントへの絶対
パスを定義します。 この変数は、ストレージス
キームを 1（クラスタファイルシステム）に設定し
た場合にのみ使う必要があります。

$CFG{ocrvolname}

$CFG{ocrvolsize}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

OCR のボリューム名を定義します。 この変数
は、ストレージスキームを 0（CVM RAW ボリュー
ム）に設定した場合にのみ使う必要があります。

OCR ボリュームのサイズを定義します。 この変
数は、ストレージスキームを 0（CVM RAW ボ
リューム）に設定した場合にのみ使う必要があり
ます。

207

第 12 章 Oracle RAC の自動インストールの実行
Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{votevolname}

スカ
ラー

$CFG{votevolsize}

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_group}

必須
投票ディスクのボリューム名を定義します。 この
変数は、ストレージスキームを 0（CVM RAW ボ
リューム）に設定した場合にのみ使う必要があり
ます。

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

投票ディスクボリュームのサイズを定義します。
この変数は、ストレージスキームを 0（CVM RAW
ボリューム）に設定した場合にのみ使う必要があ
ります。

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

表 12-3 に、HAIP のプライベート IP アドレスの設定に使われる変数の一覧を示します。
表 12-3

HAIP のプライベート IP アドレスの設定のための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{host}{haip}

スカ
ラー

必須
ノード上の HAIP に設定する IP アドレスを定義
します。
クラスタ内の各ノードでこの変数を繰り返します。
たとえば、クラスタに 2 つのノードがある場合は、
各ノードにこの変数を指定する必要があります。
次に例を示します。
$CFG{sys1}{haip} = "192.168.12.1"
$CFG{sys2}{haip} = "192.168.12.2"
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{host}{hostname_for_ip}

スカ
ラー

必須
ノード上の HAIP に設定する IP アドレスのプラ
イベートノード名を定義します。
クラスタ内の各ノードでこの変数を繰り返します。
たとえば、クラスタに 2 つのノードがある場合は、
各ノードにこの変数を指定する必要があります。
次に例を示します。
$CFG{sys1}{hostname_for_haip} =
"sys1-haip";
$CFG{sys2}{hostname_for_haip} =
"sys2-haip";

$CFG{nic_netmask}

$CFG{nic_add_ip_to_files}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

プライベートネットワークのネットマスクを定義し
ます。

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルまたは
/etc/inet/ipnodes ファイルに IP アドレスを追加
することを示します。
値 0 は、IP アドレスがすでにファイル内に存在
する可能性があることを示します。

表 12-4 に、VCS 下のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースの設定に使われる変
数の一覧を示します。
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表 12-4

VCS 下のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設定するた
めの変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{config_privnic}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle Clusterware 用に PrivNIC と
プライベート IP アドレスの情報が設定されるこ
とを示します。
値 0 は、Oracle Clusterware 用に PrivNIC と
プライベート IP アドレスの情報が設定されない
ことを示します。

$CFG{privnic_resname}

$CFG{privnic_interface_priority}

スカ
ラー

必須
main.cf ファイルに PrivNIC リソース名を定義し
ます。

文字列 必須
フェールオーバーの実行時に使われる NIC を
決定する優先度を定義します。 優先度は降順
で設定します。
たとえば、次の優先度の設定は、フェールオー
バーの実行時に net2 が指定した優先度になる
ことを示します。
$CFG{privnic_interface_priority}="net2 net3";

$CFG{host1}{privnicip}

スカ
ラー

必須
ノード上の PrivNIC リソースに設定する IP アド
レスを定義します。
クラスタ内の各ノードでこの変数を繰り返します。
たとえば、クラスタに 2 つのノードがある場合は、
各ノードにこの変数を指定する必要があります。
次に例を示します。
$CFG{sys1}{privnicip}
="192.168.12.1"
$CFG{sys2}{privnicip}
="192.168.12.2"
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{nic_reuseip}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルまたは
/etc/inet/ipnodes ファイル内の既存の IP アド
レスが使われることを示します。
値 0 は、IP アドレスが再利用されないことを示
します。

$CFG{host}{hostname_for_ip}

スカ
ラー

必須
PrivNIC リソース用の IP アドレスのプライベー
トノード名（hostname_for_ip）と、このリソースが
設定されるノード（system）を定義します。
クラスタ内の各ノードでこの変数を繰り返します。
たとえば、クラスタに 2 つのノードがある場合は、
各ノードにこの変数を指定する必要があります。
次に例を示します。
$CFG{sys1}{hostname_for_ip}
="sys1-priv"
$CFG{sys2}{hostname_for_ip}
="sys2-priv"

$CFG{nic_netmask}

スカ
ラー

必須
プライベートネットワークのネットマスクを定義し
ます。

211

第 12 章 Oracle RAC の自動インストールの実行
Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{nic_add_ip_to_files}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルまたは
/etc/inet/ipnodes ファイルに IP アドレスを追加
することを示します。

メモ: NIC リソースの IP アドレスがこれらのファ
イルにまだ存在しないことを確認するか、
$CFG{nic_reuseip} 変数と
$CFG{nic_reusealias} 変数を設定してくださ
い。そうしないと、ネットワーク設定手順は失敗
します。
値 0 は、IP アドレスがすでにファイル内に存在
する可能性があることを示します。
$CFG{nic_reconfigure_existing_resource} スカ
ラー

オプション
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、main.cf ファイルの既存の PrivNIC リ
ソースが削除され、再設定されることを示します。
値 0 は、main.cf ファイルの既存の PrivNIC リ
ソースが再利用されることを示します。

$CFG{nic_reusealias}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、プライベート IP アドレスのホスト名エイ
リアスが存在するかどうかを判断するために、イ
ンストーラが /etc/hosts ファイルをチェック
しないことを示します。インストーラはホスト名エ
イリアス情報がファイル内に存在することを前提
とします。エイリアス情報がファイル内に存在す
ることを確認してください。
値 0 は、ホスト名エイリアス情報が
/etc/hosts ファイル内に存在するかどうかを
インストーラがチェックすることを示します。エイ
リアス情報がファイル内に存在することを確認し
てください。存在しない場合、インストールは失
敗します。

212

第 12 章 Oracle RAC の自動インストールの実行
Oracle RAC 用の応答ファイル変数の定義

表 12-5 に、VCS 下のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC リソースの設定に使われ
る変数の一覧を示します。
表 12-5

VCS 下のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC リソースを設定す
るための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{config_multiprivnic}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle Clusterware 用に
MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報
が設定されることを示します。
値 0 は、Oracle Clusterware 用に
MultiPrivNIC とプライベート IP アドレスの情報
が設定されないことを示します。

$CFG{multiprivnic_resname}

$CFG{nic_add_ip_to_files}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

main.cf ファイルに MultiPrivNIC リソース名を
定義します。

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルまたは
/etc/inet/ipnodes ファイルに IP アドレスを追加
することを示します。

メモ: NIC リソースの IP アドレスがこれらのファ
イルにまだ存在しないことを確認するか、
$CFG{nic_reuseip} 変数と
$CFG{nic_reusealias} 変数を設定してくださ
い。そうしないと、ネットワーク設定手順は失敗
します。
値 0 は、IP アドレスがすでにファイル内に存在
する可能性があることを示します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{host1}{NIC1}{multiprivnicip}

リスト

必須
MultiPrivNIC リソースの IP アドレスのリストを定
義します。

メモ: クラスタの各ノードと各インターフェース用
のプライベート IP アドレスを設定する必要があ
ります。
たとえば、クラスタに sys1 と sys2 という 2 つの
ノードがある場合は、次のように定義します。
$CFG{sys1}{net1}
{multiprivnicip}="192.168.12.1";
$CFG{sys1}{net2}
{multiprivnicip}=="192.168.2.1";
$CFG{sys2}{net1}
{multiprivnicip}="192.168.12.2";
$CFG{sys2}{net2}
{multiprivnicip}="192.168.2.2";
$CFG{host1}{NIC1}{hostname_for_ip} リスト

必須
ノード（system）上のインターフェース（inf）用の
MultiPrivNIC リソースに設定する IP アドレスの
プライベートノード名（hostname_for_ip）のリス
トを定義します。

メモ: クラスタの各ノードと各インターフェース用
のプライベート IP アドレスを設定する必要があ
ります。
たとえば、クラスタに sys1 と sys2 という 2 つの
ノードがある場合は、次のように定義します。
$CFG{sys1}{net1}
{hostname_for_ip}="sys1-priv";
$CFG{sys1}{net2}
{hostname_for_ip}="sys1-priv1";
$CFG{sys2}{net1}
{hostname_for_ip}="sys2-priv";
$CFG{sys2}{net2}
{hostname_for_ip}="sys2-priv1";
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{nic_netmask}

スカ
ラー

$CFG{nic_reconfigure_existing_resource} スカ
ラー

必須
プライベートネットワークのネットマスクを定義し
ます。
オプション
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、main.cf ファイルの既存の
MultiPrivNIC リソースが削除され、再設定され
ることを示します。
値 0 は、main.cf ファイルの既存の
MultiPrivNIC リソースが再利用されることを示し
ます。

$CFG{nic_reuseip}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルまたは
/etc/inet/ipnodes ファイル内の既存の IP アド
レスが使われることを示します。
値 1 は、/etc/hosts ファイルまたは
/etc/inet/ipnodes ファイル内の既存の IP アド
レスが使われることを示します。
値 0 は、IP アドレスが再利用されないことを示
します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{nic_reusealias}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、プライベート IP アドレスのホスト名エイ
リアスが存在するかどうかを判断するために、イ
ンストーラが /etc/hosts ファイルをチェック
しないことを示します。インストーラはホスト名エ
イリアス情報がファイル内に存在することを前提
とします。エイリアス情報がファイル内に存在す
ることを確認してください。
値 0 は、ホスト名エイリアス情報が
/etc/hosts ファイル内に存在するかどうかを
インストーラがチェックすることを示します。エイ
リアス情報がファイル内に存在することを確認し
てください。存在しない場合、インストールは失
敗します。

表 12-6 に、Oracle Clusterware のインストールに使われる変数の一覧を示します。
表 12-6

Oracle Clusterware をインストールするための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{install_oracle_clusterware}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle Clusterware が設定されること
を示します。
値 0 は、Oracle Clusterware が設定されない
ことを示します。

$CFG{oracle_user}

$CFG{oracle_group}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{oracle_base}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

$CFG{crs_home}

Oracle RAC インストールのベースディレクトリを
定義します。

Oracle Clusterware ホームディレクトリを定義し
ます。
この変数の値は、Oracle Clusterware 応答ファ
イルの「ORACLE_HOME」変数の値と同じであ
る必要があります。

$CFG{crs_installpath}

$CFG{oracle_version}

$CFG{crs_responsefile}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

Oracle Clusterware インストールバイナリの絶
対パスを定義します。

Oracle RAC バイナリのバージョン（11.2.0.3.0
など）を定義します。インストール中に別の
Oracle RAC バージョンが検出された場合、こ
の定義は上書きされます。

Oracle Clusterware 応答ファイルの絶対パス
を定義します。

表 12-7 に、Oracle データベースのインストールに使われる変数の一覧を示します。
表 12-7

Oracle データベースをインストールするための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{install_oracle_database}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、Oracle RAC データベースが設定され
ることを示します。
値 0 は、Oracle RAC データベースが設定され
ないことを示します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{oracle_user}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

$CFG{oracle_group}

$CFG{oracle_base}

$CFG{crs_home}

Oracle ユーザー名を定義します。

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

Oracle RAC インストールのベースディレクトリを
定義します。

Oracle Clusterware ホームディレクトリを定義し
ます。
この変数の値は、Oracle Clusterware 応答ファ
イルの「ORACLE_HOME」変数の値と同じであ
る必要があります。

$CFG{db_home}

スカ
ラー

必須
Oracle RAC データベースのホームディレクトリ
を定義します。
この変数の値は、Oracle RAC データベース応
答ファイルの「ORACLE_HOME」変数の値と同
じである必要があります。

$CFG{db_installpath}

$CFG{oracle_version}

$CFG{db_responsefile}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

Oracle RAC データベースインストールバイナリ
の絶対パスを定義します。

Oracle RAC バイナリのバージョン（11.2.0.3.0
など）を定義します。インストール中に別の
Oracle RAC バージョンが検出された場合、こ
の定義は上書きされます。

Oracle データベース応答ファイルの絶対パス
を定義します。

表 12-8 に、CSSD リソースの設定に使われる変数の一覧を示します。
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表 12-8

CSSD リソースを設定するための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{config_cssd_agent}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、CSSD エージェントが Oracle RAC の
インストール後に設定されることを示します。
値 0 は、CSSD エージェントが Oracle RAC の
インストール後に設定されないことを示します。

$CFG{reconfigure_cssd_resource}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、SF Oracle RAC インストーラが main.cf
ファイルから既存の CSSD リソースを削除して
から再設定することを示します。
値 0 は、SF Oracle RAC インストーラがリソー
スの削除と再設定を行わないことを示します。イ
ンストーラは、リソースが存在するというメッセー
ジを表示してタスクを終了します。

表 12-9 に、Oracle RAC ライブラリの再リンクに使われる変数の一覧を示します。
表 12-9

Oracle RAC ライブラリを再リンクするための変数

変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{relink_oracle_database}

スカ
ラー

必須
ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、SF Oracle RAC ライブラリが Oracle
RAC のインストール後に Oracle RAC データ
ベースと再リンクされることを示します。
値 0 は、SF Oracle RAC ライブラリが Oracle
RAC のインストール後に Oracle RAC データ
ベースと再リンクされないことを示します。

$CFG{oracle_user}

スカ
ラー

必須
Oracle ユーザー名を定義します。
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変数

リスト/ 説明
スカ
ラー

$CFG{oracle_group}

スカ
ラー

必須

スカ
ラー

必須

$CFG{crs_home}

Oracle ユーザーのプライマリグループを定義し
ます。

Oracle Clusterware ホームディレクトリを定義し
ます。
この変数の値は、Oracle Clusterware 応答ファ
イルの「ORACLE_HOME」変数の値と同じであ
る必要があります。

$CFG{db_home}

スカ
ラー

必須
Oracle RAC データベースのホームディレクトリ
を定義します。
この変数の値は、Oracle RAC データベース応
答ファイルの「ORACLE_HOME」変数の値と同
じである必要があります。

$CFG{oracle_version}

スカ
ラー

必須
Oracle RAC バイナリのバージョン（11.2.0.3.0
など）を定義します。インストール中に別の
Oracle RAC バージョンが検出された場合、こ
の定義は上書きされます。

Oracle RAC をインストールするためのサンプル応答
ファイル
次のサンプル応答ファイルは、クラスタ内の 2 つのノード（sys1 と sys2）に Oracle RAC
11g リリース 2 をインストールし、次の Oracle RAC のインストール前のタスクとインストー
ルタスクを実行します。
■

OCR と投票ディスクのストレージ用のディスクグループを作成する

■

RAW ボリュームで OCR と投票ディスクストレージを作成する

■

両方のノードで PrivNIC エージェントの高可用性を設定する

■

Oracle Clusterware をインストールする

■

Oracle データベースをインストールする
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■

Oracle RAC ライブラリと SF Oracle RAC ライブラリを再リンクする

■

CSSD エージェントを設定する

#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{prod}="ENTERPRISE70";
$CFG{activecomponent}=[ qw(SFRAC70) ];
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{config_privnic}=1;
$CFG{privnic_resname}="ora_priv";
$CFG{privnic_interface_priority}="net2 net3";
$CFG{sys1}{privnicip}=" 192.168.12.1";
$CFG{sys1}{hostname_for_ip}="sys1-priv";
$CFG{sys2}{privnicip}=" 192.168.12.2";
$CFG{sys2}{hostname_for_ip}="sys2-priv";
$CFG{nic_netmask}="255.255.255.0";
$CFG{nic_add_ip_to_files}=1;
$CFG{nic_reuseip}=1;
$CFG{nic_reusealias}=1;
$CFG{create_ocr_vote_storage}=1;
$CFG{ocrvotedgoption}=0;
$CFG{oracle_group}="dba";
$CFG{grid_user}="grid";
$CFG{oracle_user}="oracle";
$CFG{ocrvolname}="ocrvotevol";
$CFG{ocrvolsize}=640;
$CFG{enable_mirroring} = 1;
$CFG{ocrvotedgname}="ocrvotedg";
$CFG{ocrvotedisks}=[qw(Disk_1 Disk_2)];
$CFG{ocrvotescheme}=0;
$CFG{votevolname}="votevol";
$CFG{votevolsize}=500;
$CFG{install_oracle_clusterware}=1;
$CFG{install_oracle_database}=1;
$CFG{oracle_base} = "/u01/app/oracle";
$CFG{crs_home}="/u01/app/oracle/product/11.2.0/crshome";
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$CFG{db_home}="/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1";
$CFG{crs_installpath}="/cdrom/oracle/clusterware";
$CFG{db_installpath}="/cdrom/oracle/database";
$CFG{crs_responsefile}="/oracle/crs.rsp";
$CFG{db_responsefile} = "/oracle/db.rsp";
$CFG{config_cssd_agent}=1;
$CFG{relink_oracle_database}=1;
$CFG{uploadlogs}=0;
1;
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Oracle RAC のインストール
後タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC パッチまたはパッチセットの追加

■

CSSD リソースの設定

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動の回避

■

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク

■

Oracle RAC データベースの作成

■

Oracle RAC 用の VCS サービスグループの設定

■

データベースの自動起動の回避

■

既存の PrivNIC または MultiPrivNIC のリソースの削除

■

通信用の権限の削除

Oracle RAC パッチまたはパッチセットの追加
必要なパッチまたはパッチセットをインストールするには、パッチまたはパッチセットに付
属のリリースノートを確認します。
Oracle RAC パッチまたはパッチセットソフトウェアをインストールする前に、次の点に注
意してください。
■

サポートされる Oracle RAC パッチとパッチセットについての最新の情報を確認しま
す。
http://www.symantec.com/docs/DOC5081
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■

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

CSSD リソースの設定
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が起動する前に、OCR、投票ディスク、プライ
ベート IP アドレスを管理するリソースに対する CSSD の依存関係が満たされるように、
CSSD リソースを設定する必要があります。
メモ: SF Oracle RAC のインストールには、必ず CSSD エージェントを使ってください。
CSSD エージェントを使うことで、相互依存関係が適切に処理され、クラスタ障害の原因
となる、準備が整わない段階での Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の起動が防
止されるようになります。
CSSD リソースを設定する前に、次の必要条件を満たしていることを確認してください。
1.

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が起動し実行中である。

2.

OCR と投票ディスクが CVM RAW ボリュームまたは CFS 上に構成され、VCS に
よって管理されている。

メモ: SF Oracle RAC インストーラは、cvm グループ内の OCR、投票ディスク、
PrivNIC/MultiPrivNIC リソースを設定します。これらのいずれかのリソースを手動で設定
した場合は、これらのリソースが cvm グループ内に配置されていることを確認してくださ
い。 リソースが同じグループにない場合は、CSSD リソースを手動で設定してください。
p.227 の 「CSSD リソースの手動設定」 を参照してください。
図 13-1 は、Oracle RAC 11.2.0.2 以降の OCR および投票ディスクの外部冗長性を設
定するときに SF Oracle RAC インストーラによって行われる設定を示しています。この図
では、CSSD リソースが CVM グループの下に設定されています。
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図 13-1

SF Oracle RAC インストーラによる外部冗長性の CSSD 設定
（Oracle RAC 11.2.0.2 以降）
cssd

CVM グループ

CSSD
ocrvote_mnt_
ocrvotedg
CFSMount
ocrvote_voldg_
ocrvotedg
CVMVoIDG

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

次のいずれかの方法を使って CSSD リソースを設定します。
SF Oracle RAC のスクリプトベース p.225 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラ
のインストーラ
を使った CSSD リソースの設定」 を参照してください。
手動

p.227 の 「CSSD リソースの手動設定」 を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った CSSD リソー
スの設定
OCR と投票ディスクのストレージが CVM RAW ボリュームまたは CFS 上に構成されて
いる場合は、SF Oracle RAC インストーラを使って CSSD リソースを設定します。
メモ: OCR と投票ディスクのストレージが ASM ディスクグループ上に構成されている場
合は、CSSD リソースを手動で設定してください。
インストーラは、次の設定タスクを実行します。
■

CSSD リソースを cvm グループ内の VCS 設定に追加します。
メモ: CSSD リソースがすでに存在する場合、インストーラは、既存のリソースを削除
することによってリソースの再設定を可能にします。
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■

OCR と投票ディスクを管理する CFSMount または CVMVolDg リソース上の CSSD
リソースの依存関係を設定します。

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動を無効にします。

■

CSSD リソースを有効にし、新しい設定を保存します。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使って CSSD リソースを設定する
には

1

SF Oracle RAC インストーラがまだ実行されていない場合は、起動します。［Oracle
のインストール後タスク（Post Oracle Installation Tasks）］オプションを選択します。
1) Configure SF Oracle RAC sub-components
2) Prepare to Install Oracle
3) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
4) Post Oracle Installation Tasks
5) Exit SF Oracle RAC Configuration
Choose option: [1-5,q] (1) 4

2

［CSSD エージェントの設定（Configure CSSD agent）］オプションを選択します。

3

CSSD リソースの名前を入力します。
Please enter the name of CSSD resource: [b] (cssd)

4

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure ホームディレクトリの絶対パスを入力しま
す。
Enter absolute path of Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Home directory: [b]

エージェントは Clusterware 処理バイナリを見つけるのにこの情報を使います。情
報が提供されない場合は、エージェントは Oracle の設定ファイルから情報を読み
込みます。
インストーラは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure がすべてのノード上で実
行されていることを確認します。また、PrivNIC または MultiPrivNIC（サポートされて
いるバージョン）、OCR、投票ディスクのリソースが同じサービスグループに設定され
ていることを確認します。

5

Return キーを押して、設定を続行します。 インストーラは、VCS 設定ファイルから
CSSD エージェントのリソースとグループのマッピングを読み取り、その情報を表示
します。
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6

y と入力して、設定を続行します。インストーラが CSSD エージェントを設定し、適切
な依存関係を設定するので、そのメッセージを確認します。

7

Return キーを押して、インストーラメニューに戻ります。
設定が終わると、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動が無効にな
ります。

CSSD リソースの手動設定
VCS 設定に cssd リソースを追加し、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の OCR、
投票ディスクを管理するリソースに対する CSSD の依存関係を設定します。
CSSD リソースを設定するには

1

VCS の設定ファイルの権限を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

cvm グループに CSSD リソースを追加します。
# hares -add cssd_resname CSSD cvm_grpname

3

CSSD リソースの属性を変更します。
# hares
CRSHOME
# hares
# hares
# hares
# hares
# hares

4

-modify cssd_resname ¥
"/u01/app/11.2.0/grid"
-modify cssd_resname Critical 0
-override cssd_resname OnlineWaitLimit
-modify cssd_resname OnlineWaitLimit 5
-override cssd_resname OfflineWaitLimit
-modify cssd_resname OfflineWaitLimit 3

CSSD リソースを有効にします。
# hares -modify cssd_resname Enabled 1

5

OCR と投票ディスクを管理する CFSMount または CVMVolDg のリソースに CSSD
リソースの依存関係を設定します。
OCR と投票ディスクに外部冗長性を設定した場合
■

CVM RAW ボリュームに OCR と投票ディスクを設定した場合
# hares -link cssd ocrvotevol_resname

■

CFS に OCR と投票ディスクを設定した場合
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# hares -link cssd ocrvotemnt_resname

OCR と投票ディスクに通常の冗長性を設定した場合は、OCR と投票ディスクに最
小限のリソース依存関係を追加設定します。
■

# hares -link cssd_resname ocrmnt_1_resname,¥
ocrmnt_2_resname,ocrmnt_3_resname -min x
# hares -link cssd_resname votemnt_1_resname,¥
votemnt_2_resname,votemnt_3_resname -min y

メモ:
Oracle Clusterware/Grid に必要な最小 OCR（x）と投票ディスク（y）を判別するに
は、Oracle のドキュメントを参照してください。

6

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのバイナリが CFS
上に存在する場合は、バイナリの CSSD リソースと CFSMount リソースの間の依存
関係を手動で設定します。
# hares -link cssd clusbin_mnt_resname
# hares -link cssd orabin_mnt_resname

7

VCS 設定ファイルの権限を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動
の回避
この手順は、CSSD リソースを手動で設定したときにのみ実行します。インストーラを使っ
て CSSD リソースを設定した場合は、インストーラにより CSSD 設定の最後に Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動が無効になります。
サービスグループの相互依存関係を適切に処理して、準備が整わないうちに Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が起動するのを回避するために、必ず CSSD エージェ
ントを使用してください。 そのため、システム起動時の Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure の自動起動は無効にします。
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Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動を回避するには

1

クラスタの各ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動を無効にします。
# $GRID_HOME/bin/crsctl disable crs

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リン
ク
Oracle パッチを追加またはアップグレードした場合は、SF Oracle RAC ライブラリ
（VCSMM と ODM）を Oracle に再リンクする必要があります。 ライブラリを再リンクする
と、連携したクラスタメンバーシップ情報の交換やデータの保護が可能になります。
ライブラリを再リンクするには、次のいずれかの方法を使います。
SF Oracle RAC のスクリ p.229 の 「SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った
プトベースのインストーラ SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク」 を参照してく
ださい。
手動

p.231 の 「SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC の手動での再リン
ク」 を参照してください。

SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使った SF Oracle
RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク
SF Oracle RAC のスクリプトベースのインストーラを使ってライブラリを再リンクするには、
次の手順を実行します。
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SF Oracle RAC ライブラリを Oracle RAC と再リンクするには

1

SF Oracle RAC インストーラのメニューに戻り、［Oracle のインストール後タスク（Post
Oracle Installation）］オプションを選択します。
1) Configure SF Oracle RAC sub-components
2) Prepare to Install Oracle
3) Install Oracle Clusterware/Grid Infrastructure and Database
4) Post Oracle Installation Tasks
5) Exit SF Oracle RAC Configuration
Choose option: [1-5,q] (1) 4

2

［Oracle データベースバイナリの再リンク（Relink Oracle Database Binary）］オプ
ションを選択します。
1) Configure CSSD agent
2) Relink Oracle Database Binary
3) Exit SF Oracle RAC Configuration
b) Back to previous menu
Choose option: [1-3,b,q] (1) 2

3

Oracle 環境についての情報（ユーザー名、グループ名、CRS_HOME または
GRID_HOME、ORACLE_HOME）を入力します。この情報に基づいて、インストー
ラはインストールされている Oracle のバージョンを検出します。
メモ: Oracle 環境についての情報を入力する必要があるのは、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのインストール後にインス
トーラを中止した場合のみです。
Enter Oracle UNIX user name: [b] oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)
Enter absolute path of Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
Home directory: [b]
Enter absolute path of Oracle Database Home directory: [b]
.
.
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

4

Oracle データベースについての情報を表示し確認します。
インストーラによって、ライブラリの再リンクが開始されます。
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SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC の手動での再リンク
再リンクプロセスには、次のタスクが含まれます。
■

「ODM ライブラリのリンク」

Oracle ライブラリと SF Oracle RAC をリンクするための Oracle RAC ライブラリと Veritas
ライブラリの場所を、次の表に示しています。 この項の説明に従ってライブラリを再リンク
するときに、これらの表を参照として使うことができます。
表 13-1 は、Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合の Oracle RAC ライブ
ラリと Veritas ライブラリの場所を示しています。
表 13-1

VCSMM と ODM の Oracle RAC ライブラリと Veritas ライブラリの
場所 - Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョン

ライブラ Oracle RAC ライブラリ
リ

Veritas ライブラリ

VCSMM $GRID_HOME/lib/libskgxn2.so

/opt/ORCLcluster/lib/
libskgxn2.so

ODM

Oracle RAC 11g の場合:
Solaris SPARC の場合:
$ORACLE_HOME/lib/libodm11.so

Solaris SPARC の場合:
/usr/lib/sparcv9/
libodm.so

Oracle RAC 12.1.0.1 の場合:
Solaris SPARC の場合:
$ORACLE_HOME/lib/libodm12.so
Oracle RAC 12.1.0.2 の場合:
$ORACLE_HOME/rdbms/lib/odm/libodm12.so

ODM ライブラリのリンク
Oracle ライブラリがローカルストレージ上にある場合は、各ノードで手順を実行します。
Oracle ライブラリが共有ストレージにインストールされている場合は、ライブラリを 1 つの
ノードにのみコピーします。 mount コマンドを使って、Oracle ライブラリを含むファイルシ
ステムがマウントされていることを確認します。
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Veritas ODM ライブラリをリンクするには

1

Oracle ユーザーとしてログインします。

2

$ORACLE_HOME/lib ディレクトリに移動します。
$ cd $ORACLE_HOME/lib

3

Oracle の ODM ライブラリのバックアップを作成します。
Oracle RAC 11g の場合:
$ mv libodm11.so libodm11.so.oracle-`date +%m_%d_%Y-%H_%M_%S`

Oracle RAC 12c の場合:
$ mv libodm12.so libodm12.so.oracle-`date +%m_%d_%Y-%H_%M_%S`
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4

Veritas ODM ライブラリと Oracle の libodm ライブラリをリンクします。
Oracle RAC 11g の場合:
Solaris SPARC の場合:
$ ln -s /usr/lib/sparcv9/libodm.so libodm11.so

Oracle 12.1.0.1 の場合:
Solaris SPARC の場合:
$ ln -s /usr/lib/sparcv9/libodm.so libodm12.so
$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
$ /usr/ccs/bin/make -f ins_rdbms.mk ioracle

Oracle 12.1.0.2 の場合:
Oracle データベース 12.1.0.2 用の Veritas Extension for ODM をリンクするには、
次の Technote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH225500

5

再リンクが完了した後、正しい ODM ライブラリが使われていることを確認します。
$ ldd $ORACLE_HOME/bin/oracle | grep odm

ライブラリが正しくリンクされていない場合、出力は表示されません。
$ORACLE_HOME/rdbms/lib/libodm10.a に静的な ODM ライブラリが存在するた
めに、Oracle ODM ライブラリが Veritas ODM ライブラリと正しくリンクされないこと
があります。 これは Oracle に関する既知の問題です。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行します。
$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
$ mv libodm10.a libodm10.a.backup
$ /usr/ccs/bin/make -f ins_rdbms.mk ioracle

正しい ODM ライブラリが使われていることを確認します。
$ ldd $ORACLE_HOME/bin/oracle | grep odm
libodm10.so =>
/app/oracle/orahome/lib/libodm10.so

詳しくは、Oracle MetaLink のマニュアル 725903.1 を参照してください。

Oracle RAC データベースの作成
CVM RAW ボリュームまたは CFS 上に Oracle RAC データベースを作成します。 独自
のツールまたはスクリプトを使うか、Oracle DBCA（Database Creation Assistant）ツー
ルを使ってデータベースを作成する方法に関するガイドラインを確認します。
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Oracle RAC データベースの作成手順について詳しくは、
p.424 の 「テストデータベースの作成について」 を参照してください。
詳しくは、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。
メモ: グローバルクラスタを設定することを計画している場合は、プライマリサイト上でのみ
Oracle RAC データベースを設定します。 セカンダリサイトでは、このデータベースがレ
プリケートされます。

Oracle RAC 用の VCS サービスグループの設定
Oracle データベース用に VCS サービスグループを設定する前に、次の情報を確認し
てください。
■

サポートされるデータベース管理の種類
p.234 の 「サポートされるデータベース管理の種類」 を参照してください。

■

サービスグループの設定例
p.235 の 「サービスグループの設定例」 を参照してください。

VCS サービスグループを Oracle RAC 用に設定するには
従来の Oracle RAC p.240 の 「従来の Oracle データベース用の VCS サービスグループの手
データベース
動設定」 を参照してください。
Oracle RAC コンテナ p.244 の 「コンテナ Oracle データベース用の VCS サービスグループの手
データベース
動設定」 を参照してください。

サポートされるデータベース管理の種類
表 13-2 に、SF Oracle RAC でサポートされる Oracle RAC のデータベース管理オプ
ションの一覧を示します。
表 13-2

サポートされるデータベース管理の種類

管理タイプ

説明

ポリシー管理された
データベース

ポリシー管理されたデータベースでは、管理者はデータベースインスタン
スを実行するサーバープールを指定します。 データベースインスタンス
を実行するサーバーは、Oracle Grid Infrastructure によって決定されま
す。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。
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管理タイプ

説明

管理者によって管理さ 管理者によって管理されたデータベース環境では、管理者はデータベー
れたデータベース
スインスタンスを実行するサーバーを指定します。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

サービスグループの設定例
次のいずれかの Clusterware で管理するように、Oracle データベースを設定できます。
■

Cluster Server
メモ: シマンテック社では、Oracle データベースを VCS 内に設定することをお勧め
します。
データベースが VCS 内に設定されている場合
すべてのデータベースが、グループ内の任意のデータベースの障害から隔離される
ような方法でサービスグループを設定することを選択できます。
VCS は、アプリケーションとデータベースの開始および停止シーケンスを管理します。
p.235 の 「VCS Oracle エージェントを含むサービスグループの設定例」 を参照して
ください。

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
p.238 の 「VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループの設定例」 を参照
してください。

VCS Oracle エージェントを含むサービスグループの設定例
ここでは、複数のデータベースに VCS Oracle エージェントを含むサービスグループの
設定例について説明します。
図 13-2 に、VCS Oracle エージェントを含むサービスグループ設定を示します。
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図 13-2

VCS Oracle エージェントを含むサービスグループ設定
Oracle
グループ（並行）
ora_db2

ora_db1
Oracle

Oracle

oradata_mnt2

oradata_mnt1
CFSMount

CFSMount

oradata_voldg1
CVMVoIDG

CVMVoIDG

oradata_voldg2

CVM グループ（並行）
cssd

CSSD
ocrvote_mount
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 13-2 に、VCS Oracle エージェントを含む、コンテナとプラグ可能データベースのサー
ビスグループ設定を示します。
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VCS Oracle エージェントを含む、コンテナとプラグ可能データベース
のサービスグループ設定

図 13-3

Oracle グループ（並行）

pdb_ora_db11

pdb_ora_db12

pdb_ora_db21

pdb_ora_db22

Oracle

Oracle

Oracle

Oracle

Oracle

cdb_ora_db2

cdb_ora_db1

Oracle
oradata_mnt2

oradata_mnt1
CFSMount

CFSMount
oradata_voldg2

oradata_voldg1
CVMVoIDG

CVMVoIDG

CVM グループ（並行）
cssd

CSSD
ocrvote_mount
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 13-4 に、VCS Oracle エージェントを含む代替サービスグループ設定を示します。
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図 13-4

VCS Oracle エージェントを含むサービスグループ設定（代替設定）

db1_grp（並行）

db2_grp（並行）

ora_db1

ora_db2

Oracle

Oracle

crs_grp（並行）
oradata_mnt
CFSMount

cssd
CSSD

oradata_mnt2
CFSMount

ocrvote_mnt
CFSMount
CVMVoIDG
oradata_voldg

ocrvote_voldg

CVMVoIDG
oradata_voldg2

CVMVoIDG

data1_grp（並行）

data2_grp（並行）
vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

CVM グループ（並行）

VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループの設定例
図 13-5 に、単一データベース設定用の VCS Oracle エージェントがない場合の設定例
を示します。
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VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定（単一の
データベース）

図 13-5

CVM group
cssd
CSSD

ocrvote_mount
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

oradata_mount
vxfsckd

CFSMount

CFSfsckd
cvm_clus

oradata_voldg
CVMVoIDG

CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 13-6 に、複数データベース設定用の VCS Oracle エージェントがない場合のサービ
スグループ設定例を示します。
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図 13-6

VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定（複数の
データベース）
cssd

crs_grp
（並行）

CSSD
ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

cvm グループ（並行）
oradata_mnt
CFSMount
Critical=0
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

CVMVoIDG

racdata_voldg
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定では、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure がデータベースを制御します。 Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure グループと CVM グループの間に online local firm 依存関係が存在しま
す。システムの起動時に、CVM グループが、データベースのボリュームとマウントポイン
トを起動します。 Oracle Clusterware/Grid Infrastructure グループが、OCR と投票ディ
スクを起動し、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のプライベート IP アドレスを設
定して、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を起動します。 Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure がデータベースを起動し、アプリケーションがオンラインになります。
メモ: VCS Oracle エージェントを含まないサービスグループ設定では、依存関係にある
サービスグループがオンラインになるには、システムの起動時に、すべてのボリュームと
マウントポイントがオンラインになる必要があります。

従来の Oracle データベース用の VCS サービスグループの手動設定
ここでは、従来の Oracle データベース用に VCS サービスグループを手動で設定する
手順を説明します。
p.236 の 図 13-2 を参照してください。
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次の手順はデータベースが作成済みであることを前提としています。
従来の Oracle データベース用に VCS サービスグループを手動で設定するには

1

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS 設定にサービスグループを追加します。
# hagrp -add oradb_grpname

3

サービスグループの属性を修正します。
# hagrp -modify oradb_grpname Parallel 1
# hagrp -modify oradb_grpname SystemList node_name1 0

node_name2 1

# hagrp -modify oradb_grpname AutoStartList node_name1 node_name2

4

サービスグループ用の CVMVolDg リソースを追加します。
# hares -add oradbdg_resname CVMVolDg oradb_grpname

5

サービスグループ用に CVMVolDg リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradbdg_resname CVMDiskGroup oradb_dgname
# hares -modify oradbdg_resname CVMActivation sw
# hares -modify oradbdg_resname CVMVolume oradb_volname

6

サービスグループ用の CFSMount リソースを追加します。
# hares -add oradbmnt_resname CFSMount oradb_grpname

7

サービスグループ用に CFSMount リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradbmnt_resname MountPoint "oradb_mnt"
# hares -modify oradbmnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/oradb_dgname/oradb_volname"

8

サービスグループに Oracle RAC データベースインスタンスを追加します。
# hares -add db_resname Oracle oradb_grpname
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サービスグループ用に Oracle リソースの属性を修正します。
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares

-modify
-modify
-modify
-modify

db_resname
db_resname
db_resname
db_resname

Owner oracle
Home "db_home"
StartUpOpt SRVCTLSTART
ShutDownOpt SRVCTLSTOP

10 管理者によって管理されたデータベースの場合、次の手順を実行します。
■

Oracle リソース用に Sid 属性をローカライズします。
# hares -local db_resname Sid

■

各システムで Oracle リソース用に Sid 属性を設定します。
# hares -modify db_resname Sid oradb_sid_node1 -sys node_name1
# hares -modify db_resname Sid oradb_sid_node2 -sys node_name2

11 ポリシーによって管理されたデータベースの場合、次の手順を実行します。
■

サービスグループ用に Oracle リソースの属性を修正します。
# hares -modify db_resname DBName db_name
# hares -modify db_resname ManagedBy POLICY

■

すべてのシステムの Oracle リソースの SID プレフィックスに SID 属性を設定し
ます。
# hares -modify db_resname Sid oradb_sid_prefix

メモ: SID プレフィックスは、データベース作成時に確認用のページに表示され
ます。 プレフィックスは次のコマンドを実行して確認することもできます。
# grid_home/bin/crsctl status resource ora.db_name.db -f | grep
GEN_USR_ORA_INST_NAME@ | tail -1 | sed 's/.*=//' | sed
's/_[0-9]$//'

■

リソースの IntentionalOffline 属性を 1 に設定し、診断監視が無効になっている
ことを確認します。
# hares -override db_resname IntentionalOffline
# hares -modify db_resname IntentionalOffline 1
# hares -modify db_resname MonitorOption 0

12 プラグ可能データベースの場合は次の手順を実行します。
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■

サービスグループ用に Oracle リソースの属性を修正します。
# hares -modify db_resname DBName db_name
# hares -modify pdb_resname PDBName pdb_name
# hares -modify pdb_resname ManagedBy POLICY

■

すべてのシステムの Oracle リソースの SID プレフィックスに SID 属性を設定し
ます。
# hares -modify db_resname Sid oradb_sid_prefix
# hares -modify pdb_resname Sid orapdb_sid_prefix

メモ: SID プレフィックスは、データベース作成時に確認用のページに表示され
ます。 プレフィックスは次のコマンドを実行して確認することもできます。
# grid_home/bin/crsctl status resource ora.pdb_name.db -f |
grep GEN_USR_ORA_INST_NAME@ | tail -1 | sed 's/.*=//' | sed
's/_[0-9]$//'

■

リソースの IntentionalOffline 属性を 1 に設定し、診断監視が無効になっている
ことを確認します。
# hares -override db_resname IntentionalOffline
# hares -modify db_resname IntentionalOffline 1
# hares -modify db_resname MonitorOption 0
# hares -override pdb_resname IntentionalOffline
# hares -modify pdb_resname IntentionalOffline 1
# hares -modify pdb_resname MonitorOption 0

13 Oracle サービスグループ用に CFSMount リソースと CVMVolDg リソースの依存関
係を設定します。
# hares -link oradbmnt_resnameoradbdg_resname

14 Oracle サービスグループ用に Oracle リソースと CFSMount リソースの依存関係を
設定します。
# hares -link db_resnameoradbmnt_resname

15 oradb1_grp サービスグループと cvm サービスグループ間に online local firm 依
存関係を作成します。
# hagrp -link oradb_grpnamecvm_grpname online local firm
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16 Oracle サービスグループを有効にします。
# hagrp -enableresources oradb_grpname

17 クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

18 すべてのノードで Oracle サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online oradb_grpname -any

メモ: ポリシーによって管理されたデータベースの場合: VCS が起動するとき、または管
理者が Oracle リソースをオンラインにするときに、サーバーがデータベースに関連付け
られたサーバープールの一部を構成していない場合、リソースはオフラインのままになり
ます。 Oracle Grid Infrastructure がサーバープールからサーバーを移動することを決
定すると、データベースは Oracle Grid Infrastructure によってオフライン状態にされ、
Oracle のリソースはオフライン状態に移行します。
CLI を使ってサービスグループを設定する手順について詳しくは
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

コンテナ Oracle データベース用の VCS サービスグループの手動設定
ここでは、コンテナ Oracle データベース用に VCS サービスグループを手動で設定する
手順を説明します。
p.236 の 図 13-2 を参照してください。
次の手順はデータベースが作成済みであることを前提としています。
コンテナ Oracle データベース用に VCS サービスグループを手動で設定するには

1

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS 設定にサービスグループを追加します。
# hagrp -add oradb_grpname
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サービスグループの属性を修正します。
# hagrp -modify oradb_grpname Parallel 1
# hagrp -modify oradb_grpname SystemList node_name1 0

node_name2 1

# hagrp -modify oradb_grpname AutoStartList node_name1 node_name2

4

サービスグループ用の CVMVolDg リソースを追加します。
# hares -add oradbdg_resname CVMVolDg oradb_grpname

5

サービスグループ用に CVMVolDg リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradbdg_resname CVMDiskGroup oradb_dgname
# hares -modify oradbdg_resname CVMActivation sw
# hares -modify oradbdg_resname CVMVolume oradb_volname

6

サービスグループ用の CFSMount リソースを追加します。
# hares -add oradbmnt_resname CFSMount oradb_grpname

7

サービスグループ用に CFSMount リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradbmnt_resname MountPoint "oradb_mnt"
# hares -modify oradbmnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/oradb_dgname/oradb_volname"

8

サービスグループにコンテナおよびプラグ可能 Oracle RAC リソースを追加します。
# hares -add cdb_resname Oracle oradb_grpname
# hares -add pdb_resname Oracle oradb_grpname
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サービスグループのコンテナおよびプラグ可能な Oracle リソースの属性を修正しま
す。
コンテナ Oracle リソースの場合:
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares

-modify
-modify
-modify
-modify

cdb_resname
cdb_resname
cdb_resname
cdb_resname

Owner oracle
Home "db_home"
StartUpOpt SRVCTLSTART
ShutDownOpt SRVCTLSTOP

プラグ可能な Oracle リソースの場合:
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares

-modify
-modify
-modify
-modify

pdb_resname
pdb_resname
pdb_resname
pdb_resname

Owner oracle
Home "db_home"
StartUpOpt STARTUP
ShutDownOpt IMMEDIATE

10 管理者によって管理されているコンテナデータベースの場合、次の手順を実行しま
す。
■

コンテナ Oracle リソースの Sid 属性をローカライズします。
# hares -local cdb_resname Sid

■

各システムでコンテナ Oracle リソースの Sid 属性を設定します。
# hares -modify cdb_resname Sid oradb_sid_node1 -sys node_name1
# hares -modify cdb_resname Sid oradb_sid_node2 -sys node_name2

管理者によって管理されたコンテナデータベースに存在するプラグ可能なデータ
ベースの場合、次の手順を実行します。
■

プラグ可能な Oracle リソースの Sid 属性をローカライズします。
# hares -local pdb_resname Sid

■

各システムでプラグ可能な Oracle リソースの Sid 属性を設定します。
# hares -modify pdb_resname Sid oradb_sid_node1 -sys node_name1
# hares -modify pdb_resname Sid oradb_sid_node2 -sys node_name2

■

プラグ可能な Oracle データベースの PDBName 属性を設定します。
# hares -modify pdb_resname PDBName pdbname

11 ポリシーによって管理されているコンテナデータベースの場合、次の手順を実行し
ます。

第 13 章 Oracle RAC のインストール後タスクの実行
Oracle RAC 用の VCS サービスグループの設定

■

サービスグループのコンテナ Oracle リソースの属性を変更します。
# hares -modify cdb_resname DBName db_name
# hares -modify cdb_resname ManagedBy POLICY

■

すべてのシステムでコンテナ Oracle リソースの Sid プレフィックスに SID 属性
を設定します。
# hares -modify cdb_resname Sid oradb_sid_prefix

メモ: SID プレフィックスは、データベース作成時に確認用のページに表示され
ます。 プレフィックスは次のコマンドを実行して確認することもできます。
# grid_home/bin/crsctl status resource ora.db_name.db -f | grep
GEN_USR_ORA_INST_NAME@ | tail -1 | sed 's/.*=//' | sed
's/_[0-9]$//'

■

リソースの IntentionalOffline 属性を 1 に設定し、診断監視が無効になっている
ことを確認します。
# hares -override cdb_resname IntentionalOffline
# hares -modify cdb_resname IntentionalOffline 1
# hares -modify cdb_resname MonitorOption 0

ポリシーによって管理されたコンテナデータベースに存在するプラグ可能なデータ
ベースの場合、次の手順を実行します。
■

サービスグループのプラグ可能な Oracle リソースの属性を変更します。
# hares -modify pdb_resname DBName db_name
# hares -modify pdb_resname ManagedBy POLICY

■

すべてのシステムのプラグ可能な Oracle リソースの SID プレフィックスに SID
属性を設定します。
# hares -modify pdb_resname Sid oradb_sid_prefix

メモ: SID プレフィックスは、データベース作成時に確認用のページに表示され
ます。 プレフィックスは次のコマンドを実行して確認することもできます。
# grid_home/bin/crsctl status resource ora.db_name.db -f | grep
GEN_USR_ORA_INST_NAME@ | tail -1 | sed 's/.*=//' | sed
's/_[0-9]$//'
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■

リソースの IntentionalOffline 属性を 1 に設定し、診断監視が無効になっている
ことを確認します。
# hares -override pdb_resname IntentionalOffline
# hares -modify pdb_resname IntentionalOffline 1
# hares -modify pdb_resname MonitorOption 0

■

プラグ可能な Oracle データベースの PDBName 属性を設定します。
# hares -modify pdb_resname PDBName pdbname

12 プラグ可能なデータベースリソースと対応するコンテナデータベースリソース間に依
存関係を設定します。
# hares -link pdb_resnamecdb_resname

コンテナデータベースの各プラグ可能なデータベースリソースでこの手順を繰り返し
ます。

13 各コンテナデータベースで手順 8 から 12 を繰り返します。
14 Oracle サービスグループ用に CFSMount リソースと CVMVolDg リソースの依存関
係を設定します。
# hares -link oradbmnt_resnameoradbdg_resname

15 Oracle サービスグループ用に Oracle リソースと CFSMount リソースの依存関係を
設定します。
# hares -link db_resnameoradbmnt_resname

16 oradb1_grp サービスグループと cvm サービスグループ間に online local firm 依
存関係を作成します。
# hagrp -link oradb_grpnamecvm_grpname online local firm

17 Oracle サービスグループを有効にします。
# hagrp -enableresources oradb_grpname

18 クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

19 すべてのノードで Oracle サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online oradb_grpname -any
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メモ: ポリシーによって管理されたデータベースの場合: VCS が起動するとき、または管
理者が Oracle リソースをオンラインにするときに、サーバーがデータベースに関連付け
られたサーバープールの一部を構成していない場合、リソースはオフラインのままになり
ます。 Oracle Grid Infrastructure がサーバープールからサーバーを移動することを決
定すると、データベースは Oracle Grid Infrastructure によってオフライン状態にされ、
Oracle のリソースはオフライン状態に移行します。
CLI を使ってサービスグループを設定する手順について詳しくは
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

障害後のデータベース再起動の管理
データベースインスタンスに障害が発生すると、Oracle Clusterware と VCS の両方が
（Oracle エージェントを通して）リソース障害に応答します。 Oracle Clusterware がイン
スタンスの障害を検出すると、Oracle Clusterware のデータベースリソースプロファイル
の RESTART_ATTEMPTS 属性に設定された値に基づいてインスタンスの再起動が試行さ
れます。 加えて、VCS はインスタンス障害を検出し、リソースの障害を発生させてから、
VCS の設定に応じて処理を実行します。
障害への応答を両方の Clusterware が個別に行うことを回避するため、次の項で説明
するように、適切なリソースパラメータを変更する必要があります。
障害後にデータベース再起動を管理するには

1

クラスタのいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

次のいずれかの手順を実行します。
■

RESTART_ATTEMPTS 属性を次のように変更して、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure でのインスタンスの再起動を無効にします。
Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合:
# crsctl modify resource db_resname -attr "RESTART_ATTEMPTS=0"

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が再起動を試行しなくなるまで、VCS
がリソースに障害を発生させることのないようにします。
# haconf -makerw
# hares -modify db_resname ToleranceLimit = tl_value
# haconf -dump -makero

ここで、tl_value は RESTART_ATTEMPTS 属性の値に等しいか、大きい値です。

第 13 章 Oracle RAC のインストール後タスクの実行
データベースの自動起動の回避

VCS ログファイルの場所
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log にあるログファイルを確認して、エラーまたは状態

メッセージがないかどうかをチェックできます。大量のデータが書き込まれた場合は、
engine_B.log や engine_C.log など複数のログファイルが書き込まれることがあります。
engine_A.log には、最新のデータが格納されます。

データベースの自動起動の回避
Oracle エージェントを使って VCS が Oracle RAC データベースを管理するように設定
する場合は、Oracle RAC データベースを手動で起動するように設定します。Oracle 用
に VCS サービスグループを設定する場合、Oracle データベースの自動起動を回避す
る必要があります。データベースのマウントが有効な場合、Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure と Oracle エージェントがデータベースインスタンスを同時に起動しようと
することがあります。Oracle データベースの自動起動を回避するには、Oracle の SRVCTL
コマンドを使って、データベースの管理ポリシーを自動から手動に変更する必要がありま
す。このコマンドでは、Oracle データベースとインスタンスリソースの AUTO_START 属
性の値が変更されます。
データベースの自動起動を回避するには

1

まだ登録されていない場合、データベースを登録します。
$ srvctl add database -d db_name -o db_home ¥
-p location_parameterfile -y manual

2

データベースが登録されたら、データベースの管理ポリシーを手動に変更します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 ポリシー管理データベースの場合、automatic
であるデータベースの管理ポリシーを保持します。
Oracle RAC 12c の場合:
$ srvctl modify database -db db_name -policy manual

Oracle RAC 11g 以前のバージョンの場合:
$ srvctl modify database -d db_name -y manual
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既存の PrivNIC または MultiPrivNIC のリソースの削
除
Oracle RAC 11.2.0.2 またはそれ以降のバージョンをアップグレードする場合は、設定
している既存の PrivNIC または MultiPrivNIC のリソースを削除する必要があります。
PrivNIC または MultiPrivNIC のリソースを削除するには

1

cvm サービスグループをフリーズし、PrivNIC/MultiPrivNIC を削除します。 Oracle
データベースが VCS の制御下にある場合は、データベースサービスグループをフ
リーズします。
#
#
#
#
#

2

haconf -makerw
hagrp -freeze cvm
hagrp -freeze oracle_group
hares -delete PrivNIC_MultiPrivNIC_res
haconf -dump -makero

cvm サービスグループのフリーズを解除します。Oracle データベースが VCS の制
御下にある場合は、データベースサービスグループのフリーズを解除します。
#
#
#
#

haconf -makerw
hagrp -unfreeze cvm
hagrp -unfreeze oracle_group
haconf -dump -makero

通信用の権限の削除
Veritas InfoScale Enterprise のインストールと I/O フェンシング用ディスクサポートの検
証を完了したことを確認してください。 rsh を使った場合は、ノードに設定した一時的な
rsh アクセス権限を削除し、パブリックネットワークへの接続を復元します。
セキュア通信を実現するためにノードで ssh が使われていて、一時的にパブリックネット
ワークへの接続を削除した場合は、接続を復元してください。

251

14
Oracle RAC のアップグレー
ド
この章では以下の項目について説明しています。
■

サポートされているアップグレードパス

■

Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g からのアップグレードの準備

■

Oracle RAC バイナリのアップグレード

■

Oracle RAC データベースの移行

サポートされているアップグレードパス
表 14-1 に、Oracle RAC のアップグレードパスを示します。
表 14-1

Oracle RAC でサポートされているアップグレードパス

現在のバージョン

アップグレード先

Oracle RAC 11g リリース 2

Oracle RAC 12c

メモ: 異なるバージョンの Oracle RAC にアップグレードするときは、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレクトリの絶対パ
スが、既存のバージョンの Oracle RAC が存在するパスと異なることを確認してください。
アップグレードの手順では、初期設定において次のコンポーネントが含まれ、これらのコ
ンポーネントがクラスタノードで実行中であるものとします。
■

SF Oracle RAC 7.0

■

サポートされているバージョンのオペレーティングシステム
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Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g からのアッ
プグレードの準備
Oracle RAC をアップグレードする前に、次のタスクを実行します。
Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g からのアップグレードを準備するには

1

既存のデータベースのホットバックアップまたはコールドバックアップの作成を行い
ます。

2

既存の Oracle ホームと、中心となるインベントリのバックアップを作成します。

3

クラスタの設定が Oracle RAC のアップグレードと互換性があることを検証します。

4

Oracle RAC データベースが VCS の制御下にある場合、Oracle サービスグルー
プをフリーズします。これは、アップグレード中に Oracle RAC がデータベースを停
止して起動するときに VCS がリソースの障害を報告しないようにするためです。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze oradb_grpname -persistent

5

cvm サービスグループをフリーズします。これは、アップグレード中に Oracle
Clusterware が停止して起動するときに VCS がリソースの障害を報告しないように
するためです。
# hagrp -freeze cvm_grpname -persistent
# haconf -dump -makero

Oracle RAC バイナリのアップグレード
Oracle RAC をアップグレードする前に Oracle のインストールマニュアルと適切な Oracle
サポート Web サイトを確認します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンにアップグレードする場合は、必ず
既存のインストールと同じユーザークレデンシャルを使ってアップグレードするようにして
ください。

253

第 14 章 Oracle RAC のアップグレード
Oracle RAC データベースの移行

Oracle RAC バイナリをアップグレードするには

1

Oracle Clusterware をアップグレードします。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンにアップグレードする場合は、
Oracle Clusterware を新しいディレクトリである Oracle Grid Infrastructure のホー
ムディレクトリ（GRID_HOME）にアップグレードします。
Oracle RAC 11g リリース 2 以降、ASM は Oracle Grid Infrastructure のホーム
ディレクトリに格納されている必要があります。 ASM を Oracle RAC 11g リリース 2
以降のバージョンにアップグレードする予定の場合は、必ず ASM が Oracle Grid
Infrastructure のホームディレクトリで実行されるようにアップグレードしてください。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

2

Oracle Clusterware が実行されていることを確認します。

3

Oracle RAC データベースバイナリをインストールします。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

4

次のインストール後タスクを完了します。
■

Oracle RAC パッチまたはパッチセットを追加します。
p.223 の 「Oracle RAC パッチまたはパッチセットの追加」 を参照してください。

■

SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC を再リンクします。
メモ: 複数の ORACLE_HOME ディレクトリがある場合、すべての
ORACLE_HOME ディレクトリで Oracle ライブラリを再リンクします。
p.229 の 「SF Oracle RAC ライブラリと Oracle RAC との再リンク」 を参照してく
ださい。

Oracle RAC データベースの移行
既存の Oracle RAC データベースの移行手順については、Oracle Metalink のマニュ
アルを参照してください。
データベースを移行した後で、アップグレード後のタスクを完了します。
p.254 の 「アップグレード後のタスクの実行」 を参照してください。

アップグレード後のタスクの実行
次の手順を実行してアップグレードを完了します。
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アップグレード後のタスクを実行するには

1

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

データベース Cache Fusion トラフィックが Oracle UDP IPC プライベート IP アド
レスを使うように設定されていて、これらのアドレスが高可用性のために PrivNIC ま
たは MultiPrivNIC リソースとして設定されている場合は、Oracle init.ora ファイ
ルに Oracle UDP IPC プライベート IP アドレスを追加します。

3

Oracle Clusterware の自動起動を回避するために Oracle RAC の設定を変更し
ます。
p.228 の 「Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動の回避」 を参照して
ください。

4

Oracle エージェントを使って VCS が Oracle RAC データベースを管理するように
する場合は、データベースの自動起動を回避するために Oracle RAC データベー
スの設定を変更します。
p.250 の 「データベースの自動起動の回避」 を参照してください。

5

以前にフリーズした VCS サービスグループのフリーズ解除を行います。
root ユーザーとして次のように入力します。
# hagrp -unfreeze oradb_grpname -persistent
# hagrp -unfreeze cvm_grpname -persistent
# haconf -dump -makero

6

OCR と投票ディスクを CFS または ASM に移行します。
OCR と投票ディスクを CFS に移行する場合
■

必要なストレージを CFS 上に作成します。
手順については

■

OCR と投票ディスクを CFS に移行します。
手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。

OCR と投票ディスクを ASM に移行する手順については、Oracle のマニュアルを
参照してください。

255

5
ノードの追加と削除

■

第15章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加

■

第16章 SF Oracle RAC クラスタからのノードの削除

15
SF Oracle RAC クラスタへ
のノードの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタへのノードの追加について

■

クラスタにノードを追加する前に

■

Veritas InfoScale インストーラを使ったクラスタへのノードの追加

■

手動によるクラスタへのノードの追加

■

SF Oracle RAC 応答ファイルを使ったクラスタへのノードの追加

■

新しいノードで Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンの IP アドレスを設定する

■

Oracle RAC への新しいノードの追加

■

SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノードの追加

■

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例

クラスタへのノードの追加について
SF Oracle RAC をインストールしてクラスタを作成すると、クラスタでのノードの追加や削
除を行うことができます。最大 16 のノードからなるクラスタを作成できます。
次の方法でノードを追加できます。
■

製品インストーラを使う

■

手動
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次の表に、既存の SF Oracle RAC クラスタにノードを追加するために必要なタスクの概
略を示します。
表 15-1

クラスタにノードを追加するためのタスク

手順

説明

クラスタにノードを追加する前に、前 p.258 の 「クラスタにノードを追加する前に」 を参照してくださ
提条件を満たしていることを確認し、 い。
準備タスクを完了してください。
クラスタに新しいノードを追加しま
す。

p.261 の 「Veritas InfoScale インストーラを使ったクラスタへ
のノードの追加」 を参照してください。
p.273 の 「手動によるクラスタへのノードの追加」 を参照して
ください。

クラスタに新しいノードを追加したら、 p.282 の 「新しいノードの CVM と CFS の設定」 を参照して
そのノードの設定を行います。
ください。
新しいノードで Oracle をインストー p.265 の 「スクリプトベースのインストーラを使って Oracle
ルするための準備を行います。
RAC をインストールするための新しいノードの準備」 を参照
してください。
Oracle にノードを追加します。

p.297 の 「Oracle RAC への新しいノードの追加」 を参照し
てください。

SFDB（Storage Foundation for
p.298 の 「SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへ
Databases）ツールを使用している のノードの追加」 を参照してください。
場合は、リポジトリデータベースを更
p.299 の 「ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
新する必要があります。
Databases）リポジトリの更新」 を参照してください。

この手順例では、既存の 2 ノードクラスタにノードを追加する方法を説明します。

クラスタにノードを追加する前に
既存の SF Oracle RAC クラスタにノードを追加する準備を始める前に、次の準備作業
を行う必要があります。
■

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされていることを確認する。

■

ハードウェアを設定する。

■

新しいノードを準備する。

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされていることを確認するには

1

SF Oracle RAC のハードウェアとソフトウェアの必要条件を確認します。
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2

新しいシステムのオペレーティングシステムのバージョンとパッチレベルが既存のク
ラスタのものと同じであることを確認します。

3

既存のクラスタが Enterprise でインストールされ、そのクラスタ上で SF Oracle RAC
が動作していることを確認します。

4

クラスタが以前のバージョンからアップグレードされている場合は、クラスタプロトコル
のバージョンを調べて、追加するノードと同じバージョンであることを確認してくださ
い。 プロトコルが一致しない場合、そのノードを既存のクラスタに参加させることはで
きません。
次のコマンドを使って、クラスタプロトコルのバージョンを確認します。
# vxdctl protocolversion
Cluster running at protocol 140

5

マスターノードのクラスタプロトコルがバージョン 130 よりも前である場合は、以下を
使ってアップグレードします。
# vxdctl upgrade [version]

既存のクラスタに新しいシステムを設定する前に、図 15-1 に示す手順に従ってクラスタ
にシステムを物理的に追加する必要がありす。
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2 つのスイッチを使った、2 ノードクラスタへのノードの追加

図 15-1
パブリックネ
ットワーク

共有ストレージ
既存のノード 1

プライベ
ートネッ
トワーク

既存のノード 2

ハブまたは
スイッチ

新しいノ
ード

ハードウェアを設定するには

1

SF Oracle RAC プライベートネットワーク用イーサネットコントローラを接続します。
必要に応じて次のタスクを実行します。
■

クラスタにノードを追加するとき、プライベートネットワーク接続のための独立した
スイッチまたはハブを使用します。

■

すでに独立したハブを使っている場合は、新しいノードの 2 つのイーサネットコ
ントローラをその独立したハブに接続します。

図 15-1 は、2 つの独立したハブを使って、既存の 2 ノードクラスタに新しいノードを
追加している様子を示しています。

2

次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

ノードが既存のノードと同じ共有ストレージデバイスに接続されている必要があり
ます。

■

ノードがクラスタの 2 つの独立したスイッチにプライベートネットワークで接続され
ている必要があります。
詳しくは、『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。
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■
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新しいノード上のプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェース
の名前がクラスタの既存のノードと同じである必要があります。

既存の SF Oracle RAC クラスタに新しいノードを追加する前に、そのノードで次の準備
手順を完了します。
新しいノードを準備するには

1

インストーラプログラムのあるフォルダに移動します。 新しいノードがインストールの
必要条件を満たしていることを確認します。
# ./installer -precheck

2

設定を行わず、新しいシステムに Veritas InfoScale Enterprise パッケージ のみを
インストールします。 既存のノードで使用できるすべての VRTS パッケージ が新し
いノードでも使用できることを確認します。
# ./installer

メッセージを表示された場合 SF Oracle RAC を設定しないでください。
Would you like to configure InfoScale Enterprise after installation?
[y,n,q] (n) n

3

インストーラで再ブートが求められたら、ノードを再起動します。

Veritas InfoScale インストーラを使ったクラスタへの
ノードの追加
Veritas InfoScale インストーラで -addnode オプションを使って、ノードをクラスタに追加
できます。
Veritas InfoScale インストーラで次のタスクが実行されます。
■

ノードと既存のクラスタが通信の必要条件を満たしていることを確認する。

■

新しいノードにインストールされているが設定はされていない製品と パッケージ を確
認します。

■

新しいノードでネットワークインターフェースを検出し、インターフェースの設定を確認
します。

■

新しいノードで次のファイルを作成する。
/etc/llttab
/etc/VRTSvcs/conf/sysname
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■

次のファイルを更新して既存のノードから新しいノードにコピーする。
/etc/llthosts
/etc/gabtab
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

■

既存のクラスタから新しいノードに次のファイルをコピーする
/etc/vxfenmode
/etc/vxfendg
/etc/vcsmmtab
/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/default/llt
/etc/default/gab
/etc/default/vxfen
/etc/default/vcsmm
/etc/default/amf

■

既存のクラスタで使っているフェンシングモードに応じて、ディスクベースのフェンシン
グまたはサーバーベースのフェンシングを設定する。

■

VCS 設定で CVM と ClusterService のサービスグループに新しいノードを追加す
る。
メモ: VCS に設定されている他のサービスグループでは、新しいノードの設定を手動
で更新してください。

■

SF Oracle RAC プロセスを起動し、新しいノードで CVM と CFS を設定します。

プロセスの終了後に、新しいノードが SF Oracle RAC クラスタに参加します。
メモ: 既存のクラスタにサーバーベースのフェンシングを設定した場合は、CP サーバー
に新しいノードのエントリが含まれていないことを確認します。 CP サーバーにすでに新
しいノードのエントリが含まれている場合は、クラスタにノードを追加する前にこれらのエ
ントリを削除します。削除しない場合は、プロセスでエラーが起きることがあります。
p.309 の 「CP サーバーからのノード設定の削除」 を参照してください。

注意: 新しいノードで Oracle プリインストールタスクを完了するために Veritas InfoScale
インストーラを使う予定の場合は、クラスタにノードを追加した後でインストーラを中止しな
いでください。 インストーラを中止した場合は、手動で Oracle プリインストールタスクを実
行する必要があります。
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インストーラを使って既存のクラスタにノードを追加するには

1

既存のクラスタのノードのいずれかに root ユーザーとしてログインします。

2

cssd タイプのリソースをクリティカルリソースとして設定している場合には、cvm グ
ループは新しいノードでオフラインになります。 設定を修正して、cssd タイプをクリ
ティカルでないリソースにします。

既存のクラスタノードのいずれかで、cssd タイプのリソースをクリティカルでないリソー
スとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

3

-addnode オプションを指定して Veritas InfoScale インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -addnode

インストーラにより、著作権メッセージと、一時インストールログの格納場所が表示さ
れます。

4

既存の SF Oracle RAC クラスタのノード名を入力します。
インストーラでは既存のクラスタを識別するためにノード情報が使われます。
Enter one node of the InfoScale Enterprise cluster to which
you would like to add one or more new nodes: sys1

5

クラスタ情報を見直して確認します。

6

クラスタに新しいノードとして追加するシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces
to add to the cluster: sys5

インストーラでクラスタへのノードの追加を確認するメッセージが表示されるかどうか
を確認します。
インストーラによってノードにインストールされた製品と パッケージ が確認され、ネッ
トワークインターフェースが検出されます。

263

第 15 章 SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
Veritas InfoScale インストーラを使ったクラスタへのノードの追加

7

第 1 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
メモ: 新しいノード上のプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェー
スの名前がクラスタの既存のノードと同じである必要があります。 新しいノードの LLT
設定が既存のクラスタと同じである必要があります。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on sys5: [b,q,?] net1
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on sys5: [b,q,?] net2

メモ: クラスタの可用性を高くするために、少なくとも 2 つのプライベートハートビート
リンクを設定する必要があります。

8

既存のクラスタに設定されている LLT リンクの数に応じて、新しいノードに追加プラ
イベートハートビートリンクを設定します。
インストーラによってネットワークインターフェースの設定が確認され、情報が表示さ
れます。

9

情報を確認します。

10 既存のクラスタで SMTP、SNMP、グローバルクラスタオプションを設定している場
合は、新しいノードの NIC 情報を求めるメッセージが表示されます。
Enter the NIC for VCS to use on sys5: net3
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265

11 既存のクラスタでサーバーベースのフェンシングを使用している場合は、インストー
ラが新しいノードでサーバーベースのフェンシングを設定します。
その後、必須プロセスのすべてが起動し、新しいノードがクラスタに参加します。
メモ: インストーラを使って Oracle インストール前のタスクを実行する場合は、インス
トーラを終了しないでください。
インストーラは、実行された処理の詳細と、ログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の場所を示します。
クラスタのセキュリティを有効にすると、インストーラが次のメッセージを表示します。
Since the cluster is in secure mode, please check the
main.cf to see whether you would like to modify the usergroup that
you would like to grant read access.

ユーザーグループを修正して安全なクラスタに読み込みアクセスを認可するには、
次のコマンドを使います。
# haconf -makerw
# hauser -addpriv <user group> GuestGroup
# haclus -modify <user group> GuestGroup
# haconf -dump -makero

12 新しいノードに Oracle RAC をインストールするための準備手順を完了します。
p.265 の 「スクリプトベースのインストーラを使って Oracle RAC をインストールするた
めの新しいノードの準備」 を参照してください。

13 Oracle RAC にノードを追加します。
p.297 の 「Oracle RAC への新しいノードの追加」 を参照してください。

14

lltstat -n コマンドと gabconfig -a コマンドを使って、新しいノードが SF Oracle

RAC クラスタに参加したことを確認してください。

スクリプトベースのインストーラを使って Oracle RAC をインストールす
るための新しいノードの準備
インストーラで次のタスクが実行されます。
■

新しいノードに Oracle のユーザーとグループを作成します。

■

プライベート IP アドレスと、PrivNIC リソースまたは MultiPrivNIC リソースを設定しま
す（これらを既存のクラスタに設定している場合）。
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■

OCR と投票ディスク用の CFSMount と CVMVolDg リソースが cvm サービスグルー
プ下に設定されている場合、ノードがクラスタに追加された後、インストーラによってそ
のリソースがオンラインになります。
これらのリソースが他のサービスグループ内に設定されている場合は、新しいノードを
含むようにサービスグループを修正してから、サービスグループをオンラインにしてく
ださい。
メモ: OCR と投票ディスクが VCS 内に設定されていない場合は、次の手順を終了し
た後に OCR と投票ディスクを手動でマウントします。

■

新しいノードで CVM グループを開始します。

インストーラを使って Oracle RAC を新しいノードにインストールするための準備をする
には

1

新しいノードで SF Oracle RAC を設定した後に、Oracle RAC を設定するための
オプションが表示されます。
1) Create Oracle User and Group
2) Configure private IP addresses (HAIP Configuration)
- For Oracle RAC 11.2.0.2 and later
3) Configure private IP addresses (PrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
4) Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)
- For Oracle RAC prior to 11.2.0.2
5) Finish

メモ: プライベート IP アドレスを PrivNIC または MultiPrivNIC リソースとして既存の
クラスタで設定しているかどうかによって、オプション 3 と 4 が表示されます。
1 を入力して、SF Oracle RAC インストーラメニューからオプション［Oracle のユー
ザーとグループの作成（Create Oracle User and Group）］を選択します。
p.268 の 「新しいノードでの Oracle ユーザーおよびグループの作成」 を参照してく
ださい。

2

既存のクラスタに設定されている場合、HAIP のプライベート IP アドレスを設定しま
す。
2 を入力して、［プライベート IP アドレスの設定（HAIP 設定）（Configure private IP
addresses (HAIP Configuration)）］オプションを選択します。
p.295 の 「新しいノードで Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンの IP アドレスを
設定する」 を参照してください。
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3

Oracle Clusterware 用に PrivNIC リソースを設定します（既存のクラスタの IP アド
レスを PrivNIC リソースとして設定している場合のみ）。
以下の場合は PrivNIC リソース設定を手動で更新する必要があります。
■

既存のクラスタ上の PrivNIC リソースが cvm 以外のグループ内に設定されてい
る場合。

■

既存のクラスタ上の PrivNIC リソース設定で各ノードの Device 属性が次のよう
に設定されていない場合:
Device@sys1 = {net1=0, net2=1}
Device@sys2 = {net1=0, net2=1}

3 を入力して、オプション［プライベート IP アドレスの設定（PrivNIC 設定）（Configure
private IP addresses (PrivNIC Configuration)）］を選択します。
p.269 の 「Oracle Clusterware の PrivNIC リソースの設定」 を参照してください。

4

Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC 用に MultiPrivNIC リソースを設定します
（既存のクラスタの IP アドレスを MultiPrivNIC リソースとして設定している場合の
み）。
以下の場合は MultiPrivNIC リソース設定を手動で更新する必要があります。
■

既存のクラスタ上の MultiPrivNIC リソースが cvm 以外のグループ内に設定され
ている場合。

■

既存のクラスタ上の MultiPrivNIC リソース設定で各ノードの Device 属性が次
のように設定されていない場合:
Device@sys1 = {net1=0, net2=1, net3=2}
Device@sys2 = {net1=0, net2=1, net3=2}

4 を入力して、オプション［プライベート IP アドレスの設定 (MultiPrivNIC 設定)
（Configure private IP addresses (MultiPrivNIC Configuration)）］を選択します。
p.271 の 「Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC の MultiPrivNIC リソースの設
定」 を参照してください。

5

［完了（Finish）］を選択して、cvm グループを新しいノードで開始します。
メモ: cssd タイプのリソースは、新しいノードを Oracle Clusterware に追加するま
で FAULTED と表示されます。
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6

すべての GAB ポートが動作中であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
1b0802 membership 0123
Port b gen
1b0820 membership 0123
Port d gen
1b0809 membership 0123
Port f gen
1b082f membership 0123
Port h gen
1b0831 membership 0123
Port m gen
1b0827 membership 0123
Port o gen
1b080b membership 0123
Port u gen
1b082d membership 0123
Port v gen
1b0829 membership 0123
Port w gen
1b082b membership 0123
Port y gen
1b0828 membership 0123

7

8

「Oracle RAC をインストールする準備」の章の指示に従って、以下の追加の準備タ
スクを完了します。
■

Oracle RAC で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。

■

カーネルパラメータを設定します。

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認します。

■

リモートシェルおよびリモートコピーの環境用に Oracle ユーザー相当の権限を
設定します。

■

Oracle ユーザープロファイルを編集します。

■

OCR と投票ディスクのリソースが VCS 内に設定されていない場合は、OCR と
投票ディスクを手動でマウントします。

Oracle Clusterware と Oracle RAC データベースのホームディレクトリを手動で作
成します。
p.288 の 「新しいノードでの Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle デー
タベースのホームディレクトリの作成 」 を参照してください。

新しいノードでの Oracle ユーザーおよびグループの作成
次の手順を実行して新しいノードで Oracle ユーザーおよびグループを作成します。
メモ: ノードでセキュアシェルまたはリモートシェル接続を設定する前に、手動で Oracle
ユーザーのパスワードを設定します。
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新しいノードで Oracle ユーザーおよびグループを作成するには

1

既存のクラスタで Oracle RAC 操作に使用する Oracle ユーザー名を入力します。
メモ: 新しいノードに該当の Oracle ユーザーおよびグループがすでに存在する場
合、Oracle ユーザーおよびグループの UID と GID が現在のクラスタにあるものと
同じであることを確認します。
Enter Oracle UNIX user name:

[b] oracle

インストーラは、Oracle ユーザー名に基づいて、既存のグループ情報と識別情報を
取得します。

2

情報を確認します。
新しいノードにユーザーとグループが追加されます。

3

Return キーを押して、その他の設定タスクを続行します。

Oracle Clusterware の PrivNIC リソースの設定
この手順は、プライベート IP アドレスが既存のクラスタ内で PrivNIC リソースとして設定
されている場合にのみ実行してください。
メモ: 新しいノードのプライベート相互接続のネットワークインターフェース名は、既存のク
ラスタのネットワークインターフェース名と同じにしてください。フェールオーバーの選択
肢を最大限に確保するために、PrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使
われます。
インストーラによって表示される事前設定の情報を確認し、必要条件を満たしていること
を確認してください。
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Oracle Clusterware の PrivNIC リソースを設定するには

1

PrivNIC リソースの名前を入力します。 インストーラにより既存の PrivNIC リソース
の名前が表示されます。 既存のリソースの名前を指定します。
Enter the PrivNIC resource name: [b] (ora_priv)

2

インストーラによって IP アドレスが /etc/hosts ファイルに追加されるようにする場合
は、y を入力します。
Do you want the Installer to add IP addresses in /etc/hosts
and /etc/inet/ipnodes files? [y,n,q] (y)

メモ: /etc/inet/ipnodes ファイルは IPv6 アドレス更新のためにのみ使われます。
このリリースでは IPv6 アドレスはサポートされていないため、プロンプトの
/etc/inet/ipnodes ファイルへの参照は無視します。
設定後に手動で IP アドレスをファイルに追加することもできます。
インストーラにより、クラスタの既存の PrivNIC リソースの設定が表示されます。
Resource name: ora_priv
System: sys1
Private Interfaces: net1 net2
Private IP address: 192.168.12.1
Alias for above IP: sys1-priv
System: sys2
Private Interfaces: net1 net2
Private IP address: 192.168.12.2
Alias for above IP: sys2-priv
Is this information correct? [y,n,q] (y)

3

情報を確認します。
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4

新しいノードのプライベート IP アドレスとプライベートノード名を入力します。
Enter the private IP for sys5: [b] 192.168.12.5
Enter Hostname alias for the above IP address: [b] sys5-priv

新しいノードのリソースの設定が表示されます。
Resource name: ora_priv
System: sys5
Private Interfaces: net1 net2
Private IP address: 192.168.12.5
Alias for above IP: sys5-priv
Is this information correct? [y,n,q] (y)

5

情報を確認します。
インストーラにより、既存の PrivNIC リソースが新しいノードのリソース設定で更新さ
れ、新しいノードと既存のノードの /etc/hosts ファイルが更新されます（インストー
ラでファイルを更新することを選択した場合）。

6

Return キーを押して、その他の設定タスクを続行します。

Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC の MultiPrivNIC リ
ソースの設定
この手順は、プライベート IP アドレスが既存のクラスタ内で MultiPrivNIC リソースとして
設定されている場合にのみ実行してください。
メモ: 新しいノードのプライベート相互接続には、既存のクラスタ上のインターフェースと
同じインターフェースを設定してください。フェールオーバーの選択肢を最大限に確保す
るために、MultiPrivNIC 設定には利用可能なすべての LLT リンクが使われます。
インストーラによって表示される事前設定の情報を確認し、必要条件を満たしていること
を確認してください。
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Oracle Clusterware と Oracle UDP IPC の MultiPrivNIC リソースを設定するには

1

MultiPrivNIC リソースの名前を入力します。 インストーラにより既存の MultiPrivNIC
リソースの名前が表示されます。 既存のリソースの名前を指定します。
Enter the MultiPrivNIC resource name: [b] (multi_priv)

2

インストーラによって IP アドレスが /etc/hosts ファイルに追加されるようにする場合
は、y を入力します。
Do you want the Installer to add IP addresses in /etc/hosts
and /etc/inet/ipnodes files? [y,n,q] (y)

メモ: /etc/inet/ipnodes ファイルは IPv6 アドレス更新のためにのみ使われます。
このリリースでは IPv6 アドレスはサポートされていないため、プロンプトの
/etc/inet/ipnodes ファイルへの参照は無視します。
設定後に手動で IP アドレスをファイルに追加することもできます。
インストーラにより、クラスタの既存の MultiPrivNIC リソースの設定が表示されます。
Resource name: multi_priv
System: sys1
Private Interfaces: net1 net2
Private IPs on net1: 192.168.12.1
Aliases for above IPs: sys1-priv
Private IPs on net2: 192.168.2.1
Aliases for above IPs: sys1-priv1
System: sys2
Private Interfaces: net1 net2
Private IPs on net1: 192.168.12.2
Aliases for above IPs: sys2-priv
Private IPs on net2: 192.168.2.2
Aliases for above IPs: sys2-priv1
Is this information correct? [y,n,q] (y)

3

情報を確認します。

4

新しいノードの net1 インターフェースにプライベート IP アドレスと対応するプライ
ベートノード名を入力します。
Enter IP addresses for sys5 for net1
separated by space: [b,q,?] 192.168.12.5
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] sys5-priv
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5

新しいノードの net2 インターフェースにプライベート IP アドレスと対応するプライ
ベートノード名を入力します。
Enter IP addresses for sys5 for net2
separated by space: [b,q,?] 192.168.2.6
Enter Hostname aliases for the above IP addresses
separated by space: [b,q,?] sys5-priv1

新しいノードのリソースの設定が表示されます。
Resource name: multi_priv
System: sys5
Private Interfaces: net1 net2
Private IPs on net1: 192.168.12.5
Aliases for above IPs: sys5-priv
Private IPs on net2: 192.168.2.6
Aliases for above IPs: sys5-priv1
Is this information correct? [y,n,q] (y)

6

情報を確認します。
インストーラにより、既存の MultiPrivNIC リソースが新しいノードのリソース設定で更
新され、新しいノードと既存のノードの /etc/hosts ファイルが更新されます（インス
トーラでファイルを更新することを選択した場合）。

7

Return キーを押して、その他の設定タスクを続行します。

手動によるクラスタへのノードの追加
クラスタにノードを手動で追加する予定がある場合にのみ、Veritas InfoScale Enterprise
をインストールした後にこの手順を実行します。
表 15-2

クラスタにノードを手動で追加するための手順

手順

説明

新しいノードで Veritas Volume
Manager（VxVM）を起動します。

p.274 の 「新しいノードの VxVM の起動」 を参照してくださ
い。

新しいノードのクラスタプロセスを設 p.275 の 「新しいノードのクラスタプロセスの設定」 を参照し
定します。
てください。
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手順

説明

既存クラスタのフェンシング設定と一 p.280 の 「新しいノードでのフェンシングの起動」 を参照して
致するように、新しいノードのフェン ください。
シングを設定します。
サーバーベースの I/O フェンシング
を使うように既存のクラスタが設定さ
れている場合は、新しいノードにサー
バーベースの I/O フェンシングを設
定します。
VCS を起動します。

p.281 の 「新しいノードで VCS を起動するには」 を参照して
ください。

CVM と CFS を設定します。

p.282 の 「新しいノードの CVM と CFS の設定」 を参照して
ください。

ClusterService グループが既存の p.284 の 「新しいノードへの ClusterService グループの設
クラスタに設定されたら、そのグルー 定」 を参照してください。
プにノードを追加します。
新しいノードに Oracle RAC をイン p.285 の 「新しいノードに Oracle RAC をインストールするた
ストールするための準備手順を完了 めの手動での準備」 を参照してください。
します。
Oracle RAC にノードを追加します。 p.297 の 「Oracle RAC への新しいノードの追加」 を参照し
てください。

新しいノードの VxVM の起動
Veritas Volume Manager（VxVM）ではアクセスを制御するためにライセンスキーが使わ
れます。 vxinstall ユーティリティの実行中に、n と入力するとライセンスに関するメッ
セージが表示されます。 インストーラプログラムを実行した際に、適切なライセンスがイン
ストールされています。
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新しいノードで VxVM を起動するには

1

新しいノードで VxVM を起動するには、vxinstall ユーティリティを使います。
# vxinstall

2

システム全体のディスクグループを設定するように求めるメッセージが表示されたら、
n と入力します。
インストールが完了します。

3

VxVM デーモンが起動されていることを確認します。 次のコマンドを入力します。
# vxdisk list

出力に共有ディスクが表示され、エラーがないことを確認します。

新しいノードのクラスタプロセスの設定
新しいノードでクラスタプロセスを設定するには、次の手順を実行します。
新しいノードでクラスタプロセスを設定するには

1

既存のノードで、/etc/llthosts ファイルを編集します。 vi などのテキストエディタを
使って、ファイルに新しいノードの行を追加します。 ファイルは次のようになります。
0 sys1
1 sys2
2 sys5

2

/etc/llthosts ファイルを既存システムの 1 つから、新しいシステムにコピーしま

す。 /etc/llthosts ファイルはクラスタにあるすべてのノードで同じである必要が
あります。

3

新しいシステムに /etc/llttab ファイルを作成します。 次に例を示します。
set-node sys5
set-cluster 101
link net1 /dev/net:1 - ether - link net2 /dev/net:2 - ether - -

ノードを参照する最初の行を除いて、このファイルは既存のノード上にある /etc/llttab
ファイルと同じ内容になります。 2 行目のクラスタ ID は、既存のノードと同じにする
必要があります。
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4

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/gabtab ファイルを作成し
ます。 このファイルには、次の例のような行を含める必要があります。
/sbin/gabconfig -c -nN

N は、新しいノードを含むクラスタ内のシステム数です。 クラスタ内に 3 つのシステ
ムが存在する場合は、N が 3 になります。

5

既存の各システムで /etc/gabtab ファイルを編集して、新しいシステムのファイルと
内容が一致するように変更します。

6

既存のクラスタにあるいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/default/llt
/etc/default/gab
/etc/default/vcs
/etc/vcsmmtab

7

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/VRTSvcs/conf/sysname
ファイルを作成します。 このファイルにはクラスタに追加される新しいノードの名前が
含まれている必要があります。
次に例を示します。
sys5

8

新しいノードに汎用一意識別子ファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid を作成しま
す。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -rsh -clus -copy ¥
-from_sys sys1 -to_sys sys5

9

新しいノードで LLT、GAB、VCSMM、LMX、ODM ドライバを起動します。
# /etc/init.d/odm restart
# svcadm enable llt
# svcadm enable gab
# svcadm enable vcsmm
# svcadm enable lmx
# svcadm restart vxodm
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10 新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、d、o であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port d gen
df20a membership 012
Port o gen
df207 membership 012

セキュアモードで動作するノードの設定
セキュアモードで動作しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで動作していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進んでください。
以下のコマンド例では、表 15-3 に示す次の情報を使います。
表 15-3

コマンド例の定義

名前

完全修飾ホスト名（FQHN） 機能

sys5

sys5.nodes.example.com

クラスタに追加する新しいノード
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sys5 ノードでの認証ブローカーの設定
sys5 ノード上で認証ブローカーを設定するには

1

埋め込まれた認証ファイルを抽出し、一時ディレクトリにコピーします。
# mkdir -p /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup
# cd /tmp; gunzip -c /opt/VRTSvcs/bin/VxAT.tar.gz | tar xvf -

2

セットアップファイルを手動で編集します。
# cat /etc/vx/.uuids/clusuuid 2>&1

出力は UUID を示す文字列です。 この UUID （{ and } なし）はセットアップファイル
の ClusterName として使われます。
{UUID}
# cat /tmp/eat_setup 2>&1

ファイルの内容は次の例のようになります。
AcceptorMode=IP_ONLY
BrokerExeName=vcsauthserver
ClusterName=UUID
DataDir=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER
DestDir=/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver
FipsMode=0
IPPort=14149
RootBrokerName=vcsroot_uuid
SetToRBPlusABorNot=0
SetupPDRs=1
SourceDir=/tmp/VxAT/version
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3
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埋め込まれた認証ファイルを設定します。
# cd /tmp/VxAT/version/bin/edition_number; ¥
./broker_setup.sh/tmp/eat_setup
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssregctl -s -f
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER/root/.VRTSat/profile ¥
/VRTSatlocal.conf -b 'Security¥Authentication ¥
¥Authentication Broker' -k UpdatedDebugLogFileName ¥
-v /var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log -t string

4

bkup ディレクトリ全体をコピーして、クラスタの単一ノードから sys5 にブローカーの

信用証明をコピーします。
bkup ディレクトリの内容は次の例のようになります。
# cd /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup/
# ls
CMDSERVER

5

HAD

VCS_SERVICES

WAC

VCS_SERVICES ドメインをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/VCS_SERVICES -p password

6

HAD、CMDSERVER、WAC のクレデンシャルをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCS_SERVICES -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/HAD -p password

7

sys5 上で vcsauthserver プロセスを開始します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh
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8
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次のタスクを実行します。
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CLIENT
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST
# export EAT_DATA_DIR='/var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST'
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat setuptrust -b ¥
localhost:14149 -s high

9

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

新しいノードでのフェンシングの起動
新しいノードでフェンシングを起動するには、次の手順を実行します。
新しいノードでフェンシングを起動するには

1

1 つ以上のノードでディスクベースのフェンシングを使っている場合は、既存のクラ
スタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーします。
/etc/default/vxfen
/etc/vxfendg
/etc/vxfenmode

p.282 の 「新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定」 を参照してくだ
さい。

2

新しいノードでフェンシングを起動します。
# svcadm enable vxfen

3

新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、b、d、o であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port b gen
df20d membership 012
Port d gen
df20a membership 012
Port o gen
df207 membership 012
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新しいノードの追加後
クラスタに新しいノードを手動で追加した場合は、VCS を起動する前に、新しいノードで
cssd-pretend-offline ファイルを作成し、cssd をクリティカルでないリソースにする必

要があります。このようにしないと、Oracle Clusterware を新しいノードにインストールす
るまで cssd リソースは UNKNOWN 状態になるため、cvm グループをオンラインにでき
ません。
製品インストーラを使ってクラスタに新しいノードを追加した場合は、この手順を実行する
必要はありません。
メモ: cssd リソースは、Oracle Clusterware が新しいノードにインストールされるまで
FAULTED/OFFLINE 状態のままになります。
新しいノードで VCS を起動します。
新しいノードで VCS を起動するには

1

新しいノードを手動でインストールした場合:
■

既存のクラスタ内のノードのいずれかで、cssd リソースをクリティカルでないリソー
スとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

■

新しいノードに cssd-pretend-offline ファイルを作成します。
# touch /var/VRTSvcs/lock/cssd-pretend-offline

2

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

VCS によって、CVM グループがオンラインになります。

3

CVM グループがオンラインであることを確認します。
メモ: CVM グループは、Oracle Clusterware または Grid Infrastructure が新しい
ノードにインストールされるまで Partial 状態を報告します。
# hagrp -state
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新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定
この項では、新しいノードにサーバーベースのフェンシングを設定するための手順につ
いて説明します。
新しいノード上でサーバーベースのフェンシングを設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c clus1 -h sys5 -n2
Node 2 (sys5) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a list_nodes

出力に新しいノードが一覧表示される必要があります。

4

ピアノードから新しいノードに証明書をコピーします。

vxfen サービスグループへの新しいノードの追加
vxfen サービスグループに新しいノードを追加するには、次の手順に従います。
CLI を使って vxfen グループに新しいノードを追加するには

1

既存の SF Oracle RAC クラスタノードのいずれかで、クラスタの設定を読み書き両
用モードに設定します。
# haconf -makerw

2

既存の vxfen グループに sys5 を追加します。
# hagrp -modify vxfen SystemList -add sys5 2

3

SF Oracle RAC クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存し
ます。
# haconf -dump -makero

新しいノードの CVM と CFS の設定
既存のクラスタ設定を変更して、新しいノードの Cluster Volume Manager（CVM）と
Cluster File System（CFS）を設定します。
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新しいノードに CVM と CFS を設定するには

1

以前の手順でバックアップを作成していない場合は、既存のノードに main.cf ファイ
ルのバックアップを作成します。次に例を示します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

既存のクラスタのノードの 1 つで、クラスタの設定を読み書き両用モードに設定しま
す。
# haconf -makerw

3

まだ追加されていない場合、VCS の設定に新しいノードを追加します。
# hasys -add sys5

4

既存のクラスタが新しいノードを認識できるようにするには、既存のいずれかのノー
ドで次のコマンドを実行します。
#
#
#
#
#
#

5

hagrp -modify cvm SystemList -add sys5 2
hagrp -modify cvm AutoStartList -add sys5
hares -modify cvm_clus CVMNodeId -add sys5 2
haconf -dump -makero
/etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
/etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

既存のクラスタの残りのノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap
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6

いずれかの既存のクラスタノードから新しいノードに設定ファイルをコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf

7

/etc/vx/tunefstab ファイルは、ローカルマウントされたファイルシステムとクラス

タマウントされたファイルシステムに、デフォルト以外のチューニングパラメータを設
定します。
既存のクラスタノードのいずれかでクラスタマウントされたファイルシステムをチュー
ニングするために、/etc/vx/tunefstab ファイルを設定した場合、新しいノードを
使用して同じチューニングパラメータの一部またはすべてを採用すると便利です。
一部、またはすべてのチューニングパメータを採用するには、ファイルの内容を確認
し、ファイルか使用したい部分のいずれかを、新しいクラスタノードの
/etc/vx/tunefstab ファイルにコピーします。

新しいノードへの ClusterService グループの設定
既存のクラスタで ClusterService グループが設定されている場合は、既存のクラスタの
ノードのいずれかで次の手順を実行して、グループにノードを追加します。
新しいノードに ClusterService グループを設定するには

1

既存のノード（sys1 など）で、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

既存の ClusterService グループにノード sys5 を追加します。
# hagrp -modify ClusterService SystemList -add sys5 2
# hagrp -modify ClusterService AutoStartList -add sys5

3

新しいノードの既存のグループで IP アドレスと NIC リソースを修正します。
# hares -modify gcoip Device net0 -sys sys5
# hares -modify gconic Device net0 -sys sys5

4

任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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新しいノードに Oracle RAC をインストールするための手動での準備
Oracle RAC を新しいノードにインストールする前に、以下の準備タスクを手動で完了し
ます。
新しいノードに Oracle RAC をインストールする準備を行うには

1

Oracle ユーザーとグループを作成します。

2

Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンの場合、Oracle HAIP の IP アドレスを設
定します。
p.295 の 「新しいノードで Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョンの IP アドレスを
設定する」 を参照してください。

3

Oracle RAC 11.2.0.1 以前のバージョンの場合は、Oracle Clusterware の PrivNIC
リソースまたは MultiPrivNIC リソースを設定します。
p.285 の 「Oracle Clusterware の PrivNIC リソースの設定」 を参照してください。
p.286 の 「Oracle Clusterware と UDP IPC 用の MultiPrivNIC リソースの設定」 を
参照してください。

4

新しいノードで VCS を起動します。
p.287 の 「新しいノードにおける VCS の起動」 を参照してください。

5

インストールする Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle RAC データ
ベースのホームディレクトリを作成します。
p.288 の 「新しいノードでの Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle デー
タベースのホームディレクトリの作成 」 を参照してください。

6

「Oracle RAC をインストールする準備」の章の指示に従って、以下の追加の準備タ
スクを完了します。
■

Oracle RAC で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。

■

カーネルパラメータを設定します。

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認します。

■

リモートシェルおよびリモートコピーの環境用に Oracle ユーザー相当の権限を
設定します。

■

Oracle ユーザープロファイルを編集します。

Oracle Clusterware の PrivNIC リソースの設定
この項では、Oracle Clusterware 用のプライベート IP アドレスと PrivNIC リソースを設
定する手順について説明します。
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新しいノードに使うプライベート IP アドレスを特定します。IP アドレスが既存のクラスタと
同じサブネットにあることを確認してください。
手順では、新しいノードに次の IP アドレスを使います。
sys5 の場合:

192.168.12.5

Oracle Clusterware の PrivNIC リソースを設定するには

1

main.cf ファイルのバックアップを作成します。次に例を示します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

アクティブノードの ora_priv リソースにプライベート IP アドレスを追加します。
# haconf -makerw
# hares -modify priv_resname Device -add nic1_node1 0 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify priv_resname Device -add nic2_node1 1 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify priv_resname Address "privnic_ip_newnode" ¥
-sys nodenew_name
# haconf -dump -makero

Oracle Clusterware と UDP IPC 用の MultiPrivNIC リソース
の設定
この項では、Oracle Clusterware と UDP IPC 用のプライベート IP アドレスと MultiPrivNIC
リソースを設定する手順を説明します。
新しいノードに対して使うプライベート IP アドレスを識別します。 IP アドレスが既存のク
ラスタと同じサブネットに属することを確認します。
この手順では、新しいノードに対して次の IP アドレスを使います。
新しいノードの IP アドレス

192.168.12.5
192.168.2.6
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Oracle Clusterware 用の MultiPrivNIC リソースを設定するには
◆

次のコマンドを使用して、アクティブノードの multi_priv リソースにプライベート IP を
追加します。
# haconf -makerw
# hares -modify multipriv_resname Device -add net1 0 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify multipriv_resname Device -add net2 1 ¥
-sys nodenew_name
# hares -modify multipriv_resname Address -add ¥
multipriv_ip_newnode 0 -sys nodenew_name
# hares -modify multipriv_resname Address -add ¥
multipriv_udpip1_newnode 1 -sys nodenew_name
# haconf -dump -makero

新しいノードにおける VCS の起動
VCS を起動する前に、新しいノードで cssd-pretend-offline というファイルを作成
し、cssd をクリティカルでないリソースにします。 このようにしないと、Oracle Clusterware
を新しいノードにインストールするまで cssd リソースは UNKNOWN 状態になるため、
cvm グループをオンラインにできません。
メモ: cssd リソースは、Oracle Clusterware が新しいノードにインストールされるまで
FAULTED/OFFLINE 状態のままになります。
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新しいノードで VCS を起動するには

1

既存のクラスタ内のノードのいずれかで、cssd リソースをクリティカルでないリソース
として設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

2

新しいノードに cssd-pretend-offline ファイルを作成します。
# touch /var/VRTSvcs/lock/cssd-pretend-offline

3

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

新しいノードでの Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と
Oracle データベースのホームディレクトリの作成
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle データベースのホームディレクトリは、
既存のノード上にあるのと同じストレージに配置する必要があります。
既存のクラスタのストレージに応じて、ディレクトリの作成には次のいずれかのオプション
を使います。
ローカルファイルシステム

p.288 の 「ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには」
を参照してください。

Cluster File System

p.290 の 「Oracle Clusterware と Oracle データベース用のファイル
システムとディレクトリをクラスタファイルシステム上に作成するには」
を参照してください。

ローカルファイルシステム上にディレクトリを作成するには

1

ノードに root ユーザーとしてログインします。

2

次のいずれかの方法を使用して、ローカルファイルシステムを作成してマウントしま
す。
■

ネーティブオペレーティングシステムコマンドを使用する
手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

■

Veritas File System（VxFS）コマンドを使用する

root ユーザーとして、各ノード上に VxVM ロー # vxdg init vxvm_dg ¥
dg_name
カルディスクグループを作成します。
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Oracle Clusterware/Oracle Grid Infrastructure # vxassist -g vxvm_dg make clus_volname size
バイナリ用のボリュームと Oracle バイナリ用の # vxassist -g vxvm_dg make ora_volname size
ボリュームを別個に作成します。
ボリュームにファイルシステムを作成します。

# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/clus_volname
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/vxvm_dg/ora_volname

ファイルシステムをマウントします。

# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname ¥
clus_home
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

3

Oracle RAC 用のディレクトリを作成します。
#
#
#
#

4

5

mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

-p
-p
-p
-p

grid_base
clus_home
oracle_base
oracle_home

ディレクトリに対して適切な所有権と権限を設定します。
#
#
#
#

chown
chmod
chown
chmod

-R
-R
-R
-R

grid:oinstall grid_base
775 grid_base
grid:oinstall clus_home
775 clus_home

#
#
#
#

chown
chmod
chown
chmod

-R
-R
-R
-R

oracle:oinstall oracle_base
775 oracle_base
oracle:oinstall oracle_home
775 oracle_home

リソースを VCS 設定に追加します。
p.290 の 「VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには」 を参照
してください。

6

クラスタの新しい各ノード上で、すべての手順を繰り返します。
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VxFS で作成したストレージリソースを VCS 設定に追加するには

1

VCS 設定ファイルの権限を変更します。
# haconf -makerw

2

VxVM ボリュームを VCS の下に設定します。
# hares -add dg_resname DiskGroup cvm
# hares -modify dg_resname DiskGroup vxvm_dg -sys nodenew_name
# hares -modify dg_resname Enabled 1

3

ファイルシステムを VCS の下に設定します。
# hares -add clusbin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify clusbin_mnt_resname MountPoint ¥
"clus_home"
# hares -modify clusbin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/clus_volname" -sys nodenew_name
# hares -modify clusbin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify clusbin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify clusbin_mnt_resname Enabled 1
# hares -add orabin_mnt_resname Mount cvm
# hares -modify orabin_mnt_resname MountPoint ¥
"oracle_home"
# hares -modify orabin_mnt_resname BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/vxvm_dg/ora_volname" -sys nodenew_name
# hares -modify orabin_mnt_resname FSType vxfs
# hares -modify orabin_mnt_resname FsckOpt "-n"
# hares -modify orabin_mnt_resname Enabled 1

4

親と子のリソースをリンクします。
# hares -link clusbin_mnt_resnamevxvm_dg
# hares -link orabin_mnt_resnamevxvm_dg

5

クラスタの新しい各ノード上で、すべての手順を繰り返します。

Oracle Clusterware と Oracle データベース用のファイルシステムとディレクトリをクラ
スタファイルシステム上に作成するには
クラスタの CVM マスターノードで次の手順を実行します。
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1

Oracle ベースディレクトリ、Clusterware ホームディレクトリ、Oracle ホームディレク
トリを作成します。
#
#
#
#

2

mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

-p
-p
-p
-p

oracle_base
oracle_home
clus_home
grid_base

ファイルシステムをマウントします。 新しい各ノード上で、この手順を実行します。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/cvm_dg/clus_volname ¥
clus_home
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/cvm_dg/ora_volname ¥
oracle_home

SF Oracle RAC 応答ファイルを使ったクラスタへのノー
ドの追加
次の手順を実行し、SF Oracle RAC 応答ファイルを使って SF Oracle RAC クラスタに
新しいノードを追加します。
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応答ファイルを使ってクラスタにノードを追加するには

1

cssd リソースがクリティカルリソースとして設定されている場合、cvm グループは新
しいノードでオフラインになります。 設定を修正して、cssd をクリティカルでないリソー
スにします。
既存のクラスタ内のノードのいずれかで、cssd リソースをクリティカルでないリソース
として設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

2

利用可能ないずれかのオプションを使って応答ファイルを作成します。
メモ: 応答ファイルのホスト名は、必ず適切に置換します。
応答ファイルを作成するために利用できる各種オプションについては、
応答ファイルの変数の定義については、
p.293 の 「SF Oracle RAC クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
サンプル応答ファイルについては、
p.295 の 「ノードを SF Oracle RAC クラスタに追加するための応答ファイルの例」 を
参照してください。

3

SF Oracle RAC インストールプログラムのあるインストールメディアの製品ディレクト
リに移動します。

4

インストーラを起動します。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

既存のクラスタのフェンシング設定に応じて、インストーラが新しいノードでフェンシ
ングを設定します。
その後、SF Oracle RAC の必須プロセスがすべて起動し、新しいノードがクラスタ
に参加します。
インストーラは、実行された処理の詳細と共に、ログファイルと概略ファイルの場所を
示します。
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5

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
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

6

7

a
b
d
f
h
m
o
u
v
w
y

gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen

1b0802
1b0820
1b0809
1b082f
1b0831
1b0827
1b080b
1b082d
1b0829
1b082b
1b0828

membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership

0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123

「Oracle RAC をインストールする準備」の章の指示に従って、以下の追加の準備タ
スクを完了します。
■

Oracle RAC で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定します。

■

カーネルパラメータを設定します。

■

ユーザー「nobody」が存在することを確認します。

■

リモートシェルおよびリモートコピーの環境用に Oracle ユーザー相当の権限を
設定します。

■

OCR と投票ディスクのリソースが VCS 内に設定されていない場合は、OCR と
投票ディスクを手動でマウントします。

Oracle Clusterware と Oracle RAC データベースのホームディレクトリを手動で作
成します。
p.288 の 「新しいノードでの Oracle Clusterware/Grid Infrastructure と Oracle デー
タベースのホームディレクトリの作成 」 を参照してください。

SF Oracle RAC クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数
表 15-4 に、SF Oracle RAC クラスタにノードを追加するために定義できる応答ファイル
の変数の一覧を示します。
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表 15-4

SF Oracle RAC クラスタにノードを追加するための応答ファイルの
変数

変数

説明

$CFG{addnode_create_oracle_user_group}

ノードを追加した後に Oracle ユーザー
とグループを作成するかどうかを定義
します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

$CFG{oracle_user}

ノードを追加した後に作成する Oracle
ユーザー名を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

$CFG{addnode_config_privnic}
Oracle RAC 11.2.0.1 以前のバージョンの場合

クラスタにノードを追加した後にプライ
ベート IP アドレス用の PrivNIC リソー
スを設定するかどうかを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

$CFG{addnode_config_multiprivnic}

クラスタにノードを追加した後にプライ
ベート IP アドレス用の MultiPrivNIC
リソースを設定するかどうかを定義しま
す。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

$CFG{addnode_config_haip}

クラスタにノードを追加した後に Oracle
RAC 用のプライベート専用ネットワー
クを設定するための HAIP を設定する
かどうかを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

$CFG{opt}{addnode}

既存のクラスタにノードを追加します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須
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変数

説明

$CFG{newnodes}

クラスタに追加する新しいノードを指定
します。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

ノードを SF Oracle RAC クラスタに追加するための応答ファイルの例
SF Oracle RAC をアップグレードするための応答ファイルの例を次に示します。
our %CFG;
$CFG{clustersystems}=[ qw(sys1) ];
$CFG{newnodes}=[ qw(sys5) ];
$CFG{nic_add_ip_to_files}=1;
$CFG{opt}{addnode}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE70";
$CFG{activecomponent}="SFRAC70";
$CFG{sys5}{net1}{haipip}="192.168.12.3";
$CFG{sys5}{net1}{hostname_for_haip}="sys5-haip1";
$CFG{sys5}{net2}{haipip}="192.168.13.3";
$CFG{sys5}{net2}{hostname_for_haip}="sys5-haip2";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys5) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys5}="net1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys5}="net2";
1;

新しいノードで Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョン
の IP アドレスを設定する
メモ: IPv6 アドレスはこのリリースではサポートされていません。
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表 15-5 に、新しいノードで Oracle RAC のプライベートネットワークを設定するために利
用可能なオプションの一覧を示します。次のいずれかのオプションを使ってプライベート
ネットワークを設定します。
表 15-5

Oracle RAC 11.2.0.2 以降のプライベートネットワークを設定するオ
プション

オプション

説明

リンク集計または NIC 結合

p.296 の 「リンク集計または NIC 結合の使用」 を参照してください。

Oracle HAIP（High
Availability IP）

p.296 の 「Oracle HAIP（High Availability IP）の使用」 を参照して
ください。

リンク集計または NIC 結合の使用
リンク集計や NIC 結合を新しいノードに設定する方法については、オペレーティングシ
ステムのマニュアルを参照してください。
メモ: 集約リンクまたは NIC 結合で設定したリンクが単体の LLT リンクとして設定されて
いないことを確認します。
LLT が結合インターフェースに基づいて設定されているときは、次の手順のいずれかを
実行して GAB が JEOPARDY メンバーシップを報告しないように設定します。
■

結合された NIC のほかに、LLT に基づくネットワークインターフェースを追加します。

■

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

LLT を再起動します。
# svcadm enable llt

Oracle HAIP（High Availability IP）の使用
既存のクラスタで IP アドレスのフェールオーバーに Oracle HAIP を設定した場合は、新
しいノードの静的 IP アドレスでプライベートネットワークインターフェースを設定します。
新しいノードの静的 IP アドレスを設定するには
Solaris 10 の場合: /etc/hostname ファイルを編集します。静的 IP アドレスを含む
interface_name。
Solaris 11 の場合は、次のコマンドを実行します。
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# ipadm create-ip interface_name
# ipadm create-addr -T static -a ¥
local=IP_address/prefixlen interface_name/addr

Oracle RAC への新しいノードの追加
Oracle RAC ノード追加手順を使って、Oracle Clusterware と Oracle RAC データベー
スをノードにインストールします。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。
Oracle Clusterware と Oracle RAC データベースをインストールした後、次のインストー
ル後タスクを実行します。
1.

新しいノードの /var/VRTSvcs/lock/cssd-pretend-offline ファイルを削除し
ます。
障害をクリアし、新しいノード上の cssd リソースをプローブして cssd リソースをオン
ラインにします。
# hares -clear cssd
# hares -probe cssd -sys sys5

2.

cssd リソースがクリティカルでないリソースとして設定されている場合は、クリティカル
なリソースとして再設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 1
# haconf -dump -makero

3.

cssd が cvm グループに設定されていない場合は、cssd リソースを含むサービスグ
ループに新しいノードの情報を追加します。

4.

新しいノード用の新しい Oracle RAC データベースインスタンスを追加します。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

5.

VCS 設定ファイルの新しいデータベースインスタンスを含むように、Oracle RAC
データベースのサービスグループを更新します。

6.

VCS で設定されている他のサービスグループについては、新しいノードのサービス
グループの設定を手動で更新します。
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SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノー
ドの追加
SFDB ツール用の認証を使用してクラスタにノードを追加するには、root ユーザーとし
て次の手順を実行します

1

sfae_auth_op コマンドの -o export_broker_config オプションを使用して、す
でに認証済みのクラスタ内のノードから、認証データをエクスポートします。
-f オプションを使用して、エクスポートされたデータを格納されるファイル名を指定

します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o export_broker_config -f exported-data

2

scp または rcp といった、利用できるコピー方法で、エクスポートされたファイルを新

しいノードにコピーします。

3

sfae_auth_op コマンドの -o import_broker_config オプションを使用して、新
しいノードに認証データをインポートします。
-f オプションを使用して、手順 2 でコピーしたファイルの名前を指定します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o import_broker_config -f exported-data
Setting up AT
Importing broker configuration
Starting SFAE AT broker

4

新しいノードの vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.

5

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が存在しない場合、cp
/opt/VRTSdbed/bin/admin.properties.example
/etc/vx/vxdbed/admin.properties を使用します。

6

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
vxdbd has been enabled and the daemon has been started.
It will start automatically on reboot.
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新しいノードは、クラスタと対話するように認証されて、SFDB コマンドを実行します。

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
設定で Database Storage Checkpoints、Database FlashSnap、SmartTier for Oracle
を使っている場合は、クラスタに追加した後に SFDB リポジトリを更新して新しいノードの
アクセスを有効にします。
ノードを追加した後に SFDB リポジトリを更新するには

1

クラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに /var/vx/vxdba/rep_loc ファイ
ルをコピーします。

2

既存のクラスタノードに /var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイル
がある場合は、そのファイルを新しいノードにコピーします。
既存のクラスタノードのどのノードにも
/var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイルがない場合は、必要な操

作はありません。
これで SFDB リポジトリへの新しいノードの追加が完了します。
SFDB ツールの機能について詳しくは、
『Veritas InfoScale™ Oracle データベース用ストレージと可用性管理』を参照してくだ
さい。

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例
このファイル例は、ノードをクラスタに追加したときに起きる設定変更を理解するための参
照情報として使うことができます。
include
include
include
include
include
include
include

"OracleASMTypes.cf"
"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"Db2udbTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"

cluster sys1_230 (
ClusterAddress = "10.198.89.19"
SecureClus = 1
DefaultGuestAccess = 1
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UseFence = SCSI3
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group ClusterService (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1, sys2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = en0
Address = "10.198.89.19"
NetMask = "255.255.248.0"
)
NIC gconic (
Device = en0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
gcoip requires gconic
wac requires gcoip

// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
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//
//
//
//
//
//
//
//
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Application wac
{
IP gcoip
{
NIC gconic
}
}
}

group cpi_share_dg_sys1_cpi_cvm_vol_29870_sg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
CFSMount cfsmount1 (
Critical = 0
MountPoint = "/cpi_auto/cpi_mnt_29870"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cpi_share_dg_sys1/cpi_cvm_vol_
29870"
MountOpt @sys1 = rw
MountOpt @sys2 = rw
NodeList = { sys1, sys2 }
)
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskGroup = cpi_share_dg_sys1
CVMVolume = { cpi_cvm_vol_29870 }
CVMActivation @sys1 = sw
CVMActivation @sys2 = sw
)
requires group cvm online local firm
cfsmount1 requires cvmvoldg1

// resource dependency tree
//
//
group cpi_share_dg_sys1_cpi_cvm_vol_29870_sg
//
{
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//
//
//
//
//

CFSMount cfsmount1
{
CVMVolDg cvmvoldg1
}
}

group cvm (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
ActivationMode @sys1 = { cpi_share_dg_sys1 = sw }
ActivationMode @sys2 = { cpi_share_dg_sys1 = sw }
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = sys1_230
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
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//
//
//
//

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}

group vxfen (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
)
CoordPoint coordpoint
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16
SF Oracle RAC クラスタか
らのノードの削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタからのノードの削除について

■

クラスタからのノードの削除

■

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更

■

削除されたノードへの参照を削除するために行う既存ノードの Cluster Volume
Manager（CVM）の設定の変更

■

CP サーバーからのノード設定の削除

■

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する

■

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル

クラスタからのノードの削除について
SF Oracle RAC クラスタから 1 つ以上のノードを削除できます。次の表に、既存の SF
Oracle RAC クラスタにノードを追加するために必要なタスクの概略を示します。
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表 16-1

クラスタからノードを削除するためのタスク

手順

説明

ノードを削除するための準備を行います。

p.305 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照し
てください。

■

設定ファイルをバックアップします。

■

ノードとサービスグループの状態を確認しま
す。
サービスグループをオフラインにし、データ
ベースインスタンスを削除します。

■

クラスタからノードを削除します。

p.305 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照し
てください。

残りのノードのクラスタ設定を修正します。

p.307 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイル
の変更」 を参照してください。

■

/etc/llthosts ファイルを編集します。

■

/etc/gabtab ファイルを編集します。

■

VCS 設定からノードを削除します。

■

CVM 設定を変更してノードを削除します。

p.309 の 「削除されたノードへの参照を削除する
ために行う既存ノードの Cluster Volume
Manager（CVM）の設定の変更」 を参照してくだ
さい。

サーバーベースの I/O フェンシングを使うように p.309 の 「CP サーバーからのノード設定の削除」
既存のクラスタを設定した場合は、CP
を参照してください。
（Coordination Point の略でコーディネーション
ポイントの意味）サーバーからノード設定を削除
します。
セキュアモードで動作しているクラスタのために、 p.310 の 「削除するノードからセキュリティのクレ
削除するノードからセキュリティのクレデンシャル デンシャルを削除する 」 を参照してください。
を削除します。
ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for p.311 の 「ノード削除後の SFDB（Storage
Databases）リポジトリの更新
Foundation for Databases）リポジトリの更新」
を参照してください。

Veritas 製品インストーラではノードの削除はサポートされていません。手動でノードを削
除する必要があります。 手順例では、3 つのノードで構成されるクラスタからノードを削除
する方法について説明しています。

クラスタからのノードの削除
クラスタからノードを削除するには、次の手順を実行します。 この手順は、クラスタ内の残
りのいずれかのノードまたはリモートホストから実行できます。
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クラスタからノードを削除する準備を行うには

1

削除するノードで（VCS 制御下の場合） Oracle RAC サービスグループをオフライ
ンにします。
# hagrp -offline oracle_group -sys sys5

2

Veritas File System（VxFS）または Cluster File System（CFS）マウントポイントを
使用する、VCS の制御下にないアプリケーションを停止します。 アプリケーションを
停止するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

3

ノードから Oracle RAC のデータベースソフトウェアを削除します。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

4

ノードから Oracle Clusterware を削除します。
手順については、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

クラスタからノードを削除するには

1

VCS の下に設定されていない VxFS/CFS のファイルシステムをマウント解除しま
す。
# umount mount_point

2

ノード上で VCS を停止します。
# hastop -local

3

Veritas InfoScale Enterprise のインストーラを使ってノードの SF Oracle RAC を
停止します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -stop sys5

すべての SF Oracle RAC プロセスが停止されます。

4

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの VCS 設定ファイルを
変更します。
p.307 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更」 を参照してください。

5

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの Cluster Volume
Manager （CVM）の設定を変更します。
p.309 の 「削除されたノードへの参照を削除するために行う既存ノードの Cluster
Volume Manager（CVM）の設定の変更」 を参照してください。
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既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更
削除されたノードへの参照を削除するために、クラスタの残りのノードの設定ファイルを変
更します。
クラスタ設定ファイルを修正するためのタスク:
■

/etc/llthosts ファイルを編集します。

■

/etc/gabtab ファイルを編集します。

■

VCS 設定からノードを削除します。

main.cf の例について:
/etc/llthosts ファイルを編集するには
◆

既存の各ノードで、削除されたノードへの参照を含んでいる行を削除するために
/etc/llthosts ファイルの編集を行います。
たとえば、sys5 がクラスタから削除されるノードである場合、ファイルから「2 sys5」の
行を削除します。
0 sys1
1 sys2
2 sys5

次のように変更します。
0 sys1
1 sys2

/etc/gabtab ファイルを編集するには
◆

ノードを削除した後のシステムの数を反映するように、/etc/gabtab ファイルで次の
コマンドを変更します。
/sbin/gabconfig -c -nN

N はクラスタの残りのノード数です。
たとえば、2 つのノードが残っている場合は、次のようになります。
/sbin/gabconfig -c -n2

削除されたノードへの参照をすべて削除するために、VCS の設定ファイル main.cf を変
更します。
次のいずれかの方法で、設定を変更します。
■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを編集します。

この方法は、アプリケーションのダウンタイムを必要とします。
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■

コマンドラインインターフェースを使う
この方法は、残りのすべてのノードでアプリケーションをオンラインのままにできます。

次の手順は、コマンドラインインターフェースを使い、削除されたノードへの参照を削除す
るようにサンプルの VCS 設定を変更します。クラスタの既存のノードの 1 つから、手順を
実行します。手順では、残りのノードでアプリケーションをオンラインにしたまま、VCS の
設定を変更できます。
CLI を使ってクラスタ設定を修正するには

1

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.3node.bak

2

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

残りのノードを希望する順序で指定して、サービスグループの AutoStartList 属性
からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm AutoStartList sys1 sys2

4

サービスグループの SystemList 属性からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm SystemList -delete sys5

システムが親グループの SystemList の一部である場合は、最初に親グループから
削除する必要があります。

5

サービスグループの CVMNodeId 属性からノードを削除します。
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -delete sys5

6

それらの設定で削除されたノードがある他のサービスグループ（データベースのサー
ビスグループや ClusterService グループなど）がある場合、それぞれに対して手順
4 と手順 5 を実行します。

7

すべての CFS マウントリソースの NodeList 属性から削除されたノードを削除しま
す。
# hares -modify CFSMount NodeList -delete sys5
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8

クラスタ上に存在する他のサービスグループのシステムリストから削除されたノードを
削除します。 たとえば、ノード sys5 を削除するには、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify crsgrp SystemList -delete sys5

9

クラスタシステムリストから削除されたノードを削除します。
# hasys -delete sys5

10 ディスクに新しい設定を保存します。
# haconf -dump -makero

11 VCS の設定からノードが削除されていることを検証します。
# grep -i sys5 /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

ノードが削除されていない場合、この手順に記述されているように VCS のコマンド
を使ってノードを削除します。

削除されたノードへの参照を削除するために行う既存
ノードの Cluster Volume Manager（CVM）の設定の
変更
削除されたノードへの参照を削除するために既存のノードの CVM の設定を変更するに
は
◆

既存のクラスタの残りのノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

CP サーバーからのノード設定の削除
SF Oracle RAC クラスタからノードを削除した後、次の手順を実行して、CP サーバーか
らそのノードの設定を削除します。
メモ: この手順は、cpsadm コマンドを使って実行します。 cpsadm コマンドについて詳し
くは、『Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。
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CP サーバーからノード設定を削除するには

1

root ユーザーとして CP サーバーにログインします。

2

CP サーバーの VCS ユーザーの一覧を表示します。
CP サーバーが HTTPS ベースの通信を使うように設定されている場合、次のコマ
ンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

CP サーバーが IPM ベースの通信を使うように設定されている場合、次のコマンド
を実行します。
# cpsadm -s cp_server -p 14250 -a list_users

ここで、cp_server は、CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名です。

3

CP サーバーからのノードエントリを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_node

4

-h sys5 -c clus1 -n 2

CP サーバーのノードのリストを表示して、ノードエントリが削除されたことを確認しま
す。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除
する
削除するノードが、セキュアモードで動作中のクラスタの一部であれば、ノード sys5 から
セキュリティのクレデンシャルを削除する必要があります。次の手順を実行します。
セキュリティのクレデンシャルを削除するには

1

AT プロセスを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh ¥
stop

2

クレデンシャルを削除します。
# rm -rf /var/VRTSvcs/vcsauth/data/
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ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
クラスタからノードを削除した場合は、SFDB リポジトリを更新する手順を実行する必要は
ありません。
製品を削除した後の SFDB リポジトリの削除について詳しくは、以下を参照してください。

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル
このファイル例は、クラスタからノードを削除するときに必要な設定変更を理解するための
参照情報として使うことができます。
次に、ノード sys5 を削除する前の既存の設定例を示します。
■

既存のクラスタ clus1 は、sys1 と sys2、sys5 の 3 つのノードで構成され、単一の
データベースをホスティングしています。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

Oracle Clusterware には、プライベート IP アドレスが 1 つのみ設定されます。高可
用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理されてい
ます。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

メモ: 次のサンプルファイルでは、ノード「sys5」がクラスタから削除されるときに削除され
る設定情報を太字で示しています。

include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"

cluster clus1 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
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system sys1 (
)
system sys2 (
)
system sys5 (
)

メモ: 次のグループ oradb1_grp から、ノード sys5 が削除される必要があります。
group oradb1_grp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys5 = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2, sys5 }
)

メモ: 次の Oracle リソースから、ノード sys5 の情報が削除される必要があります。
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @sys1 = vrts1
Sid @sys2 = vrts2
Sid @sys5 = vrts3
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
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requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires oradata_voldg

メモ: 次の CVM と CVMCluster リソースから、ノード sys5 の情報が削除される必要があ
ります。

group cvm (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys5 =2}
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2, sys5 }
)
CSSD cssd (
Critical = 0
CRSHOME = "/u01/app/grid/product/11.2.0/gridhome"
OnlineWaitLimit = 5
OfflineWaitLimit = 3
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)

CFSfsckd vxfsckd (
)
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CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys5 =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

メモ: 次の PrivNIC リソースから、ノード sys5 の情報が削除される必要があります。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@sys1 = { net1 = 0, net2 = 1}
Device@sys2 = { net1 = 0, net2 = 1}
Device@sys5 = { net1 = 0, net2 = 1}
Address@sys1 = "192.168.12.1"
Address@sys2 = "192.168.12.2"
Address@sys5 = "192.168.12.5"
NetMask = "255.255.255.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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17
ディザスタリカバリ環境の設
定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC 用のディザスタリカバリオプション

■

キャンパスクラスタのハードウェア必要条件

■

グローバルクラスタでサポート対象のレプリケーションテクノロジ

■

ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定について

■

SF Oracle RAC のグローバルクラスタ環境の設定について

■

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

SF Oracle RAC 用のディザスタリカバリオプション
SF Oracle RAC は次を使うディザスタリカバリ環境の設定をサポートしています。
■

キャンパスクラスタ

■

レプリケーションとの GCO（グローバルクラスタ化オプション）

■

レプリケーションのための VVR（ Volume Replicator）を使うグローバルなクラスタ化

ディザスタリカバリ環境の計画について詳しくは、次を参照してください。
p.318 の 「グローバルクラスタでサポート対象のレプリケーションテクノロジ」 を参照してく
ださい。
このインストールガイドの手順に従って、他のクラスタに対して行うのと同様に、ディザスタ
リカバリ環境のクラスタをインストールして設定できます。
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ディザスタリカバリ環境を実装するためのタスクの概要説明について詳しくは、次を参照
してください。
p.318 の 「ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定について」 を参照してくだ
さい。
p.320 の 「SF Oracle RAC のグローバルクラスタ環境の設定について」 を参照してくださ
い。
p.321 の 「VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケー
ション設定について」 を参照してください。
クラスタのインストールと設定後のディザスタリカバリ環境の設定について詳しくは、
『Veritas InfoScale™ 7.0 ディザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。

キャンパスクラスタのハードウェア必要条件
表 17-1 に、キャンパスクラスタのハードウェアの必要条件の一覧を示します。
キャンパスクラスタのハードウェア必要条件

表 17-1
項目

説明

ストレージ

■

■

■

■

ネットワーク

■

■

I/O フェンシ
ング

（サイトの各ホストが接続する）ストレージスイッチは、すべてのサイトでストレー
ジアレイにアクセスできる必要があります。
ボリュームは、少なくとも 2 つのサイトから割り当てられたストレージにミラー化さ
れる必要があります。
サイト間のストレージリンクには DWDM リンクをお勧めします。
DWDM は物理層で動作し、マルチプレクサデバイスとデマルチプレクサデバ
イスが必要です。
ストレージとネットワークでは、各ノードと各ストレージアレイの間で冗長ループ
アクセスを実現し、リンクが単一障害点になるのを防ぐ必要があります。
Oracle では、すべてのノードが同じサブネットからの IP アドレスを使う必要が
あります。
シマンテック社では、ストレージと LLT プライベートネットワークに一般的なサイ
ト間物理インフラを推奨します。

I/O フェンシングでは、3 番目のサイトに 3 番目のコーディネータポイントを配置す
る必要があります。 DWDM を 3 番目のサイトに延長することも、3 番目のサイトの
iSCSI LUN を 3 番目のコーディネーションポイントとして使うこともできます。 また
は、Coordination Point Server を 3 番目のリモートサイトにアービトレーションポ
イントとして配備できます。
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グローバルクラスタでサポート対象のレプリケーションテ
クノロジ
SF Oracle RAC はで、グローバルクラスタ設定で、次のハードウェアベースのレプリケー
ションテクノロジとソフトウェアベースのレプリケーションテクノロジをサポートしています。
ハードウェアベースのレプリケーショ ■
ン
■

ソフトウェアベースのレプリケーショ
ン

EMC SRDF
Hitachi TrueCopy

■

IBM Metro Mirror

■

IBM SVC（SAN Volume Controller）

■

EMC MirrorView

■

Volume Replicator

■

Oracle Data Guard

ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定に
ついて
キャンパスクラスタ:
■

ノード間のネットワークアクセスを保証する高速ケーブルを使って接続されます。

■

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

■

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

■

Storage Foundation for Oracle RAC（SF Oracle RAC）によってサポートされます。

次の高レベルのタスクは、SF for Oracle RAC 環境のパラレルキャンパスクラスタの設定
手順を示します。
表 17-2

ディザスタリカバリ用のパラレルキャンパスクラスタを設定するため
のタスク

タスク

説明

キャンパスクラスタを設定するための準備 『Veritas InfoScale™ 7.0 ディザスタリカバリ実装ガイ
ド』を参照してください。
データ破損を防止するための I/O フェン
シングの設定

『Veritas InfoScale™ 7.0 ディザスタリカバリ実装ガイ
ド』を参照してください。
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タスク

説明

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

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

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

p.136 の 「Oracle RAC のインストールの準備につい
て」 を参照してください。

キャンパスクラスタ用の VxVM ディスクグ
ループの設定

『Veritas InfoScale™ 7.0 ディザスタリカバリ実装ガイ
ド』を参照してください。

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

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

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

p.184 の 「Oracle RAC のインストールについて」 を参
照してください。

VCS サービスグループの設定

『Veritas InfoScale™ 7.0 ディザスタリカバリ実装ガイ
ド』を参照してください。
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4 ノードの SFRAC
キャンパスクラスタの物理的な設定
SF Oracle RAC の設定例

図 17-1
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この例ではコーディネーションポイント（CP）サーバーは使われていませんが、コーディ
ネータディスクの 3 番目のサイトの代わりに使うこともできます。

SF Oracle RAC のグローバルクラスタ環境の設定につ
いて
並列クラスタがある環境のためのグローバルクラスタの設定には、多数のコンポーネント
設定タスク間で、調整が必要になります。 ここに手順をガイドラインとして示します。 各ク
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ラスタで SF Oracle RAC をインストールして設定する場合は『Veritas InfoScale ディザ
スタリカバリ実装ガイド』が必要です。
■

プライマリサイトで SF Oracle RAC クラスタを設定する

■

セカンダリサイトで SF Oracle RAC クラスタを設定する

■

グローバルクラスタ環境を設定する

■

HA/DR 設定をテストする

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替える

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

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

■

両方のクラスタに SF Oracle RAC ソフトウェアがインストールされ、設定されている必
要があります。

メモ: 両方のクラスタは同時にインストールし、設定できます。また、2 番目のクラスタを 1
番目のクラスタの設定後に設定できます。
このガイドを使って各クラスタでの SF Oracle RAC のインストールと設定を行えます。
VVR を使うクラスタ間のグローバルクラスタ環境とレプリケーションの設定について詳しく
は、次のマニュアルを参照してください。
『Veritas InfoScale ディザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。
2 つのクラスタがインストールされ、設定されると、VVR を使ってグローバルクラスタ環境
を設定できるようになります。 グローバルクラスタ環境のレプリケーションをサポートするよ
うに両方のクラスタ設定を修正するため、次のタスクを実行する必要があります。
VVR を使うグローバルクラスタとレプリケーションが設定されたら、この設定に対応する次
のレプリケーションの使用例に従います。
■

リモートサイトへのプライマリサイトの役割の移行
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■

セカンダリサイトによるプライマリサイトの役割のテイクオーバー

■

セカンダリサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

新しいプライマリサイトの役割の元のプライマリサイトへの移行

■

停電の後のテイクオーバー

■

停電の後の再同期

■

変更を反映するための rlink の更新

レプリケーションの使用例について詳しくは、
『Veritas InfoScale ディザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。
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インストールの参考情報

■

付録 A. インストールスクリプト

■

付録 B. インストール用のチューニングパラメータファイル

■

付録 C. サンプルインストールと設定値

■

付録 D. 設定ファイル

■

付録 E. セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定

■

付録 F. 自動ストレージ管理

■

付録 G. テストデータベースの作成

■

付録 H. 高可用性エージェントの情報

■

付録 I. SF Oracle RAC 配備シナリオ

A
インストールスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトオプション

■

postcheck オプションの使用について

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。 通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。 インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Veritas InfoScale 製品
スクリプトで使えます。
表 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

-addnode

高可用性クラスタにノードを追加します。

-ai

-ai オプションは Solaris 11 でのみサポートされ、自
動インストールマニフェストを生成するために使用され
ます。 これは、Solaris 11 オペレーティングシステム
で Veritas InfoScale 製品をインストールするために
Solaris 自動インストールサーバーを使います。

-allpkgs

指定の製品に必要な パッケージ をすべて表示しま
す。 パッケージ は正しいインストール順序で列挙され
ます。 出力を使って、コマンドライン経由のインストー
ルスクリプトまたはネットワーク経由のインストールスク
リプトを作成できます。

付録 A インストールスクリプト
インストールスクリプトオプション

コマンドラインオプション

機能

-comcleanup

-comcleanup オプションを指定すると、インストーラ
によってシステムに追加されたセキュアシェルまたは
リモートシェルの設定が削除されます。 このオプション
は、シェルの自動設定を実行したインストールルーチ
ンが突然終了した場合にのみ必要とされます。

-comsetup

-comsetup オプションは、システム間の ssh 通信ま
たは rsh 通信を設定するのに使われ、パスワードや
パスフレーズの入力は要求されません。

-configcps

-configcps オプションは、実行中のシステムまた
はクラスタの CP サーバーの設定に使います。

-configure

インストール後、製品を設定します。

-fencing

実行中のクラスタの I/O フェンシングを設定します。

-fips

-fips オプションは、実行中の VCS クラスタで fips
モードのセキュリティの有効と無効を切り替えるために
使います。 このオプションは、-security または
-securityonenode オプションと一緒に使う必要
があります。

–hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。

-disable_dmp_native_support

アップグレード中に、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-Pathing サポート
を無効にします。 アップグレード中にネーティブ LVM
ボリュームグループと ZFS プールの Dynamic
Multi-Pathing サポートを維持すると、システムに設定
されたネーティブ LVM ボリュームグループと ZFS
プールの数に応じて パッケージ のアップグレード時
間が長くなります。

-online_upgrade

オンラインアップグレードを実行するために使われま
す。 このオプションを使用すると、インストーラはクラス
タ全体をアップグレードします。アップグレード処理中
のアプリケーションのゼロダウンタイムもサポートされて
います。 現在、このオプションは VCS および
ApplicationHA のみをサポートしています。

-patch_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合するパッチレベルリリースのパスを定義します。
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コマンドラインオプション

機能

-patch2_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 2 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch3_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 3 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch4_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 4 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch5_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 5 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

–jumpstart dir_path

Solaris JumpStart インストール用の finish ファイル
の例を生成します。 dir_path は finish ファイルを作
成するディレクトリのパスを示します。

–keyfile ssh_key_file

セキュアシェル（SSH）インストール用のキーファイル
を指定します。 このオプションは、-I
ssh_key_file をすべての SSH 呼び出しに渡しま
す。

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

–logpath log_path

インストーラログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の保存場所として、/opt/VRTS/install/logs
以外のディレクトリを指定します。

-noipc

パッチや最新のリリース情報を自動的に取得するため
にインストーラが SORT（Symantec Operations
Readiness Tool）へのアウトバウンドネットワーク呼び
出しを行わないようにします。

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品 パッケージ をイン
ストールできるようにします。 このオプションを指定し
た場合、ライセンスがある機能の設定、起動、使用は
できません。

326

付録 A インストールスクリプト
インストールスクリプトオプション

コマンドラインオプション

機能

–pkginfo

パッケージ のリストとインストールの順序を、人間が読
み取り可能な形式で表示します。 このオプションは、
個々の製品インストールスクリプトにのみ適用されま
す。 たとえば、-pkginfo オプションを使って installer
スクリプトを実行し、VCS パッケージ を表示します。

–pkgset

指定のシステムにインストールされている パッケージ
グループ（最小、推奨、すべて）と パッケージ を検出
して表示します。

-pkgtable

製品の パッケージ を正しいインストール順序でグルー
プごとに表示します。

–postcheck

さまざまな HA およびファイルシステム関連プロセス、
さまざまなポートの利用可能性、クラスタ関連サービス
グループの利用可能性を検査します。

-precheck

インストール前のチェックを実行し、システムがすべて
のインストールの必要条件を満たしているかどうかを
確認します。 事前に確認を行ってから製品をインス
トールすることをお勧めします。

-prod

操作のために製品を指定します。

-component

操作するコンポーネントを指定します。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-require

インストーラパッチファイルを指定します。

-requirements

-requirements オプションを指定すると、製品をイ
ンストールするために必要な OS バージョン、必須の
パッケージ、ファイルシステム領域、その他のシステム
必要条件が表示されます。

–responsefile response_file

情報の入力を求めるメッセージを表示する代わりに、
指定ファイルに格納されているシステム情報と設定情
報を使って、インストールと設定を自動化します。
response_file は絶対パス名で指定する必要がありま
す。 以降のインストールで応答ファイルを使うには、そ
のファイルを編集する必要があります。 ファイル内で
変数フィールドを定義します。
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コマンドラインオプション

機能

–rootpath root_path

パッケージ をインストールする代替ルートディレクトリ
を指定します。
Solaris オペレーティングシステムでは、-rootpath
は -R path を pkgadd コマンドに渡します。

-rsh

このオプションは、システム間の通信に、デフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指
定します。
p.402 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたは
リモートシェル通信モードの設定について」 を参照し
てください。

-security

-security オプションはセキュアモードと非セキュアモー
ドとの間の操作で実行中の VCS クラスタを変換する
ために使います。

-securityonenode

-securityonenode オプションは、ノード別にセ
キュアクラスタノードを設定するために使います。

-securitytrust

-securitytrust オプションは、別のブローカーと
の信頼関係を設定するために使います。

–serial

各システムでシリアルにインストールスクリプトでインス
トール、アンインストール、起動、停止処理を実行する
ことを指定します。 このオプションが指定されていない
場合、これらの操作はすべてのシステムで同時に実
行されます。

-settunables

製品をインストールして設定した後でチューニングパ
ラメータを設定する場合に、このオプションを指定しま
す。 チューニングパラメータ値を有効にするには、製
品のプロセスを再起動しなければならない場合があり
ます。 このオプションは -tunablesfile オプショ
ンとともに使う必要があります。

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。
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コマンドラインオプション

機能

-timeout

-timeout オプションは、スクリプトがタイムアウトにな
る前に各コマンドの完了を待機する秒数を指定するた
めに使用します。 -timeout オプションを設定する
と、デフォルト値の 1200 秒が上書きされます。
-timeout オプションを 0 に設定するとスクリプトの
タイムアウトを防ぐことができます。 -timeout オプ
ションは -serial option では機能しません。

–tmppath tmp_path

/var/tmp 以外のディレクトリをインストールスクリプ
トの作業ディレクトリとして指定します。 指定したディレ
クトリは初期ログの記録先になるほか、リモートシステ
ムへの パッケージ のインストールに先立つパッケー
ジのコピー先として使われます。

-tunables

サポートされているすべてのチューニングパラメータを
表示し、チューニング可能なファイルテンプレートを作
成します。

-tunables_file tunables_file

チューニングパラメータファイルを指定する際にこのオ
プションを指定します。 チューニングパラメータファイ
ルにはチューニングパラメータが含まれている必要が
あります。

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

インストール済みの製品とそのバージョンをチェックし
て報告します。 インストール済みの パッケージ と製品
に適用可能なパッチ、および不足している パッケージ
とパッチを識別します。 該当するインストール済みの
パッケージ とパッチ、および不足している パッケージ
とパッチの件数を含む概略を表示します。 インター
ネット接続が利用可能である場合は、インストール済
みの製品にインストールしているパッチや利用可能な
更新を一覧表示します。

postcheck オプションの使用について
インストール後チェックを使うことで、インストールに関連する問題を判断し、トラブルシュー
ティングに役立てることができます。
メモ: このコマンドオプションを使うと、ノードでダウンタイムが発生します。
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postcheck オプションを使うと、次の VCS 関連の問題をトラブルシューティングするとき
に役立ちます。
■

ハートビートリンクが存在しません。

■

ハートビートリンクが通信できません。

■

ハートビートリンクは結合または集約された NIC の一部を構成しています。

■

重複したクラスタ ID が存在します（LLT が検査時に実行されていない場合）。

■

ノード間で VRTSllt pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

llt-linkinstall 値が正しくありません。

■

/etc/llthosts 設定および /etc/llttab 設定が正しくありません。

■

/etc/gabtab ファイルが正しくありません。

■

GAB の linkinstall 値の中に、正しくない値が存在します。

■

ノード間で VRTSgab pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

main.cf ファイルまたは types.cf ファイルが無効です。

■

/etc/VRTSvcs/conf/sysname ファイルとホスト名の整合性がとれていません。

■

クラスタ UUID が存在しません。

■

uuidconfig.pl ファイルが見つかりません。

■

ノード間で VRTSvcs pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

/etc/vxfenmode ファイルが見つからないか、または正しくありません。

■

/etc/vxfendg file ファイルが無効です。

■

vxfen link-install 値が正しくありません。

■

VRTSvxfen pkg バージョンの整合性がとれていません。

postcheck オプションは次の SFHA または SFCFSHA の問題をトラブルシューティン

グするうえで役立ちます。
■

/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db ファイルが削除されなかったため、

Volume Manager を起動できません。
■

volboot ファイルがロードされていないため、Volume Manager を起動できません。

■

ライセンスが存在しないため、Volume Manager を起動できません。

■

main.cf ファイルの CVM 設定が正しくないため、Volume Manager を起動できま

せん。たとえば、Autostartlist 値がノードで見つかりません。
■

/etc/llthosts ファイルでノード ID の整合性がとれていないため、Cluster Volume

Manager をオンラインにすることができません。
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■

Vxfen が起動されていないため、Cluster Volume Manager をオンラインにすること
ができません。

■

gab が設定されていないため、Cluster Volume Manager を起動できません。

■

CVM プロトコルが一致しないため、Cluster Volume Manager をオンラインにするこ
とができません。

■

Cluster Volume Manager のグループ名が「cvm」から変更されたため、CVM がオ
フラインになります。

インストーラのインストール後チェックオプションを使用することで、次の検査を実行できま
す。
すべての製品に対する全般的な検査:
■

すべての必須 パッケージ がインストールされている。

■

必須の パッケージ のバージョンが正しい。

■

必須の パッケージ の検証問題がない。

Volume Manager（VM）の検査:
■

動作していないデーモンの一覧表示（vxattachd、vxconfigbackupd、vxesd、
vxrelocd ...）。

■

状態が online または online shared ではないディスクの一覧表示（vxdisk list）。

■

状態が enabled ではないディスクグループの一覧表示（vxdg list）。

■

状態が enabled ではないボリュームの一覧表示（vxprint -g <dgname>）。

■

状態が Unstartable であるボリュームの一覧表示（vxinfo -g <dgname>）。

■

/etc/vfstab に設定されていないボリュームの一覧表示。

ファイルシステム（FS）の検査:
■

ロードされていない VxFS カーネルモジュールの一覧表示（vxfs/fdd/vxportal）。

■

/etc/vfstab ファイルにあるすべての VxFS ファイルシステムがマウントされている

かどうか。
■

/etc/vfstab にあるすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 6 以降を
使用しているかどうか。

■

マウントされているすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 6 以降を使
用しているかどうか。

Cluster File System の検査:
■

FS と ODM が最新のプロトコルレベルで動作しているかどうか。

■

マウントされているすべての CFS ファイルシステムが VCS によって管理されている
かどうか。
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■

cvm サービスグループがオンラインであるかどうか。

p.91 の 「ノードでのインストール後チェックの実行」 を参照してください。
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この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパラメータファイルの設定につ
いて

■

インストール、設定、アップグレード用のチューニングパラメータの設定

■

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータの設定

■

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータの設定

■

チューニングパラメータファイルの準備

■

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定

■

チューニングパラメータ値のパラメータ定義

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパ
ラメータファイルの設定について
チューニングパラメータファイルを使って製品とシステムのデフォルト以外のチューニング
パラメータを設定できます。 このファイルを使うと、I/O ポリシーなどのチューニングパラ
メータを設定したり、ネーティブマルチパスを切り替えたりすることができます。 チューニ
ングパラメータファイルは、インストーラスクリプトに引数を渡し、チューニングパラメータを
設定します。 このファイルを使うと、次の操作を行うときのチューニングパラメータを設定
できます。
■

システムのインストール、設定、またはアップグレードを行うとき
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name
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p.334 の 「インストール、設定、アップグレード用のチューニングパラメータの設定」 を
参照してください。
■

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータファイルを適用するとき
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys1sys2 ...]

p.335 の 「他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータの設定」 を参
照してください。
■

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータファイルを適用するとき
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

p.336 の 「非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータの設定」 を参照
してください。
応答ファイルについて詳しくは、「応答ファイルについて」の章を参照してください。
このマニュアルの説明から、使用するチューニングパラメータを選択します。
p.338 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。

インストール、設定、アップグレード用のチューニングパ
ラメータの設定
インストール手順用のチューニングパラメータファイルを使って、デフォルト以外のチュー
ニングパラメータを設定できます。 tunablesfile オプションを指定したインストールスク
リプトを呼び出します。 チューニングパラメータファイルは、スクリプトに引数を渡して、選
択したチューニングパラメータを設定します。 このマニュアルの説明から、使用するチュー
ニングパラメータを選択します。
p.338 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
インストール、設定、アップグレード用にデフォルト以外のチューニングパラメータを設定
するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.337 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF Oracle RAC をインストールするシステムがインストール条件を満たしていること
を確認します。
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3

インストール前タスクを完了します。

4

製品をインストール、設定、アップグレードするシステムの 1 つにチューニングパラ
メータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

インストール、設定、またはアップグレード用のインストーラを起動します。次に例を
示します。
# ./installer -tunablesfile /tmp/tunables_file
-settunables [sys1 sys2 ...]

/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。 メッセージが表示されたときは、チューニングパラメータを受け
入れます。
チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラ
メータの設定
インストーラを使って、他のインストーラ関連操作を行わずにチューニングパラメータを設
定できます。 このマニュアルで説明されているパラメータを使うようにしてください。 多く
のパラメータが製品固有であることに注意してください。 このマニュアルの説明から、使
用するチューニングパラメータを選択します。
p.338 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.337 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF Oracle RAC をインストールするシステムがインストール条件を満たしていること
を確認します。
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3

インストール前タスクを完了します。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys123 sys234 ...]

/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。 メッセージが表示されたときは、チューニングパラメータを受け
入れます。
チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメー
タの設定
インストーラを使って、非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータを設定で
きます。 このマニュアルで説明されているパラメータを使うようにしてください。 多くのパラ
メータが製品固有であることに注意してください。 このマニュアルの説明から、使用する
チューニングパラメータを選択します。
p.338 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
非統合型応答ファイルを指定してチューニングパラメータを設定するには

1

SF Oracle RAC をインストールするシステムがインストール条件を満たしていること
を確認します。

2

インストール前のタスクを完了します。

3

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.337 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。
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4

チューニングパラメータファイルを、チューニングするいずれかのシステムにコピーし
ます。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

-responsefile オプションと -tunablesfile オプションを指定してインストーラを

起動します。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

response_file_name は応答ファイルの絶対パス名です。tunables_file_name は、
チューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

応答ファイルについて詳しくは、「応答ファイルについて」の章を参照してください。

チューニングパラメータファイルの準備
チューニングパラメータファイルは Perl モジュールで、チューニングパラメータと、それを
囲む開始と終了の文で構成されます。 行をコメントアウトするには、行の先頭にハッシュ
記号を使用します。 チューニングパラメータファイルは「our %TUN;」という行で開かれ、
真「1;」を戻す行で終了します。 真「1;」を戻す最後の行は、ファイルの最後に 1 つだけ
必要です。 適宜、各チューニングパラメータを定義します。
チューニングファイルテンプレートを作成するのにインストーラを使うことができます。また、
作成するチューニングファイルを手動でフォーマットすることもできます。
チューニングファイルテンプレートを作成するには
◆

-tunables オプションを指定してインストーラを起動します。次を入力します。
# ./installer -tunables

サポート対象のチューニングパラメータのリスト、チューニングファイルテンプレート
の場所が表示されます。
チューニングファイルを手動でフォーマットするには
◆

次の手順でチューニングパラメータをフォーマットします。
$TUN{"tunable_name"}{"system_name"|"*"}=value_of_tunable;
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system_name では、システム名、IP アドレス、またはワイルドカード記号を使用します。
value_of_tunable は、設定しているチューニングパラメータの種類によって異なります。
行はセミコロンで終了します。
次に、チューニングパラメータファイルの例を示します。
#
# Tunable Parameter Values:
#
our %TUN;
$TUN{"tunable1"}{"*"}=1024;
$TUN{"tunable3"}{"sys123"}="SHA256";
1;

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定
各チューニングパラメータファイルには、さまざまなチューニングパラメータを定義します。
使用できる値については、各パラメータの説明を参照してください。 チューニングパラメー
タファイルに追加するチューニングパラメータを選択してから、各パラメータを設定します。
p.338 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
パラメータ値の各行は、$TUN で開始します。 チューニングパラメータの名前は、中カッ
コと二重引用符文字内にあります。 システム名は中カッコと二重引用符文字で囲まれま
す。 最後に値を定義し、行の最後にセミコロンを指定します。次に例を示します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"node123"}=16;

この例では、dmp_daemon_count value の値を、デフォルトの 10 から 16 に変更して
います。ワイルドカード記号「*」は、すべてのシステムで使うことができます。次に例を示
します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"*"}=16;

チューニングパラメータ値のパラメータ定義
インストーラ用のチューニングファイルを作成するときは、次の一覧にあるパラメータのみ
使用できます。
チューニングパラメータへの更新を行う前に、製品のチューニングパラメータの範囲と推
奨事項について詳しくは『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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表 B-1 は、チューニングファイルに指定できる、サポートされているチューニングパラメー
タについての説明です。
表 B-1

サポートされているチューニングパラメータ

チューニングパラメータ

説明

autoreminor

（Veritas Volume Manager）ディスクグループの
インポート時に競合が発生した場合は reminoring
を有効にします。

autostartvolumes

（Veritas Volume Manager）ボリュームの自動リ
カバリを有効にします。

dmp_cache_open

（Dynamic Multi-Pathing） ASL （Array Support
Library）によって実行されるデバイスの初回起動
をキャッシュに保存するかどうかを指定します。

dmp_daemon_count

（Dynamic Multi-Pathing） DMP 管理タスクの
カーネルスレッドの数。

dmp_delayq_interval

（Dynamic Multi-Pathing）デバイスがビジー状態
の場合に DMP がエラー処理を延期する間隔。

dmp_fast_recovery

（Dynamic Multi-Pathing） DMP が HBA イン
ターフェースから直接 SCSI エラー情報を入手
する必要があるかどうかを指定します。 このチュー
ニングパラメータは、Dynamic Multi-Pathing の
起動後に設定する必要があります。

dmp_health_time

（Dynamic Multi-Pathing）パスが健全な状態を
維持する必要がある時間（秒単位）。

dmp_log_level

（Dynamic Multi-Pathing） DMP コンソールメッ
セージを表示する詳細レベル。

dmp_low_impact_probe

（Dynamic Multi-Pathing） LIPP （Low-Impact
Path Probing）機能を有効にするかどうかを指定
します。

dmp_lun_retry_timeout

（Dynamic Multi-Pathing）一時的なエラーを処
理する再試行期間。

dmp_monitor_fabric

（Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモ
ン（vxesd）が SNIA （Storage Networking
Industry Association） HBA API を使うかどうか
を指定します。 このチューニングパラメータは、
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_monitor_osevent

（Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモ
ン（vxesd）がオペレーティングシステムのイベン
トを監視するかどうかを指定します。

dmp_monitor_ownership

（Dynamic Multi-Pathing） LUN 所有権の動的
な変更を監視するかどうかを指定します。

dmp_native_multipathing

（Dynamic Multi-Pathing） DMP が OS の RAW
パスで直接 I/O を遮断するかどうかを指定しま
す。

dmp_native_support

（Dynamic Multi-Pathing） DMP がネーティブデ
バイスをマルチパス化するかどうかを指定します。

dmp_path_age

（Dynamic Multi-Pathing）断続的にエラーが起
きているパスを監視する時間を指定します。この
時間を超えると DMP は健全状態としてマーク付
けします。

dmp_pathswitch_blks_shift

（Dynamic Multi-Pathing） DMP パスを使ってア
レイに送信する連続 I/O ブロックのデフォルト数
を示します。この数を超えると次の利用可能なパ
スに切り替わります。

dmp_probe_idle_lun

（Dynamic Multi-Pathing）パスリストアのカーネ
ルスレッドがアイドル状態の LUN をプローブする
かどうかを指定します。

dmp_probe_threshold

（Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンがプ
ローブするパスの数。

dmp_restore_cycles

（Dynamic Multi-Pathing）リストアポリシーが
check_periodic である場合に check_all ポリシー
を実行するサイクル数。

dmp_restore_interval

（Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンがパ
スの状態を分析する間隔（秒単位）。

dmp_restore_policy

（Dynamic Multi-Pathing） DMP パスリストアス
レッドが使うポリシー。

dmp_restore_state

（Dynamic Multi-Pathing） DMP パスリストアの
カーネルスレッドを開始するかどうかを指定しま
す。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_retry_count

（Dynamic Multi-Pathing）パスのビジー状態エ
ラーをパスが連続して報告する回数を示します。
この回数を超えると、DMP はパスにエラーが起
きたというマーク付けをします。

dmp_scsi_timeout

（Dynamic Multi-Pathing） DMP 経由で送信す
る SCSI コマンドのタイムアウト値。

dmp_sfg_threshold

（Dynamic Multi-Pathing）サブパスフェールオー
バーグループ（SFG）機能の状態。

dmp_stat_interval

（Dynamic Multi-Pathing） DMP 統計情報の収
集間隔。

fssmartmovethreshold

（Veritas Volume Manager） SmartMove のファ
イルシステム使用率のしきい値（%）。 このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

max_diskq

（Veritas File System）単一ファイルによって生
成される最大ディスクキューを指定します。 イン
ストーラが設定できるのは max_diskq のシステ
ムデフォルト値のみです。 特定のブロックデバイ
スに対するこのチューニングパラメータの設定に
ついて詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

read_ahead

（Veritas File System）値 0 は先読み機能を無
効にし、値 1（デフォルト）は従来の順次先読み
動作を維持し、値 2 はすべての読み取りに対し
て拡張先読みを有効にします。 インストーラが設
定できるのは read_ahead のシステムデフォルト
値のみです。 特定のブロックデバイスに対するこ
のチューニングパラメータの設定について詳しく
は、tunefstab（4）マニュアルページを参照してく
ださい。

read_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在
できるサイズ read_pref_io の並列読み取り要求
の数。 インストーラが設定できるのは
read_nstream のシステムデフォルト値のみです。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニン
グパラメータの設定について詳しくは、tunefstab
（4）マニュアルページを参照してください。
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チューニングパラメータ

説明

read_pref_io

（Veritas File System）優先読み取り要求サイズ。
インストーラが設定できるのは read_pref_io のシ
ステムデフォルト値のみです。 特定のブロックデ
バイスに対するこのチューニングパラメータの設
定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。

reclaim_on_delete_start_time

（Veritas Volume Manager）削除したボリューム
の再生を開始する時刻。 このチューニングパラ
メータは、Veritas Volume Manager の起動後に
設定する必要があります。

reclaim_on_delete_wait_period

（Veritas Volume Manager）削除したボリューム
の再生を開始するまで待機する日数。 このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

same_key_for_alldgs

（Veritas Volume Manager）すべてのディスクグ
ループに同じフェンシングキーを使います。 この
チューニングパラメータは、Veritas Volume
Manager の起動後に設定する必要があります。

sharedminorstart

（Veritas Volume Manager）共有ディスクグルー
プのマイナー番号に使う範囲の開始値。 この
チューニングパラメータは、Veritas Volume
Manager の起動後に設定する必要があります。

storage_connectivity

（Veritas Volume Manager） CVM ストレージ接
続性タイプ。 このチューニングパラメータは、
Veritas Volume Manager の起動後に設定する
必要があります。

usefssmartmove

（Veritas Volume Manager） SmartMove 機能
を設定します（all、thinonly、none）。 このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

vol_cmpres_enabled

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対して圧縮の有効化を可能にします。

vol_cmpres_threads

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対する圧縮スレッドの最大数。

vol_default_iodelay

（Veritas Volume Manager）VxVM ユーティリティ
からの I/O 要求間で一時停止する時間（10 ms
単位）。 このチューニングパラメータを有効にす
るには、システムを再ブートする必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

vol_fmr_logsz

（Veritas Volume Manager）変更されたブロック
を追跡するために Fast Mirror Resync が使うビッ
トマップの最大サイズ（KB）。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_max_adminio_poolsz

（Veritas Volume Manager）VxVM 管理 I/O に
よって使われるメモリの最大容量（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_max_nmpool_sz

（Veritas Volume Manager）最大名前プールサ
イズ（バイト）。

vol_max_rdback_sz

（Veritas Volume Manager）ストレージレコード
readback プールの最大値（バイト）。

vol_max_wrspool_sz

（Volume Manager） Veritas Volume Replicator
のクラスタ化バージョンで使われる最大メモリ。

vol_maxio

（Veritas Volume Manager）論理 VxVM I/O 操
作の最大サイズ（KB）。 このチューニングパラメー
タを有効にするには、システムを再ブートする必
要があります。

vol_maxioctl

（Veritas Volume Manager）VxVM ioctl 呼び出
しに渡されるデータの最大サイズ（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_maxparallelio

（Veritas Volume Manager）vxconfigd が一度
に要求できる I/O 操作の数。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_maxspecialio

（Veritas Volume Manager） ioctl 呼び出しに
よって発行される VxVM I/O 操作の最大サイズ
（KB）。 このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vol_min_lowmem_sz

（Veritas Volume Manager）メモリの低水準点
（バイト）。

vol_nm_hb_timeout

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のタイムアウト値（時刻刻み）。
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チューニングパラメータ

説明

vol_rvio_maxpool_sz

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
によって要求される最大メモリ（バイト）。

vol_stats_enable

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O 統計情
報収集を有効にします。

vol_subdisk_num

（Veritas Volume Manager）単一の VxVM プ
レックスに接続されるサブディスクの最大数。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

voldrl_max_drtregs

（Veritas Volume Manager）ダーティ VxVM リー
ジョンの最大数。 このチューニングパラメータを
有効にするには、システムを再ブートする必要が
あります。

voldrl_max_seq_dirty

（Veritas Volume Manager）シーケンシャルモー
ドのダーティリージョンの最大数。 このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブー
トする必要があります。

voldrl_min_regionsz

（Veritas Volume Manager） VxVM ダーティリー
ジョンログ（DRL）リージョンの最小サイズ（KB）。
このチューニングパラメータを有効にするには、
システムを再ブートする必要があります。

voldrl_volumemax_drtregs

（Veritas Volume Manager）ログプレックス DRL
におけるボリュームあたり最大のダーティリージョ
ン。

voldrl_volumemax_drtregs_20

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 20
におけるボリュームあたり最大のダーティリージョ
ン。

voldrl_dirty_regions

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 30
に対してキャッシュに保存されるリージョンの数。

voliomem_chunk_size

（Veritas Volume Manager）VxVM メモリ割り当
て要求のサイズ（バイト）。 このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

voliomem_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）VxVM によって使
われるメモリの最大容量（バイト）。 このチューニ
ングパラメータを有効にするには、システムを再
ブートする必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

voliot_errbuf_dflt

（Veritas Volume Manager）VxVM エラートレー
スバッファのサイズ（バイト）。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

voliot_iobuf_limit

（Veritas Volume Manager）すべての VxVM I/O
トレースバッファの最大合計サイズ（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_max

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレース
バッファの最大サイズ（バイト）。 このチューニング
パラメータを有効にするには、システムを再ブー
トする必要があります。

voliot_max_open

（Veritas Volume Manager）vxtrace コマンドに
対して使用可能な VxVM トレースチャネルの最
大数。 このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

volpagemod_max_memsz

（Veritas Volume Manager）インスタントスナップ
ショットによって使われる最大ページングモジュー
ルメモリ（KB）。

volraid_rsrtransmax

（Veritas Volume Manager）並行して実行できる
VxVM RAID-5 一時再構築操作の最大数。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vxfs_ninode

（Veritas File System）VxFS i ノードテーブル内
のエントリの数。 このチューニングパラメータを有
効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

write_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在
できるサイズ write_pref_io の並列書き込み要求
の数。 インストーラが設定できるのは
write_nstream のシステムデフォルト値のみで
す。 特定のブロックデバイスに対するこのチュー
ニングパラメータの設定について詳しくは、
tunefstab（4）マニュアルページを参照してくださ
い。
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チューニングパラメータ

説明

write_pref_io

（Veritas File System）優先書き込み要求サイ
ズ。 インストーラが設定できるのは write_pref_io
のシステムデフォルト値のみです。 特定のブロッ
クデバイスに対するこのチューニングパラメータの
設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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C
サンプルインストールと設定
値
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールワークシートと設定ワークシートについて

■

SF Oracle RAC ワークシート

■

Oracle RAC ワークシート

■

VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ

■

SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ

■

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストールに必要な情報

■

Oracle データベースのインストールに必要な情報

インストールワークシートと設定ワークシートについて
インストールプログラムでは、SF Oracle RAC と Oracle RAC のインストールと設定中に
情報を入力するよう求められます。 インストールワークシートと設定ワークシートには、
Veritas インストールプログラムまたは Oracle Universal Installer の実行時に必要な情
報の例として使えるサンプル値が用意されています。
インストールと設定の手順を開始する前に、ワークシートを使ってシステムの値を記録す
ることをお勧めします。

SF Oracle RAC ワークシート
この項では、SF Oracle RAC、そのコンポーネント製品、各種機能をインストールして設
定するためのワークシートを示します。
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表 C-1 では、SF Oracle RAC をインストールして設定するときに使うことができるサンプ
ル値を示しています。 次の表にシステムの SF Oracle RAC 値を記入します。
表 C-1

SF Oracle RAC ワークシート

インストール情報

サンプル値

クラスタ内のノードの数

2

プライマリクラスタのホスト名

sys1 と sys2

メモ: ホスト名には下線文字を使わない
でください。 下線文字を使ったホスト名
は RFC 標準に違反し、問題の原因に
なります。
追加または削除されたノード
のホスト名

sys5

メモ: ホスト名には下線文字を使わない
でください。 下線文字を使ったホスト名
は RFC 標準に違反し、問題の原因に
なります。

プライマリクラスタ名

clus1

プライマリクラスタ ID 番号

101

プライベートネットワークリンク net1, net2
クラスタマネージャ NIC（プラ net0
イマリ NIC）
クラスタマネージャ IP

10.10.12.1, 10.10.12.2

仮想 IP アドレスのネットマス
ク

255.255.240.0

VCS ユーザー名（クラスタを VCS ユーザー名は 1024 文字を超えな
セキュアモードで設定する場 いようにしてください。
合は不要）
例: smith
VCS ユーザーのパスワード

VCS パスワードは 512 文字を超えない
ようにしてください。

VCS ユーザー権限

ユーザー権限には、A=Administrator、
O=Operator、G=Guest の 3 つのレベ
ルがあります。
例: A

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

SMTP サーバーのドメイン
ベースのアドレス

smtp.symantecexample.com

SMTP 通知受信者の電子
メールアドレス

admin@symantecexample.com

SMTP 電子メール通知のた イベントは重要度の 4 つのレベルを持
めのイベントの重要度の下限 ちます。
■

I=Information

■

W=Warning

■

E=Error

■

S=SevereError

例: I
重要度は次のように定義されます。

■

Information - 通常動作の重要イベ
ント
Warning - 通常と異なる動作の警告

■

Error - 障害

■

SevereError - データの消失や破壊
の可能性のある致命的エラー

■

コンソールの SNMP トラップ 162
デーモンのポート番号
SNMP コンソールのシステム system2
名

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

割り当てられた値

SNMP トラップ通知のための イベントは重要度の 4 つのレベルを持
イベントの重要度の下限
ちます。
■

I=Information

■

W=Warning

■

E=Error

■

S=SevereError

例: I
重要度は次のように定義されます。

■

Information - 通常動作の重要イベ
ント
Warning - 通常と異なる動作の警告

■

Error - 障害

■

SevereError - データの消失や破壊
の可能性のある致命的エラー

■

Vxfen ディスク

c1t1d0s2、c2t1d0s2、c3t1d0s2

これらの値は、設定で SCSI-3
ディスクをコーディネーション
ポイントとして使う場合に必要
です。
Vxfen ディスクグループ

vxfencoordg

Cluster Server コンポーネントの情報
表 C-2 は Cluster Server コンポーネントを設定するために必要な情報を表します。
表 C-2

Cluster Server コンポーネントの情報

情報

例

クラスタの名前

名前は英字（a から z、A から Z）
で始めます。含めることのできる
文字は、a から z、A から Z、1 か
ら 0、ハイフン（-）、下線文字（_）
のみです。
例: clus1

割り当てられた値
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情報

例

割り当てられた値

クラスタの重複のない ID 番 0 から -65535 までの数字です。
号
各クラスタには、そのクラスタを含
むサイト内で重複のない ID を指
定する必要があります。
例: 101
システム間のプライベート 統合インターフェースの一部で
ネットワークで使う NIC のデ はないネットワークインターフェー
スカード、または統合インター
バイス名
フェースを選択できます。
各ネットワークリンクの各 NIC に
関連付けされているインター
フェース名は、すべてのノードで
同じにする必要があります。
次に例を示します。
■

net1

■

net2

パブリックネットワークに使われて
いるネットワークインターフェース
カード（通常は net0）は使わない
でください。

I/O フェンシングの情報
表 C-3 は、I/O フェンシングを設定するために必要な情報を表します。
表 C-3
情報

I/O フェンシングの情報
サンプル値

コーディネータディスクグ 次はディスク名の例です。
ループを形成する 3 つの
■ /dev/rdsk/c1t1d2s0
ディスク名
■ /dev/rdsk/c2t1d2s0
■

/dev/rdsk/c3t1d2s0

コーディネータディスクグ 例は次のとおりです。
ループの各ディスクの名
■ /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
前（DMP を使う場合）
■ /dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
■

/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2

割り当てられた値
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SF Oracle RAC ユーザー情報の追加
表 C-4 は、VCS ユーザーを追加するために必要な情報を表します。SF Oracle RAC
クラスタをセキュアモードで設定する場合は、VCS ユーザーを追加する必要があります。
メモ: VCS のユーザーの追加はオプションです。
表 C-4

SF Oracle RAC ユーザー情報の追加

情報

例

割り当てられた値

ユーザー名

smith

ユーザーパスワード

*****

ユーザー権限

ユーザーは権限の 3 つのレベル
を持ちます。
■

A=Administrator

■

O=Operator

■

G=Guest

例: A
VCS 権限レベルのタイプは次の
とおりです。
■

■

■

Administrator - クラスタ、
サービスグループ、システム、
リソース、ユーザーに対する
設定オプションを含むすべて
の操作を実行できます。
Operator - クラスタまたは
サービスグループでの特定
の操作を実行できます。
Guest - 特定のオブジェクト
を表示できます。

グローバルクラスタ情報
表 C-5 は、グローバルクラスタを設定するために必要な情報を表します。
メモ: グローバルクラスタは、ライセンスを必要とするオプション機能です。
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表 C-5

グローバルクラスタ情報

情報

例

割り当てられた値

パブリック NIC の名前

プロンプトに従って NIC の適切な
値を指定する必要があります。
例: net0

NIC の仮想 IP アドレス

プロンプトに従って仮想 IP アドレ
スの適切な値を指定する必要が
あります。
例: 10.10.12.1

仮想 IP アドレスのネットマ プロンプトに従ってネットマスクの
スク
適切な値を指定する必要がありま
す。
例: 255.255.255.0

Oracle RAC ワークシート
ここでは、Oracle RAC をインストールし、設定するためのワークシートとサンプル値につ
いて説明します。
メモ: カッコ内の斜体のテキストは手順で使われる、対応する変数を示します。手順を実
行するとき、変数を、このワークシートに割り当てられている値で置換してください。
表 C-6 に、該当するタスクを実行するときの参照用としてサンプルワークシートを示しま
す。
表 C-6

Oracle RAC に必要な情報

サンプル値シート

参照先

Oracle ユーザーとグループ

p.354 の 表 C-7 を参照してください。

パブリック IP アドレスとホスト名

p.355 の 表 C-8 を参照してください。

PrivNIC と MultiPrivNIC

p.355 の 表 C-9 を参照してください。

Oracle HAIP（High Availability IP）

p.360 の 表 C-10 を参照してください。

［Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバージョン
の場合］
Oracle RAC のホームディレクトリ

p.361 の 表 C-11 を参照してください。
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サンプル値シート

参照先

OCR と投票ディスク

p.363 の 表 C-12 を参照してください。

CSSD と Oracle データベースの設定

p.364 の 表 C-13 を参照してください。

表 C-7 に、Oracle ユーザーとグループを作成するときに使用可能なサンプル値を示し
ます。
表 C-7

サンプル値シート - Oracle ユーザーとグループ

情報

サンプル値

Oracle ユーザー名

■

(user_name)
■

Oracle ユーザー ID

Oracle Clusterware の場合
oracle
Oracle Grid Infrastructure の場合
grid

1000

（user_id）
Oracle グループ名 プライマリグループ

oinstall（インベントリグループをプライマリグ
ループとして使う場合）

（grp_name）
Oracle グループ名 セカンダリグループ

dba（dba グループをセカンダリグループとして
使う場合）

(grp_name_sec)
Oracle グループ ID - 1000（インベントリグループをプライマリグルー
プライマリグループ ID プとして使う場合）
（grp_id）
Oracle グループ ID - 1001（dba グループをセカンダリグループとし
セカンダリグループ ID て使う場合）
(grp_id_sec)
Oracle ユーザーの
ホームディレクトリ

/home/oracle

(usr_home_ora)
Grid ユーザーのホーム /home/grid
ディレクトリ
(usr_home_grid)

割り当てられた値
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表 C-8 に、パブリック IP アドレスとホスト名のサンプル値を示します。
表 C-8

サンプル値シート - パブリック IP アドレスとホスト名

情報

サンプル値

クラスタのノード名

2 ノードクラスタの場合

name: node1

■

sys1

name: node2

■

sys2

割り当てられた値

クラスタに追加された新 sys5
しいノードの名前
（nodenew_name）
仮想 IP アドレス

10.10.10.10

仮想 IP エイリアス

sys1-vip

スキャン IP アドレス
（Oracle RAC 11g リ
リース 2 専用）

3 つ以上のアドレスを指定することを推奨して
います。
10.10.10.20
10.10.10.21
10.10.10.22

SCAN 名（Oracle
clus1_scan
RAC 11g リリース 2 専
用）

表 C-9 に、PrivNIC または MultiPrivNIC を設定するときに使用可能なサンプル値を示
します。
表 C-9
情報

サンプル値シート - PrivNIC と MultiPrivNIC
サンプル値

クラスタの最初のノード 192.168.12.1 （sys1 上）
のプライベート IP アド
メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先
レス - PrivNIC
頭にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。 sys1
(privnic_ip_node1)
と sys2 に、プライベート IP アドレスが上の例
のような形式で表示されることを確認してくださ
い。

割り当てられた値
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情報

サンプル値

クラスタの 2 番目の
192.168.12.2（sys2 上）
ノードのプライベート IP
メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先
アドレス - PrivNIC
頭にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。 sys1
(privnic_ip_node2)
と sys2 に、プライベート IP アドレスが上の例
のような形式で表示されることを確認してくださ
い。
クラスタにノードを追加 192.168.12.5（sys2 上）
する場合のプライベー
メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先
ト IP アドレス - PrivNIC
頭にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
(privnic_ip_newnode) X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。 sys1
と sys2 に、プライベート IP アドレスが上の例
のような形式で表示されることを確認してくださ
い。

割り当てられた値
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情報

サンプル値

クラスタの最初のノード Oracle Clusterware ハートビートのデバイスと
のネットワークの NIC して LLT デバイスを選択する必要があります。
アドレス
指定したインターフェースは、LLT 設定に使わ
れていたインターフェースとまったく同じ名前と
(nic1_node1)
合計数にします。
(nic2_node1)
たとえば、sys1 上の LLT デバイスが次のよう
に net1、net2 である場合
net1、net2
PrivNIC または MultiPrivNIC のデバイス名は
次のようになります。
Device@sys1 = {net1=0, net2=1 }
LLT 配下に設定した集約デバイス名は、
PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントで
使用する必要があります。

メモ: LLT の統合インターフェースを設定する
と、LLT 用に設定した同じ統合インターフェー
スの名前を使うように Device 属性の値を設定
します。
たとえば、sys1 の LLT のデバイスが次の名前
である場合
aggr1
MultiPrivNIC エージェントの Device 属性は
次のようになります。
Device@sys1 = { aggr1 = 0 }

割り当てられた値
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情報

サンプル値

Oracle Clusterware ハートビートのデバイスと
クラスタの 2 番目の
ノードのネットワークの して LLT デバイスを選択する必要があります。
NIC アドレス
指定したインターフェースは、LLT 設定に使わ
れていたインターフェースとまったく同じ名前と
(nic1_node2)
合計数にします。
(nic2_node2)
たとえば、sys2 上の LLT デバイスが次のよう
に net1、net2 である場合
net1、net2（sys2 上）
PrivNIC または MultiPrivNIC のデバイス名は
次のようになります。
Device@sys2 = {net1=0, net2=1 }
LLT 配下に設定した集約デバイス名は、
PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントで
使用する必要があります。

メモ: LLT の統合インターフェースを設定する
と、LLT 用に設定した同じ統合インターフェー
スの名前を使うように Device 属性の値を設定
します。
たとえば、sys2 の LLT のデバイスが次の名前
である場合
aggr1（sys2 上）
MultiPrivNIC エージェントの Device 属性は
次のようになります。
Device@sys2 = { aggr1 = 0 }
PrivNIC 用の VCS リ
ソース名

ora_priv

（priv_resname）
MultiPrivNIC 用の
VCS リソース名
(multipriv_resname)

multi_priv

割り当てられた値
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情報

サンプル値

クラスタの最初のノード sys1 の場合:
のプライベート IP アド
■ 192.168.12.1（Oracle Clusterware）
レス - MultiPrivNIC
■ 192.168.2.1
（1multipriv_ip_node1）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメー
タに使用する UDP）
（multipriv_ip2_node1）
■ 192.168.3.1
（multipriv_ip3_node1）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメー
タに使用する 2 番目の UDP）

メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先
頭にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。 sys1
と sys2 に、プライベート IP アドレスが上の例
のような形式で表示されることを確認してくださ
い。
すべての Oracle Clusterware と UDP Cache
Fusion リンクが LLT リンクであることを推奨し
ます。
クラスタの 2 番目の
sys2 の場合:
ノードのプライベート IP
■ 192.168.12.2（Oracle Clusterware）
アドレス - MultiPrivNIC
■ 192.168.2.2
（multipriv_ip1_node2）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメー
タに使用する UDP）
（multipriv_ip2_node2）
■ 192.168.3.2
（multipriv_ip3_node2）
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメー
タに使用する 2 番目の UDP）

メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先
頭にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。 sys1
と sys2 に、プライベート IP アドレスが上の例
のような形式で表示されることを確認してくださ
い。
すべての Oracle Clusterware と UDP Cache
Fusion リンクが LLT リンクであることを推奨し
ます。

割り当てられた値
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情報

サンプル値

割り当てられた値

クラスタの新しいノード sys2 の場合:
を追加する場合のプラ
■ 192.168.12.5（Oracle Clusterware）
イベート IP アドレス ■ 192.168.2.6
MultiPrivNIC
（CLUSTER_INTERCONNECT パラメー
（multipriv_ip1_newnode）
タに使用する UDP）
（multipriv_ip2_newnode） メモ: IP アドレスを構成する各オクテットの先
頭にゼロを含めないでください（0X.X.X.X、
X.0X.X.X、X.X.0X.X、X.X.X.0X など）。 sys1
と sys2 に、プライベート IP アドレスが上の例
のような形式で表示されることを確認してくださ
い。
すべての Oracle Clusterware と UDP Cache
Fusion リンクが LLT リンクであることを推奨し
ます。
クラスタの最初のノード sys1 の場合:
のプライベートホスト名
■ sys1-priv
（/etc/hosts に設定）
■ sys1-priv1
(ip_node1)
sys2 の場合:
クラスタの 2 番目の
ノードのプライベートホ
■ sys2-priv
スト名（/etc/hosts に設
■ sys2-priv1
定）
(ip_node2)
クラスタ用のネットマス
ク

255.255.255.0

（netmask_ip）

表 C-10 には、Oracle RAC 11.2.0.2 以降の Oracle HAIP を使用する際に使用できる
サンプル値が表示されます。
表 C-10
情報

サンプル値シート - Oracle HAIP（Oracle RAC 11.2.0.2 以降のバー
ジョン）
サンプル値

クラスタの最初のノード 192.168.12.2
のプライベート IP アド
レス - sys1

割り当てられた値
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情報

サンプル値

割り当てられた値

クラスタの最初のノード sys1-haip1
のホスト名エイリアス sys1
クラスタの第 2 ノードの 192.168.12.2
プライベート IP アドレ
ス - sys2
クラスタの第 2 ノードの sys2-haip1
ホスト名エイリアス sys2
Netmask

255.255.255.0

表 C-11 に、Oracle RAC ホームディレクトリを作成するときに使用可能なサンプル値を
示します。
表 C-11

サンプル値シート - Oracle RAC ホームディレクトリ

情報

サンプル値

各ノード上で Oracle
Clusterware とデータ
ベースのバイナリが含
まれるディスク

Disk_1

disk_name
VxVM ローカルディス
クグループ名

■

bindg_sys1（sys1 上）

■

bindg_sys2（sys2 上）

dg_name
CVM ディスクグループ bindg
名
cvm_dg
Oracle Clusterware
Oracle Grid Infrastructure の場合
バイナリのボリューム名
gridbinvol
clus_volname
Oracle Clusterware
ホームディレクトリ

Oracle Grid Infrastructure の場合、
grid_home へのパス

clus_home

/u01/app/grid/product/11.2.0/gridhome

割り当てられた値
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情報

サンプル値

Oracle データベース orabinvol
バイナリのボリューム名
ora_volname
Oracle
bin_dg
Clusterware/Grid
Infrastructure と
Oracle データベースの
ホームディレクトリを含
むディスクグループの
VCS リソース名
dg_resname
Oracle Clusterware の Oracle Grid Infrastructure の場合
バイナリマウントポイン
gridbin_mnt
トのリソース名
clusbin_mnt_resname
Oracle データベースの orabin_mnt
バイナリマウントポイン
トのリソース名
orabin_mnt_resname
Oracle Clusterware の /u01/app/oracle
Oracle ベースディレク
トリ
oracle_base
Oracle Grid
/u01/app/grid
Infrastructure の
Oracle ベースディレク
トリ
grid_base
データベースの Oracle /u01/app/oracle
ベースディレクトリ
oracle_base
Oracle データベースの /u02/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
ホームディレクトリ
db_home

割り当てられた値
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情報

サンプル値

Oracle Grid
Infrastructure ホーム
ディレクトリ

/u01/app/11.2.0/grid

割り当てられた値

grid_home

表 C-12 に、OCR と投票ディスクのストレージを作成するときに使用可能なサンプル値
を示します。
表 C-12
情報

サンプル値シート - OCR と投票ディスク
サンプル値

OCR と投票ディスクの Disk_2
共有ディスクグループ
Disk_3
作成に使用するディス
ク
disk_name2
disk_name3
OCR と投票ディスク用 ocrvotedg
の共有ディスクグルー
プ
ocrvote_dgname
CVM RAW ボリューム ocrvol
上の OCR ボリューム
ocr_volname
CVM RAW ボリューム votevol
上の投票ディスクボ
リューム
vote_volname
CFS 上の OCR と投票 ocrvotevol
ディスクボリューム
ocrvote_volname
OCR と投票ディスク用 nmirror=2
のボリュームオプション
共有ボリューム上のファ /dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvotevol
イルシステム（CFS）

割り当てられた値
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情報

サンプル値

割り当てられた値

共有ファイルシステムの /ocrvote
マウントポイント
ocrvote_mnt
OCR と投票ディスクの ocrvote_voldg_ocrvotedg
CVMVolDg のリソース
名
ocrvotevol_resname
OCR と投票ディスクの ocrvote_mnt_ocrvotedg
CFSMount のリソース
名
ocrvotemnt_resname
アーカイブログ用のマ
ウントポイント

/oradata

CVM グループ名

cvm

cvm_grpname

表 C-13 に、CSSD エージェントと Oracle データベースを設定するときに使用可能なサ
ンプル値を示します。
表 C-13

サンプル値シート - CSSD と Oracle データベースの設定

情報

サンプル値

CVM グループ名

cvm

cvm_grpname
CSSD グループ名

cssd

cssd_grpname
Oracle データベース
用の VCS サービスグ
ループ

oradb_grp

oradb_grpname
Oracle 用の VCS リ
ソース名
db_resname

oradb

割り当てられた値
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情報

サンプル値

Oracle データベース
名

db

db_name
グローバルデータベー db.symantecexample.com（データベース名.
ス名
ドメイン）
Oracle データベース
用のディスクグループ
名

oradatadg（共有）

oradb_dgname
Oracle データベース
用のボリューム名

oradatavol

oradb_volname
Oracle データベース
用のマウントポイント

/oradata（共有）

oradb_mnt
Oracle データベースの oradata_voldg
CVMVolDg リソース
oradbdg_resname
Oracle データベースの oradata_mnt
CFSMount リソース
oradbmnt_resname
ポリシー管理された
db
データベースの SID プ
レフィックス
oradb_sid_prefix
クラスタの最初のノード db1
の SID
oradb_sid_node1
クラスタの 2 番目の
ノードの SID
oradb_sid_node2

db2

割り当てられた値
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VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ
表 C-14 では、CVM と VVR をインストールして設定するときに使うことができるサンプル
値を示しています。該当する場合は、次の表にシステム用の CVM/VVR 値を記入しま
す。
表 C-14

VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ

インストール情報

サンプル値

セカンダリクラスタのホスト名

mercury、jupiter

セカンダリクラスタ名

rac_cluster102

セカンダリクラスタ ID 番号

102

プライマリクラスタアドレス

10.10.10.101

プライマリクラスタログの所有者 10.10.9.101
IP
セカンダリクラスタアドレス

10.11.10.102

セカンダリクラスタログの所有者 10.11.9.102
IP
RVG 名

rac1_rvg

グローバルデータベース名

vrts

データベースリソース名

ora1

データベースグループ名（cvm oradb1_grp
に依存し、リソース、oracle エー
ジェントなどを含む）
SRL ボリューム名

rac1_srl

（VVR 用）プライマリサイト上の rac_clus101_priv
クラスタの、解決可能な仮想ホ
スト名
（VVR 用）セカンダリサイト上の rac_clus102_priv
クラスタの、解決可能な仮想ホ
スト名
セカンダリクラスタのプライベー 192.168.12.3 - 192.168.12.4
ト IP アドレス

割り当てられた値
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SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ
表 C-15 では、CVM と VVR をインストールして設定するときに使うことができるサンプル
値を示しています。該当する場合は、次の表にシステム用の CVM/VVR 値を記入しま
す。
表 C-15

SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ

インストール情報

サンプル値

セカンダリクラスタのホスト
名

mercury、jupiter

セカンダリクラスタ名

rac_cluster102

割り当てられた値

セカンダリクラスタ ID 番号 102
プライマリクラスタアドレス

10.10.10.101

セカンダリクラスタアドレス

10.11.10.102

グローバルデータベース名 vrts
データベースリソース名

ora1

データベースグループ名 oradb1_grp
（cvm に依存し、リソース、
oracle エージェントなどを
含む）
セカンダリクラスタのプライ 192.168.12.3 ベート IP アドレス
192.168.12.4

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストー
ルに必要な情報
この項では、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure フトウェアをインストールするため
に Oracle Universal Installer で必要な情報について説明します。
表 C-16 に、Oracle Grid Infrastructure をインストールするときに Oracle Universal
Installer で必要な情報を示します。
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表 C-16

Oracle Grid Infrastructure のインストールに必要な情報 - Oracle
RAC 11g リリース 2 以降

OUI メニュー

説明

Select installation option

［Install and Configure Grid Infrastructure for a Cluster］オプ
ションを選択します。

Select cluster type

［Configure a standard cluster］オプションを選択します。

Oracle 12c のみ
Select installation type

［Advanced Installation］オプションを選択します。

Specify cluster configuration

データベースクライアントでクラスタ内のデータベースに接続す
るために使われるクラスタの SCAN 名を入力します。

Grid Plug and Play information 次の情報を指定します。
■

クラスタの名前

■

SCAN 名
ドメインネームサーバー（DNS）上の SCAN アドレスは、3 つ
のアドレス（推奨）または少なくとも 1 つのアドレスに解決さ
れる必要があります。
SCAN ポート

■

Cluster Node Information

Oracle Grid Infrastructure をインストールするノードのパブリッ
クホスト名と対応する仮想ホスト名を入力します。

Specify network interface
usage

各インターフェースに対して計画された使用方法（パブリック、プ
ライベート、未使用のいずれか）を特定します。

メモ: PrivNIC と MultiPrivNIC の設定時に指定したのと同じプ
ライベートインターフェースが画面に表示されていることを確認
します。
メモ: PrivNIC または MultiPrivNIC エージェントによって管理
されるプライベート IP アドレスを含むサブネットのインターフェー
スに「プライベート」のマークを付けます。
プライベートのインターフェースは、Oracle Grid Infrastructure
通信とデータベース Cache Fusion トラフィックの
「cluster_interconnect」として GPnP プロファイルに格納されま
す。
Grid Infrastructure
Management Repository

［No］オプションを選択します。

Oracle 12c のみ
Storage option information

［Shared File System］オプションを選択します。
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OUI メニュー

説明

OCR storage option

OCR 情報を格納する場所の絶対パスを入力します。
たとえば、CFS 上に OCR 情報を格納する場合
は、/ocrvote/ocr と入力します。

メモ: Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインストール
するときは、［External Redundancy］オプションを選択します。
OCR ボリュームのミラー化を選択した場合、ミラー化が CVM に
よって実行されます。
CVM RAW ボリュームを使用する ASM ディスクグループに
OCR 情報を格納する場合
は、/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvol と入力します。

メモ: ASM のディスクグループとインスタンスを作成するときは、
［External］オプションを選択します。OCR ボリュームのミラー化
を選択した場合、ミラー化が CVM によって実行されます。
Voting Disk storage option

投票ディスクの情報を格納する場所の絶対パスを入力します。
たとえば、CFS 上に投票ディスク情報を格納する場合
は、/ocrvote/vote と入力します。

メモ: Oracle Clusterware/Grid Infrastructure をインストール
するときは、［External Redundancy］オプションを選択します。
投票ディスクボリュームのミラー化を選択した場合、ミラー化が
CVM によって実行されます。
CVM RAW ボリュームを使用する ASM ディスクグループに投
票ディスク情報を格納する場合
は、/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/votevol と入力します。

メモ: ASM のディスクグループとインスタンスを作成するときは、
［External］オプションを選択します。投票ディスクボリュームのミ
ラー化を選択した場合、ミラー化が CVM によって実行されま
す。
Failure Isolation

［Do not use Intelligent Platform Management Interface
(IPMI)］オプションを選択します。

Privileged Operating System
Groups

適切なオペレーティングシステムのグループを確認または選択
します。

Specify installation location

Oracle ベースディレクトリと Oracle Grid Infrastructure のホー
ムディレクトリへの絶対パスを入力します。

Create inventory

インストールファイルを格納する Oracle インベントリディレクトリ
への絶対パスを入力します。
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OUI メニュー

説明

Root script execution
configuration

ソフトウェアが設定されている場合、いくつかの設定スクリプトは
root ユーザーとして実行する必要があります。スクリプトを自動
的に実行する場合は、［Automatically run configuration
scripts］オプションを選択します。

Oracle 12c のみ

Oracle データベースのインストールに必要な情報
この節では、Oracle データベースソフトウェアをインストールするために Oracle Universal
Installer で必要な情報について説明します。
表 C-17 に、Oracle データベースソフトウェアをインストールするときに Oracle Universal
Installer で必要な情報を示します。
表 C-17

Oracle データベースのインストールに必要な情報 - Oracle RAC
11g リリース 2 以降

OUI メニュー

説明

Select installation option

［ソフトウェアのみインストール（Install database software
only）］オプションを選択します。

Grid Installation Options

［Oracle Real Application Clusters database installation］
オプションを選択します。

Node selection

［Real Application Clusters データベースのインストール
（Real Application Clusters database installation）］を選
択します。
Oracle RAC データベースソフトウェアをインストールする
必要があるノードを選択します。

Select database edition

［Enterprise Edition］を選択します。

Specify installation location

ORACLE_BASE と ORACLE_HOME のディレクトリパス
を確認するか、またはそれらのパスを入力します。
Oracle Universal Installer によって製品固有の前提条件
チェックが実行されます。 フラグが付けられた項目がある
場合、それらを手動で確認して設定する必要があります。

Operating System Groups

適切なオペレーティングシステムのグループを確認または
選択します。
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設定ファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

VCS 設定ファイルについて

■

LLT と GAB の設定ファイルについて

■

I/O フェンシングの設定ファイルについて

■

Solaris 11 のパッケージ関連 SMF サービス

■

設定ファイルの例

VCS 設定ファイルについて
この項では SF Oracle RAC のインストールに続く VCS 設定ファイルの内容に関するハ
イレベルの概要を説明します。SF Oracle RAC をインストールした後、Oracle をインス
トールする前に、設定ファイルを確認します。
設定ファイルは次の情報を含んでいます。
■

「include」文には、SF Oracle RAC のさまざまな VCS タイプファイル（.cf）が記述さ
れています。
これらのファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリ内に配置されています。
これらのファイルには、クラスタ内のリソースを制御するエージェントが定義されます。

■

クラスタ定義（インストール中に rac_cluster101 などのクラスタ名が付けられる）には、
クラスタのユーザー名と管理者名が含まれます。UseFence = SCSI3 属性は、自動
で設定されないため、インストール後に手動で追加する必要があります。

■

main.cf には、cvm サービスグループが含まれています。このサービスグループに
は、CFS リソースと CVM リソースの監視に関する定義が含まれます。CVMCluster
エージェントのリソース定義には、ノードが GAB を使ってメッセージ操作を行うことが
示されています。
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cvm グループのパラレル属性は 1 に設定されています。この値が設定されていると、
システムリスト内の各ノード上でリソースを並列実行できます。

LLT と GAB の設定ファイルについて
LLT と GAB は、VCS の通信サービスです。LLT には、/etc/llthosts ファイルと /etc/llttab
ファイルが必要です。GAB には、/etc/gabtab ファイルが必要です。
表 D-1 は、LLT 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
LLT 設定ファイル

表 D-1
ファイル

説明

/etc/default/llt

このファイルは LLT の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

LLT_START は、システム再起動後の LLT モジュールの起動動作を定義します。有効な値
は次のとおりです。
1 は、LLT の起動が有効になっていることを示します。
0 は、LLT の起動が無効になっていることを示します。
LLT_STOP は、システムシャットダウン時の LLT モジュールのシャットダウン動作を定義しま
す。有効な値は次のとおりです。
1 は、LLT のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、LLT のシャットダウンが無効になっていることを示します。

SF Oracle RAC の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
/etc/llthosts

llthosts ファイルは、システムごとの 1 つのエントリを持つデータベースです。このファイルは
LLT のホスト名と LLT のシステム ID（最初のカラム）をリンクします。このファイルは、クラスタ内の
各ノードで同一にする必要があります。 ファイルの内容が不一致の場合、クラスタで予測できな
い動作が発生することがあります。
たとえば、ファイル /etc/llthosts には次のようなエントリが含まれます。
0
1

sys1
sys2
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ファイル

説明

/etc/llttab

ファイル llttab には、インストール時に入力し、lltconfig（1M） で使用するクラスタ情報が定
義されています。インストーラを使った場合、それぞれのシステムに適したプライベートネットワー
クリンクの一覧が設定されています。たとえば、ファイル /etc/llttab には次のようなエントリが含ま
れます。
■

Solaris 10 SPARC の場合:
set-node sys1
set-cluster 2
link net1 /dev/net1 - ether - link net2 /dev/net2 - ether - -

■

Solaris 11 SPARC の場合:
set-node sys1
set-cluster 2
link net1 /dev/net/net1 - ether - link net2 /dev/net/net2 - ether - -

先頭の行はシステムを識別するためのものです。2 行目は、クラスタを識別するためのものです
（インストーラを使った場合、クラスタ ID として設定した値）。次の 2 つの行は link コマンドから
始まります。これらの行は LLT のプロトコルが使う 2 つのネットワークカードを識別します。
LLT の下で優先度が低いリンクを設定すると、ファイルには「link-lowpri」の行も追加されます。
LLT の設定ファイルの編集方法について詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してく
ださい。このマニュアルページには、llttab ファイルのパラメータについての解説があります。

表 D-2 は、GAB 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
表 D-2

GAB 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/gab

このファイルは GAB の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

GAB_START は、システム再起動後の GAB モジュールの起動動作を
定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB の起動が有効になっていることを示します。
0 は、GAB の起動が無効になっていることを示します。
GAB_STOP は、システムシャットダウン時の GAB モジュールのシャット
ダウン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、GAB のシャットダウンが無効になっていることを示します。

SF Oracle RAC の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に
設定します。
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ファイル

説明

/etc/gabtab

SF Oracle RAC のインストールを終了した時点で、/etc/gabtab ファイルに
は、GAB ドライバを使うための gabconfig（1）コマンドが設定されていま
す。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションにより、使用するドライバを設定します。-nN は、クラスタが形
成されるのに最小限必要なノード数 N を指定します。シマンテック社では、N
がクラスタのノードの合計数になるように設定することをお勧めします。

メモ: -c -x オプションを /sbin/gabconfig に対して使用することはお
勧めしません。-c -x を使うと、スプリットブレイン状態が発生する可能性が
あります。スプリットブレイン状態を避けるため、-c オプションを
/sbin/gabconfig に対して使ってください。

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 D-3 に、I/O フェンシングの設定ファイルのリストを示します。
表 D-3

I/O フェンシングの設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/vxfen

このファイルには I/O フェンシングの起動と停止の環境変数が格納されます。
■

■

VXFEN_START - システムの再起動後における I/O フェンシングモジュールの起動動作を定義
します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングの起動が有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングの起動が無効であることを示します。
VXFEN_STOP - システムのシャットダウン中における I/O フェンシングモジュールのシャットダウ
ン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングのシャットダウンが有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングのシャットダウンが無効であることを示します。

SF Oracle RAC の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
/etc/vxfendg

このファイルにはコーディネータディスクグループの情報が含まれています。
このファイルはサーバーベースのフェンシングには適用できません。
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ファイル

説明

/etc/vxfenmode

このファイルには次のパラメータがあります。
■

■

■

vxfen_mode
■ scsi3 - ディスクベースのフェンシングの場合
■

customized - サーバーベースのフェンシングの場合

■

disabled - I/O フェンシングドライバを実行するが、フェンシング操作は行わない場合

vxfen_mechanism
このパラメータはサーバーベースのフェンシングにのみ適用できます。 値は CP と設定します。
scsi3_disk_policy
■ dmp - DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
このディスクポリシーは、デフォルトでは DMP です。 iSCSI のデバイスを使う場合は、ディスク
ポリシーを DMP と設定する必要があります。

メモ: すべてのノードで同じ SCSI-3 ディスクポリシーを使う必要があります。
■

■

コーディネーションポイントのリスト
このリストはサーバーベースのフェンシング設定でのみ必要です。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントには、コーディネータディスク、CP
サーバー、または両方を含めることができます。コーディネータディスクを使う場合は、個々のコー
ディネータディスクを含むコーディネータディスクグループを作成する必要があります。
コーディネーションポイントと複数の IP アドレスを各 CP サーバーに指定する方法について詳しく
は、サンプルファイル /etc/vxfen.d/vxfenmode_cps を参照してください。
autoseed_gab_timeout
このパラメータを使うと、使用できないクラスタノードがある場合でも、GAB のクラスタの自動シー
ディングを使用できるようになります。
この機能は、SCSI3 とカスタマイズしたモードの I/O フェンシングに適用できます。
0 - GAB の自動シーディング機能を有効にします。0 より大きい値は、自動的にクラスタをシーディ
ングする前の GAB の遅延時間（秒数）を示します。
-1 - GAB の自動シーディング機能をオフにします。この設定がデフォルト値です。
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ファイル

説明

/etc/vxfentab

I/O フェンシングを起動すると、起動スクリプト vxfen で各ノード上にこの /etc/vxfentab ファイルが作
成されます。この起動スクリプトは /etc/vxfendg および /etc/vxfenmode ファイルのコンテンツを使用
します。 システムが再起動されると必ず、フェンシングドライバによって、すべてのコーディネータポイ
ントの最新リストで vxfentab ファイルが再初期化されます。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルであるため、変更しないでください。
ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、各ノード上の /etc/vxfentab ファイルに各コーディネータ
ディスクへのすべてのパスと一意のディスク識別子の一覧が含まれます。パスと一意のディスク識別子
はスペースで区切ります。あるノードでのディスクベースのフェンシングの設定における /etc/vxfentab
ファイルの例を次に示します。
■

DMP ディスク:

/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006804E795D075
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006814E795D076
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006824E795D077
サーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルにセキュリティ設定の情報も含まれ
ます。

Solaris 11 のパッケージ関連 SMF サービス
Solaris 11 システムにパッケージをインストールした後、次の SMF サービスがオンライン
状態になります。これらの SMF サービスは、アンインストール操作中にパッケージを正し
く処理するために用意されています。これらのサービスを無効にしないことをお勧めしま
す。
svc:/system/gab-preremove:default
svc:/system/llt-preremove:default
svc:/system/vxfen-preremove:default

設定ファイルの例
SF Oracle RAC には、さまざまなシナリオを示す複数のサンプル設定ファイルがありま
す。クラスタ環境を設定するためのガイドラインとしてサンプルファイルを使うことができま
す。 これらのサンプルファイルは /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ にあります。
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この項では、各サンプルファイルについて簡潔に説明し、それぞれのサービスグループ
の設定を示します。この項には main.cf ファイルのコピーは含まれていません。
この項では、次のサンプルファイルについて説明します。
■

「sfrac01_main.cf ファイル」

■

「sfrac02_main.cf ファイル」

■

「sfrac03_main.cf ファイル」

■

「sfrac04_main.cf ファイル」

■

「sfrac05_main.cf ファイル」

■

「sfrac06_main.cf ファイル」

■

「sfrac07_main.cf ファイルと sfrac08_main.cf ファイル」

■

「sfrac09_main.cf ファイルと sfrac10_main.cf ファイル」

■

「sfrac11_main.cf ファイル」

■

「sfrac12_main.cf ファイルと sfrac13_main.cf ファイル」

■

「sfrac14_main.cf ファイル」

■

「sfrac15_main.cf ファイルと sfrac16_main.cf ファイル」

sfrac01_main.cf ファイル
この設定例は Oracle RAC 10g のインストールにのみ適用可能です。
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

1 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベース Cache Fusion 用に VCSIPC が使われます。

■

Oracle Clusterware には、プライベート IP アドレスが 1 つのみ設定されます。高可
用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理されてい
ます。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-1 に設定を示します。
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sfrac01_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-1

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac02_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

1 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CVM RAW ボリュームに格納され
ています。

図 D-2 に設定を示します。
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sfrac02_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-2

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD
ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac03_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Cache Fusion 用に 1 つ目の IP アドレス（net1 上）が Oracle Clusterware と 1 つ
目のデータベースで共有されます。
Cache Fusion 用に 2 つ目の IP アドレス（net2 上）が 2 つ目のデータベースで使わ
れます。
高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。
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図 D-3 に設定を示します。
sfrac03_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-3

racdb_grp（並行）

oradb_grp（並行）

rac_db

ora_db
Oracle

Oracle
oradata_mnt
CFSMount

racdata_mnt
CFSMount

oradata_voldg
CVMVoIDG

racdata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_mpriv
vxfsckd

MultiPrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac04_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは VCS では管理されません。 Oracle Clusterware がデータベースの
開始、停止、監視を行います。
CRSResource エージェントは、Oracle Clusterware で設定されたデータベース、
VIP リソース、リスナーリソースの状態を監視します。
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メモ: Oracle データベースの CFSMount リソースと CVMVolDg リソースは、グルー
プ内のクリティカルなリソースとして設定できません。
CRSResource エージェントは、Oracle Clusterware がデータベースを起動するま
では FAULTED と表示されます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Cache Fusion 用に 1 つ目の IP アドレス（net1 上）が Oracle Clusterware と 1 つ
目のデータベースで共有されます。
Cache Fusion 用に 2 つ目の IP アドレス（net2 上）が 2 つ目のデータベースで使わ
れます。
高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-4 にこの設定を示します。
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sfrac04_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-4
app1_grp（並行）

app2_grp（並行）

app1

app2

Application

CRSResource
crsr_oradb_db

Application

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

crsr_oradb_vip

crsr_oradb_lsnr

crsr_racdb_db

crsr_racdb_vip

crsr_racdb_lsnr

cssd

crs_grp
（並行）

CSSD
mpriv
MultiPrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

cvm グループ（並行）
oradata_mnt
CFSMount
Critical=0
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

CVMVoIDG

racdata_voldg
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac05_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

1 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは ASM に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。
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■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-5 に設定を示します。
sfrac05_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-5

dbgrp（並行）
asm_db
Oracle
asm_dg
ASMDG
rac_voldg
CVMVoIDG

cvm グループ（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt

ora_priv

CFSMount
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac06_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースは Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。 各データベー
スに専用のリンクが使われます。
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■

1 つ目のプライベート IP アドレス（net1 上）は Oracle Clusterware によって使われ
ます。
Cache Fusion 用に net2 上のプライベート IP アドレスが 1 つ目のデータベースに
よって使われます。
Cache Fusion 用に NIC3 上のプライベート IP アドレスがもう一方のデータベースに
よって使われます。
高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-6 に設定を示します。
sfrac06_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-6

racdb_grp（並行）

oradb_grp（並行）

rac_db

ora_db
Oracle

Oracle
oradbdata_mnt
CFSMount

racdbdata_mnt
CFSMount

oradbdata_voldg
CVMVoIDG

racdbdata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_mpriv
vxfsckd

MultiPrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac07_main.cf ファイルと sfrac08_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac07_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。 サンプル設定 sfrac08_main.cf には、セカンダリサイトのディザスタリカバリ
設定が記述されています。設定では、VVR を使ってサイト間でデータがレプリケートされ
ます。
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このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる 2 つのノードから構成される 2 つの SF Oracle
RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

Volume Replicator（VVR）はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

サイト間でレプリケートされる共有ボリュームは RVG グループ内に設定されます。

■

サイト間でログ情報をやり取りするために VVR が使うレプリケーションリンクは、
rlogowner グループ内に設定されます。 これはフェールオーバーグループとして、
各サイトのクラスタ内で 1 つのノードだけでオンラインになります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。 データベースグ
ループがオンラインになるノードは、RVGSharedPri リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

図 D-7 に設定を示します。 サービスグループ設定はプライマリサイトとセカンダリサイトで
同じです。 グループの可用性（オンライン/オフライン）はサイト間で異なります。
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sfrac07_main.cf ファイルと sfrac08_main.cf ファイルのサービスグ
ループ設定

図 D-7

rlogowner（フェールオーバー）

oradb_grp（並行）

logowner

ora_db

RVGLogowner

Oracle

logowner_ip

oradata_mnt
CFSMount

IP

ora_vvr_sharedpri

nic
NIC

RVGSharedPri

RVGgroup（並行）
racdata_rvg
RVGShared
racdata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac09_main.cf ファイルと sfrac10_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac09_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。 サンプル設定 sfrac10_main.cf には、セカンダリサイトのディザスタリカバリ
設定が記述されています。サンプル設定では、EMC SRDF 技術を使ってサイト間でデー
タがレプリケートされます。
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メモ: この設定では、サポートされている他のハードウェアベースのレプリケーション技術
を使うことができます。
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる 2 つのノードから構成される 2 つの SF Oracle
RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

EMC SRDF はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

SRDF 技術とレプリケーションモードを使ってサイト間でレプリケートされる SRDF ディ
スクグループは、データベースグループ内の SRDF リソースで指定されます。 SRDF
ディスクグループを構成する CVM ディスクグループは、データベースグループ内の
CVMVolDg リソースで設定されている必要があります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。 データベースグ
ループがオンラインになるノードは、SRDF リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

図 D-8 にプライマリサイトの設定を示します。
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sfrac09_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-8

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVolDG
gc_srdf
SRDF
cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd
CFSfsckd

CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 D-9 にセカンダリサイトの設定を示します。

PrivNIC
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sfrac10_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-9

Async_ReplicatedDataGroup（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVolDG
gc_srdf
SRDF
cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac11_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

2 つのサイトでホストされる 4 つのノードで構成される SF Oracle RAC キャンパスク
ラスタ。

■

各サイトは単一のデータベースをホストする 2 ノードのクラスタで構成されます。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

net1 上の IP アドレスは Oracle Clusterware によって使われます。
Oracle データベース Cache Fusion 用に NIC2 上の 2 つ目の IP アドレスが使われ
ます。
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高可用性のためにプライベート IP アドレスが MultiPrivNIC エージェントによって管
理されています。
■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

SystemZones 属性を使って各物理サイトのホストを独立した論理システムゾーンに
グループ化します。

図 D-10 に設定を示します。
sfrac11_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-10

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt

multipriv

CFSMount
vxfsckd

MultiPrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac12_main.cf ファイルと sfrac13_main.cf ファイル
サンプル設定 sfrac12_main.cf には、プライマリサイトのディザスタリカバリ設定が記述さ
れています。 サンプル設定 sfrac13_main.cf には、ファイアドリル機能を備えたセカンダ
リサイトのディザスタリカバリ設定が記述されています。サンプル設定では、Hitachi True
Copy 技術を使ってサイト間でデータがレプリケートされます。
メモ: この設定では、サポートされている他のハードウェアベースのレプリケーション技術
を使うことができます。
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このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

地理的に異なる場所でホストされる 2 つのノードから構成される 2 つの SF Oracle
RAC クラスタ。

■

CFS に格納される単一の Oracle データベース。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

クラスタ間通信のために、各サイトで 1 つの仮想 IP アドレスが ClusterService グ
ループ内に設定されている必要があります。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

■

Hitachi True Copy はサイト間でデータをレプリケートするために使われます。

■

HTC 技術とレプリケーションモードを使ってサイト間でレプリケートされる HTC ディス
クグループは、データベースグループ内の HTC リソースで指定されます。 HTC ディ
スクグループを構成する CVM ディスクグループは、データベースグループ内の
CVMVolDg リソースで設定されている必要があります。

■

データベースグループはプライマリクラスタでオンラインになります。 データベースグ
ループがオンラインになるノードは、HTC リソースが判断します。

■

データベースグループは、プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList
グループ属性の値として指定することで、グローバルグループとして設定されます。

■

セカンダリ上のデータベースグループ oradb_grp_fd はファイアドリル用に設定され
ています。

■

グループ oradb_grp_fd がオンラインになると、HTCSnap によってデータベースグ
ループ oradg_grp 内の HTC リソースに設定されているディスクグループのスナップ
ショットが作成されます。
さらに、サービスグループ oradb_grp_fd に設定されている Oracle データベースお
よび関連付けられているボリュームとマウントポイントは、HTCSnap が作成するスナッ
プショットを使ってオンラインになります。

図 D-11 にプライマリサイトの設定を示します。
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sfrac12_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-11

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVolDG
gc_htc
HTC
cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd
CFSfsckd

CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

図 D-12 にセカンダリサイトの設定を示します。

PrivNIC
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sfrac13_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-12

oradb_grp_fd（並行）

oradb_grp（並行）

ora_db_fd

ora_db
Oracle

Oracle

oradata_mnt_fd

oradata_mnt
CFSMount

CFSMount
oradata_voldg_fd

oradata_voldg

CVMVolDG

CVMVolDG
gc_htc

HTCSnap-gc_htc
HTCSnap

HTC

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt

ora_priv

CFSMount

vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG

cvm_clus

ocrvote_voldg

CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac14_main.cf ファイル
このサンプルファイルには次の設定が記述されています。
■

1 つのデータベースをホストする 2 ノード SF Oracle RAC クラスタ。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。高可用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理
されています。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

図 D-13 に設定を示します。
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sfrac14_main.cf ファイルのサービスグループ設定

図 D-13

oradb_grp（並行）
ora_db
Oracle
oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

cvm（並行）
cssd
CSSD

ocrvote_mnt
CFSMount

ora_priv
vxfsckd

PrivNIC

CFSfsckd
CVMVoIDG
ocrvote_voldg

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

sfrac15_main.cf ファイルと sfrac16_main.cf ファイル
サンプルファイルは次の設定を記述します。
■

3 つのプラグ可能なデータベースを含む単一のコンテナーのデータベースをホストす
る 2 ノードの SF Oracle RAC クラスタ。

■

CFS に格納されている Oracle Cluster Registry（OCR）と投票ディスク

■

Oracle コンテナデータベースとプラグ可能なデータベースが CFS に格納されてい
ます。

■

コンテナおよびプラグ可能なデータベースは VCS によって管理されています。
データベースのの起動、停止、監視は VCS Oracle エージェントによって行われま
す。

■

データベースはデータベース Cache Fusion 用に Oracle UDP IPC を使います。

■

Oracle Clusterware とデータベース Cache Fusion で共通 IP アドレスが使われま
す。

■

クラスタは、安全なクラスタオプションを使用して設定されています。
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図 D-14 にこの設定を示します。
sfrac15_main.cf ファイルと sfrac16_main.cf ファイルのサービスグ
ループ設定

図 D-14

Oracle グループ（並行）
ora_pdb1

ora_pdb3

ora_pdb2

Oracle

Oracle

Oracle

ora_res

Oracle

oradata_mnt
CFSMount
oradata_voldg
CVMVoIDG

CVM グループ（並行）
cssd

CSSD
ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

CP サーバーの設定ファイルの例
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）の設定は、/etc/vxcps.conf ファ
イルが決定します。
p.401 の 「CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル」 を参照してく
ださい。
次は、シングルノード上でホストされている CP サーバーおよび SFHA クラスタ上でホス
トされている CP サーバーの main.cf ファイルの例です。
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■

シングルノード上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.396 の 「VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf ファ
イルの例」 を参照してください。

■

SFHA クラスタ上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.398 の 「2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイルの
例」 を参照してください。
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メモ: CP サーバーと SF Oracle RAC クラスタ（アプリケーションクラスタ）の間の通信に
IPM ベースのプロトコルを使う場合、CP サーバーはインターネットプロトコルバージョン
4 またはバージョン 6（IPv4 または IPv6 のアドレス指定）をサポートしています。 通信に
HTTPS ベースのプロトコルを使う場合、CP サーバーはインターネットプロトコルバージョ
ン 4（IPv4 アドレス）をサポートしています。
次は IPv4 アドレスを使用する main.cf ファイルの例です。

VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの
main.cf ファイルの例
次に、シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf の例を示します。
このシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

ノード名: cps1

include "types.cf"
include "/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"
// cluster name: cps1
// CP server: cps1
cluster cps1 (
UserNames = { admin = bMNfMHmJNiNNlVNhMK, haris = fopKojNvpHouNn,
"cps1.symantecexample.com@root@vx" = aj,
"root@cps1.symantecexample.com" = hq }
Administrators = { admin, haris,
"cps1.symantecexample.com@root@vx",
"root@cps1.symantecexample.com" }
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
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system cps1 (
)
group CPSSG (
SystemList = { cps1 = 0 }
AutoStartList = { cps1 }
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge0
Address = "10.209.3.1"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
Address = "10.209.3.2"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge0
PingOptimize = 0
NetworkHosts @cps1 = { "10.209.3.10 }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
ConfInterval = 30
RestartLimit = 3
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
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)
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
vxcpserv requires quorum

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group CPSSG
{
IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
Process vxcpserv
{
Quorum quorum
}
}

2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf
ファイルの例
次に、CP サーバーが SFHA クラスタでホストされる場合の main.cf の例を示します。
SFHA クラスタでホストされるこの CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

クラスタ内のノード: cps1、cps2

include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"

// cluster: cps1
// CP servers:
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// cps1
// cps2
cluster cps1 (
UserNames = { admin = ajkCjeJgkFkkIskEjh,
"cps1.symantecexample.com@root@vx" = JK,
"cps2.symantecexample.com@root@vx" = dl }
Administrators = { admin, "cps1.symantecexample.com@root@vx",
"cps2.symantecexample.com@root@vx" }
SecureClus = 1
)
system cps1 (
)
system cps2 (
)
group CPSSG (
SystemList = { cps1 = 0, cps2 = 1 }
AutoStartList = { cps1, cps2 } )
DiskGroup cpsdg (
DiskGroup = cps_dg
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge0
Device @cps2 = bge0
Address = "10.209.81.88"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
Device @cps2 = bge1
Address = "10.209.81.89"
NetMask = "255.255.252.0"
)
Mount cpsmount (
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MountPoint = "/etc/VRTScps/db"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cps_dg/cps_volume"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @cps1
Device @cps2
PingOptimize
NetworkHosts
)

= bge0
= bge0
= 0
@cps1 = { "10.209.81.10 }

NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
Device @cps2 = bge1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
Volume cpsvol (
Volume = cps_volume
DiskGroup = cps_dg
)
cpsmount requires cpsvol
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
cpsvol requires cpsdg
vxcpserv requires cpsmount
vxcpserv requires quorum

// resource dependency tree
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

group CPSSG
{
IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
Process vxcpserv
{
Quorum quorum
Mount cpsmount
{
Volume cpsvol
{
DiskGroup cpsdg
}
}
}
}

CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル
次にコーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）設定ファイル /etc/vxcps.conf
の出力例を示します。
## The vxcps.conf file determines the
## configuration for Veritas CP Server.
cps_name=cps1
vip=[10.209.81.88]
vip=[10.209.81.89]:56789
vip_https=[10.209.81.88]:55443
vip_https=[10.209.81.89]
port=14250
port_https=443
security=1
db=/etc/VRTScps/db
ssl_conf_file=/etc/vxcps_ssl.properties
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E
セキュアシェルまたはリモー
トシェルの通信用の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定につい
て

■

パスワードなし ssh の手動設定

■

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および rsh 接続の設定

■

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接続の設定

■

ssh セッションの再起動

■

Solaris 用の rsh の有効化と無効化

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェ
ル通信モードの設定について
Veritas InfoScale ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、システムをイン
ストールして設定したりするには、ノード間で通信を確立する必要があります。 インストー
ラが実行されるシステムには、rsh（リモートシェル）ユーティリティまたは ssh（セキュアシェ
ル）ユーティリティを実行する権限が必要となります。 インストーラは、Veritas InfoScale
ソフトウェアをインストールするシステムでスーパーユーザー権限を使って実行する必要
があります。
セキュアシェル（ssh）またはリモートシェル（rsh）を使って製品をリモートシステムにインス
トールできます。 シマンテック社では、rsh よりも安全な ssh を使うことをお勧めします。
様々な方法で ssh および rsh の接続を設定できます。
■

UNIX シェルコマンドを使って手動で SSH と RSH の接続を設定できます。
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■
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ます。
■

パスワードユーティリティ pwdutil.pl を実行できます。

この項では、パスワードを使用せずに ssh の通信を設定する方法を説明します。 この例
では、インストールディレクトリのあるソースシステム（sys1）と、ターゲットシステム（sys2）
の間に ssh を設定します。 この手順は、ターゲットシステムが複数ある場合にも当てはま
ります。
メモ: 製品のインストーラではパスワード不要の通信を確立できます。

パスワードなし ssh の手動設定
ssh プログラムを使うことで、リモートシステムにログインしてコマンドを実行できます。 ssh
によって、安全でないネットワーク上の 2 つの信頼できないホスト間で、暗号化通信と認
証処理を実現できます。
この手順では、最初に DSA キーペアを作成します。 キーペアから、ソースシステムから
の公開キーをターゲットシステム上の authorized_keys ファイルに追加します。
図 E-1 に、この手順を示します。
DSA キーペアを作成してターゲットシステムに追加する

図 E-1

ソースシステム: sys1
プライ
ベート
キー

ターゲットシステム: sys2

パブリ
ックキ
ー

authorized_keys
ファイル

Oracle をインストールする場合は、root ユーザーが SF Oracle RAC をインストールす
るために必要な DSA キーに加えて、Oracle ユーザー用の DSA キーと RSA キーを設
定する必要があります。
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ssh を有効にする前に、ssh のマニュアルとオンラインマニュアルページをお読みくださ
い。 ssh の設定に関する問題が発生した場合は、オペレーティングシステムサポートプ
ロバイダにお問い合わせください。
オンラインマニュアルやその他のリソースを利用するには、http://openssh.org にある
OpenSSH の Web サイトにアクセスしてください。
DSA キーペアを作成するには

1

ソースシステム（sys1）で、root としてログインし、ルートディレクトリに移動します。
sys1 # cd /

2

すべてのターゲットインストールシステム（この例では sys2）に /.ssh ディレクトリが
あることを確認します。 このディレクトリがない場合は、すべてのターゲットシステム上
に作成し、root への書き込み権限のみを設定します。
Solaris 10:
sys2 # mkdir /.ssh

Solaris 11:
sys2 # mkdir /root/.ssh

このディレクトリを保護するために、権限を変更します。
Solaris 10:
sys2 # chmod go-w /.ssh

Solaris 11:
sys2 # chmod go-w /root/.ssh

3

ソースシステムで DSA キーのペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh-keygen -t dsa

以下に類似したシステム出力が表示されます。
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (//.ssh/id_dsa):

Solaris 11 の場合:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
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4

Enter キーを押して、デフォルトの /.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れます。

5

パスフレーズの入力を求められたら、Enter キーを 2 回押します。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

パスフレーズを入力しません。 Enter キーを押します。
Enter same passphrase again:

Enter キーを再度押します。
安全なファイル転送を使って、ソースシステムからの公開キーをターゲットシステムの
authorized_keys ファイルに追加するには

1

すべてのターゲットインストールシステム（この例では sys2）で SFTP（Secure File
Transfer Program）が有効化されていることを確認します。
SFTP を有効にするには、/etc/ssh/sshd_config ファイルに次の 2 行が存在す
る必要があります。
PermitRootLogin
Subsystem

2

yes
sftp

/usr/lib/ssh/sftp-server

この行がない場合は、追加してから ssh を再起動します。
Solaris 10 と Solaris 11 で ssh を再起動するには、次のコマンドを入力します。
sys1 # svcadm restart ssh

3

ソースシステム（sys1）からターゲットシステム（sys2）上の一時ファイルに公開キーを
移動します。
SFTP（Secure File Transfer Program）を使います。
この例では、ルートディレクトリ内のファイル名 id_dsa.pub が、公開キーの一時ファ
イルの名前です。
安全なファイル転送のために次のコマンドを使ってください。
sys1 # sftp sys2

このシステムで安全なファイル転送が初めて設定された場合、以下のような出力が
表示されます。
Connecting to sys2 ...
The authenticity of host 'sys2 (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9f:61:91:9d:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:88:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
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4

「yes」と入力します。
以下のような出力が表示されます。
Warning: Permanently added 'sys2,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@sys2 password:

5

sys2 の root パスワードを入力します。

6

sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /.ssh/id_dsa.pub to /id_dsa.pub

7

SFTP セッションを終了するため、次のコマンドを入力します。
sftp> quit

8

ターゲットシステム（この例では sys2）で ssh セッションを開始するには、sys1 で次
のコマンドを入力します。
sys1 # ssh sys2

プロンプトで sys2 の root パスワードを入力します。
password:

9

sys2 にログインした後、次のコマンドを入力して authorized_keys ファイルに
id_dsa.pub ファイルを追加します。
sys2 # cat /id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

10

id_dsa.pub 公開キーファイルがターゲットシステム（sys2）にコピーされて認証済

みキーファイルに追加されたら、公開キーファイルを削除します。 id_dsa.pub 公
開キーファイルを削除するには、sys2 で次のコマンドを入力します。
sys2 # rm /id_dsa.pub
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11

ssh セッションからログアウトするには、次のコマンドを入力します。
sys2 # exit

12 ソースインストールシステム上で次のコマンドを実行します。 ssh セッションが期限切
れになるか終了した場合は、これらのコマンドを実行してセッションを更新することも
できます。 プライベートキーがシェル環境に追加され、root ユーザーがグローバル
に使えるようになります。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
sys1 # ssh-add
Identity added: //.ssh/id_dsa

これはシェル固有の手順で、シェルがアクティブである間のみ使えます。 セッション
中にシェルを閉じた場合は、手順をもう一度実行する必要があります。
ターゲットシステムに接続できることを確認するには

1

ソースシステム（sys1）で次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh -l root sys2 uname -a

sys2 は、ターゲットシステムの名前です。

2

このコマンドはソースシステム（sys1）からターゲットシステム（sys2）に実行され、パ
スフレーズやパスワードは要求されなくなります。

3

ターゲットシステムごとにこの手順を繰り返します。

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および
rsh 接続の設定
installer -comsetup コマンドを使用して対話形式で ssh および rsh の接続を設定

できます。
次を入力します。
# ./installer -comsetup
Input the name of the systems to set up communication:
Enter the <platform> system names separated by spaces:
[q,?] sys2
Set up communication for the system sys2:
Checking communication on sys2 ................... Failed
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CPI ERROR V-9-20-1303 ssh permission was denied on sys2. rsh
permission was denied on sys2. Either ssh or rsh is required
to be set up and ensure that it is working properly between the local
node and sys2 for communication
Either ssh or rsh needs to be set up between the local system and
sys2 for communication
Would you like the installer to setup ssh or rsh communication
automatically between the systems?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q,?] (y) y
Enter the superuser password for system sys2:
1)
2)
b)

Setup ssh between the systems
Setup rsh between the systems
Back to previous menu

Select the communication method [1-2,b,q,?] (1) 1
Setting up communication between systems. Please wait.
Re-verifying systems.
Checking communication on sys2 ..................... Done
Successfully set up communication for the system sys2

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接
続の設定
pwdutil.pl パスワードユーティリティは、scripts ディレクトリの下にバンドルされてい
ます。 ユーザーはこのユーティリティをスクリプトで実行して、ssh および rsh 接続を自動
的に設定できます。
# ./pwdutil.pl -h
Usage:
Command syntax with simple format:
pwdutil.pl check|configure|unconfigure ssh|rsh <hostname|IP addr>
[<user>] [<password>] [<port>]
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Command syntax with advanced format:
pwdutil.pl [--action|-a 'check|configure|unconfigure']
[--type|-t 'ssh|rsh']
[--user|-u '<user>']
[--password|-p '<password>']
[--port|-P '<port>']
[--hostfile|-f '<hostfile>']
[--keyfile|-k '<keyfile>']
[-debug|-d]
<host_URI>
pwdutil.pl -h | -?

表 E-1

pwdutil.pl ユーティリティのオプション

オプション

使用法

--action|-a 'check|configure|unconfigure'

処理の種類を指定します。デフォルトは「検査」
です。

--type|-t 'ssh|rsh'

接続の種類を指定します。フォルトは「ssh」で
す。

--user|-u '<user>'

ユーザー ID を指定します。デフォルトはローカ
ルユーザー ID です。

--password|-p '<password>'

ユーザーのパスワードを指定します。デフォルト
はユーザー ID です。

--port|-P '<port>'

ssh 接続のポート番号を指定します。デフォルト
は 22 です。

--keyfile|-k '<keyfile>'

プライベートキーファイルを指定します。

--hostfile|-f '<hostfile>'

ホストをリストするファイルを指定します。

-debug

デバッグ情報を印刷します。

-h|-?

ヘルプメッセージを印刷します。

<host_URI>

次の形式で指定できます。
<hostname>
<user>:<password>@<hostname>
<user>:<password>@<hostname>:
<port>
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pwdutil.pl ユーティリティを使用して ssh または rsh を確認、設定、設定解除できま

す。 次に例を示します。
■

1 ホストだけで ssh 接続を確認するには:
pwdutil.pl check ssh hostname

■

1 ホストだけで ssh を設定するには:
pwdutil.pl configure ssh hostname user password

■

1 ホストだけで rsh を設定解除するには:
pwdutil.pl unconfigure rsh hostname

■

同じユーザー ID とパスワードで複数のホストの ssh を設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh -u user -p password hostname1
hostname2 hostname3

■

異なるユーザー ID とパスワードで異なるホストの ssh または rsh を設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2

■

1 つの設定ファイルで、複数のホストの ssh か rsh を確認または設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh --hostfile /tmp/sshrsh_hostfile

■

ホスト設定ファイルの機密性を保持するために、サードパーティのユーティリティを使
用して、ホストファイルをパスワードで暗号化および暗号解除することができます。
次に例を示します。
### run openssl to encrypt the host file in base64 format
# openssl aes-256-cbc -a -salt -in /hostfile -out /hostfile.enc
enter aes-256-cbc encryption password: <password>
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password: <password>
### remove the original plain text file
# rm /hostfile
### run openssl to decrypt the encrypted host file
# pwdutil.pl -a configure -t ssh `openssl aes-256-cbc -d -a
-in /hostfile.enc`
enter aes-256-cbc decryption password: <password>
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■
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デフォルトの $HOME/.ssh ディレクトリにない ssh 認証キーを使うには、--keyfilfile オ
プションを使用して、ssh のキーを指定することができます。 次に例を示します。
### create a directory to host the key pairs:
# mkdir /keystore
### generate private and public key pair under the directory:
# ssh-keygen -t rsa -f /keystore/id_rsa
### setup ssh connection with the new generated key pair under
the directory:
# pwdutil.pl -a configure -t ssh --keyfile /keystore/id_rsa
user:password@hostname

次のコマンドを使用して、設定ファイルの内容を参照できます。
# cat /tmp/sshrsh_hostfile
user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2
user3:password3@hostname3
user4:password4@hostname4
# all default: check ssh connection with local user
hostname5
The following exit values are returned:
0
1
2
3
4
5
255

Successful completion.
Command syntax error.
Ssh or rsh binaries do not exist.
Ssh or rsh service is down on the remote machine.
Ssh or rsh command execution is denied due to password is required.
Invalid password is provided.
Other unknown error.

ssh セッションの再起動
この手順が完了した後に、次のシナリオのいずれかで ssh を再起動できます。
■

ターミナルセッションが閉じた後

■

新しいターミナルセッションが開いた後

■

システムが再起動した後

■

ssh を起動してから長い時間が経過し、ssh を更新する必要がある場合
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ssh を再起動するには

1

ソースインストールシステム（sys1）で、秘密キーをシェル環境に追加します。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL

2

root ユーザーがそのキーをグローバルに使えるようにします。
sys1 # ssh-add

Solaris 用の rsh の有効化と無効化
次の項では、Solaris システムでリモートシェルを有効にする方法について説明します。
Veritas InfoScale 製品のインストールのためにセキュアシェル環境を設定することを推
奨します。
p.403 の 「パスワードなし ssh の手動設定」 を参照してください。
リモートシェルの設定について詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照し
てください。
rsh を有効にするには

1

rsh と rlogin の現在の状態を確認するため、次のコマンドを入力します。
# inetadm | grep -i login

サービスが有効である場合は、次の行が表示されます。
enabled online svc:/network/login:rlogin

サービスが有効でない場合は、次の行が表示されます。
disabled disabled svc:/network/login:rlogin

2

無効になっている rsh/rlogin サービスを有効にするには、次のコマンドを入力し
ます。
# inetadm -e rlogin

3

有効になっている rsh/rlogin サービスを無効にするには、次のコマンドを入力し
ます。
# inetadm -d rlogin
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4

.rhosts ファイルを修正します。 別の .rhosts ファイルが、各ユーザーの $HOME

ディレクトリにあります。 このファイルは、rsh を使ってシステムにリモートアクセスする
各ユーザー用に修正する必要があります。 .rhosts ファイルの各行に、ローカルシ
ステムへのアクセスが可能な各リモートシステムの完全修飾ドメイン名または IP アド
レスが記載されています。 たとえば、ルートユーザーが sys1 に sys2 からリモート
アクセスする必要がある場合は、sys2 のエントリを追加する必要があります。sys1 の
.rhosts ファイルに companyname.com を行います。
# echo "sys2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

5

インストール手順を完了したら、セキュリティを確保するため、各ユーザーの $HOME
ディレクトリから .rhosts ファイルを削除します。
# rm -f $HOME/.rhosts
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自動ストレージ管理
この付録では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC 環境の ASM について

■

SF Oracle RAC での ASM の設定

■

SF Oracle RAC 環境での ASM の設定

■

Veritas CVM および ASM main.cf ファイルの設定ファイルの例

SF Oracle RAC 環境の ASM について
ASM はファイルシステムとボリューム管理の機能を組み合わせた、Oracle RAC の統合
ストレージ管理ソリューションです。
CVM（Cluster Volume Manager）を使って ASM を設定すると、パフォーマンスと可用
性を向上させることができます。 DMP（Dynamic Multi-Pathing）と共に CVM ミラーボ
リュームを使うと、データアクセスのパフォーマンスが改善され、大規模な異機種混在の
SAN 環境でも持続的なデータ可用性を実現できます。 CVM ディスクグループとボリュー
ムを作成して ASM ディスクグループとして使い、Veritas ASMDG エージェントで ASM
ディスクグループを管理するように設定できます。 ASMDG エージェントは ASM ディス
クグループのマウント、マウント解除、監視を行います。
ASM では次のバージョンがサポートされています。
Oracle RAC 11g リリース 2

OCR（Oracle Cluster Registry）デバイス、投票ディスク、
データファイル、制御ファイル、オンライン REDO ログ、
アーカイブログファイル、バックアップファイル

ASM では次のバージョンはサポートされていません。
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Oracle RAC 11g リリース 2

Oracle バイナリ、トレースファイル、警告ログ、エクスポート
ファイル、tar ファイル、コアファイル、アプリケーションバイ
ナリとアプリケーションデータ

SF Oracle RAC での ASM の設定
SF Oracle RAC 環境で CVM ボリューム上に ASM ディスクグループを設定します。
CVM ボリュームは、データのの可用性を高めるためにミラー化され、DMP（Dynamic
Multi-Pathing）を利用して共有ストレージにアクセスします。
図 F-1 に、CVM 上の ASM ディスクグループの設定を示します。
図 F-1

CVM 上の ASM ディスクグループ
ASM ディスク
グループ

Veritas Volume
Manager

ミラーボリューム

ミラーボリューム

ミラーボリューム

共有ストレージ
への複数パス

共有ストレージ

図 F-2 は、サポート対象のすべての Oracle RAC バージョンでサポートされている次の
設定を示します。
■

CVM ボリューム上に構成されている ASM ディスクグループ

■

ローカルに格納されている Oracle Clusterware とデータベースのバイナリ

■

CVM 経由で設定された ASM に格納されている Oracle データベースファイル
Oracle データベースは Oracle Clusterware で管理されます。

■

CFS に格納されている Oracle Cluster Registry と投票ディスク
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サポートされている Oracle RAC 設定（サポートされているすべての
Oracle RAC バージョン）

図 F-2

Oracle RAC インスタンス

CFS

ASM

CVM
DMP
共有ストレージ
への複数パス

共有ストレージ上のデータファイル、OCR、
投票ディスク、Oracle 以外のファイル

ASM を介したデータ
ファイルの格納
CVM または CFS を介した、
OCR、投票ディスク、Oracle
以外のファイルの格納

図 F-3 は、Oracle RAC 11g リリース 2 でサポートされている次の設定を示します。
■

CVM ボリューム上に構成されている ASM ディスクグループ

■

ローカルに格納されている Oracle Clusterware とデータベースのバイナリ

■

CVM 経由で設定された ASM に格納されている Oracle データベースファイル
Oracle データベースは Oracle Clusterware で管理されます。

■

CVM ボリューム上の ASM に格納されている Oracle Cluster Registry と投票ディス
ク
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図 F-3

サポートされている Oracle RAC 設定（Oracle RAC 11g リリース
2）
Oracle RAC インスタンス

CFS

ASM

CVM
DMP
共有ストレージ
への複数パス

共有ストレージ上のデータファイル、
OCR、投票ディスク、Oracle 以外の
ファイル

ASM を介した
OCR、投票ディスク、
データファイルの格納
CVM または CFS を介した
Oracle 以外のファイルの
格納

SF Oracle RAC 環境での ASM の設定
ASM を設定する前に、ASM の計画ガイドラインを確認します。
メモ: ASM を設定する前に、SF Oracle RAC と Oracle RAC がインストールされている
ことを確認します。
ASM ホームディレクトリは Oracle Grid Infrastructure ホームディレクトリ（GRID_HOME）
と同じです。
SF Oracle RAC で ASM を設定するには

1

ASM を設定します。

2

ASM ディスクとして使うために CVM ディスクグループとボリュームを作成して、ASM
に必要なデータベースストレージを作成します。
p.418 の 「ASM のデータベースストレージの作成」 を参照してください。

3

ASM ディスクグループとインスタンスを作成します。
p.419 の 「 ASM ディスクグループとインスタンスの作成」 を参照してください。

4

ASM 設定を確認します。
p.420 の 「ASM 設定の検証」 を参照してください。
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5

Oracle データベースを作成します。 手順については、Oracle RAC のマニュアル
を参照してください。

6

VCS サービスグループを Oracle データベース用に設定します。
p.421 の 「ASM のデータベースインスタンス用の VCS サービスグループの設定」
を参照してください。

VCS IPC ライブラリのコピー
Oracle RAC 10g のインストールで VCS IPC を使う場合にのみ、この手順を実行しま
す。
Oracle ライブラリがローカルストレージ上にある場合は、各ノードで手順を実行します。
Oracle ライブラリが共有ストレージにインストールされている場合は、ライブラリを 1 つの
ノードにのみコピーします。mount コマンドを使って、Oracle ライブラリを含むファイルシ
ステムがマウントされていることを確認します。
VCS IPC ライブラリをコピーするには

1

Oracle ユーザーとしてログインします。

2

$ORACLE_HOME/lib ディレクトリに移動します。
$ cd $ORACLE_HOME/lib

3

Oracle の libskgxp10 ライブラリのバックアップを作成します。
$ mv libskgxp10.so libskgxp10.so.bkp

4

$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so ファイルを Veritas VCS IPC ライブラリに置
き換えます。
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so libskgxp10.so

ASM のデータベースストレージの作成
この手順では、CVM ボリュームを使って ASM にデータベースストレージを作成します。
ASM に Oracle データベース用のストレージを作成するには、まず必要な CVM ディス
クグループとボリュームを作成します。 次に、この CVM ボリュームを使ってデータベース
ファイルを格納するための ASM ディスクグループを作成します。
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ASM にデータベースストレージを作成するには

1

CVM マスターに root ユーザーとしてログインします。
CVM マスターを特定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdctl -c mode

2

VxVM ディスクとしてディスクを初期化します。
# vxdisksetup -i c1t1d0s2

3

CVM ディスクグループとボリュームを作成します。
# vxdg -s init ora_asm_dg c1t1d0s2
# vxassist -g ora_asm_dg make ora_asm_vol 2000M

4

ボリュームに Oracle ユーザーの権限を設定します。
# vxedit -g ora_asm_dg ¥
set group=dba user=oracle mode=660 ora_asm_vol

ASMCA か OEM のいずれかを使用して ASM を設定します。

ASM ディスクグループとインスタンスの作成
ASM ディスクグループは、ASM Configuration Assistant （ASMCA）を使用するか、手
動で作成できます。
次のタスクが実行されます。
■

ASM ディスクグループとインスタンスが作成されます。

■

ASM インスタンスが起動され、ディスクグループがクラスタ内のすべてのノードにマウ
ントされます。デフォルトの ASM インスタンス名は +ASMn で、n は ASM インスタン
スの数に応じたインスタンス番号です。
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メモ: pfile ファイルを使っている ASM インスタンスの場合は、ノードの再起動時に、
ASM ディスクグループがマウントされる前に下位のボリュームが使用可能であること
を確認してください。 次に、ASM 用に作成された VxVM ボリュームが含まれている
絶対パスで ASM init.ora パラメータを更新してください。
spfile ファイルを使っている ASM インスタンスでは、このパラメータは Oracle
Configuration Assistant によって自動的に更新されます。
どちらの場合にも、依存関係は手動で管理する必要があります。シマンテック社では、
ASM ディスクグループの管理を簡素化にするために、ASMDG エージェントを使うこ
とをお勧めします。
SF Oracle RAC では、ASM ディスクグループとインスタンスを作成するときに次の設定
が必要です。
ASM インスタンスのパラメータ
ファイルのタイプ

サーバーパラメータファイル（spfile）

ディスク検出パス

ASM 用に作成された VxVM ボリュームが含まれている絶対パ
ス（たとえば /dev/vx/rdsk/ora_asm_dg/ora_asm_vol）
を入力します。

Redundancy

［External］オプションを選択します。CVM によってミラー化が実
行されます。

Select member disks

使用する VxVM ディスクを選択します。ディスクグループの作成
に失敗した場合に使う ASM ディスクの横にある［強制実行
（Force）］チェックボックスにチェックマークが必要になる場合が
あります。

手順について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

ASM 設定の検証
インストール後に、ASM のデータベースサービスが動作中であることを確認します。
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ASM インストールを確認するには

1

Oracle Grid Infrastructure のホームディレクトリに変更します。
# cd $GRID_HOME/bin

2

クラスタ内のすべてのノードで ASM の状態を確認します。
# ./srvctl status asm
ASM instance +ASM1 is running on node sys1

出力例は、ローカルノードで 1 つの ASM インスタンスが実行中であることを示して
います。

ASM のデータベースインスタンス用の VCS サービスグループの設定
この項では、CLI を使って ASM のデータベース用に Oracle サービスグループを設定
する方法について説明します。
サービスグループの例の図については、
p.382 の 「sfrac05_main.cf ファイル」 を参照してください。
設定が記述されている設定ファイルの例については、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/
ディレクトリの sfrac05_main.cf ファイルを参照してください。
次の手順はデータベースが作成済みであることを前提としています。
CLI を使って Oracle サービスグループを設定するには

1

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

2

VCS 設定にサービスグループを追加します。
# hagrp -add dbgrp

3

サービスグループの属性を修正します。
# hagrp -modify dbgrp Parallel 1
# hagrp -modify dbgrp SystemList sys1 0

sys2 1

# hagrp -modify dbgrp AutoStartList sys1 sys2

4

サービスグループ用の CVMVolDg リソースを追加します。
# hares -add oradata_voldg CVMVolDg dbgrp
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5

サービスグループ用に CVMVolDg リソースの属性を修正します。
# hares -modify oradata_voldg CVMDiskGroup ora_asm_dg
# hares -modify oradata_voldg CVMActivation sw
# hares -modify oradata_voldg CVMVolume ora_asm_vol

6

サービスグループ用の ASMDG リソースを追加します。
# hares -add asmdg ASMDG dbgrp

7

サービスグループ用に ASMDG リソースの属性を修正します。
メモ: $ASM_HOME 変数は ASM ホームディレクトリを指しています。
#
#
#
#
#
#

8

hares
hares
hares
hares
hares
hares

-modify asmdg
-modify asmdg
-local asmdg
-modify asmdg
-modify asmdg
-modify asmdg

DiskGroups ASM_RAC_DG
Home "$ASM_HOME"
Sid
Sid "+ASM1" -sys sys1
Sid "+ASM2" -sys sys2
Owner grid

サービスグループに Oracle RAC データベースインスタンスを追加します。
# hares -add asmdb Oracle dbgrp

9

サービスグループ用に Oracle リソースの属性を修正します。
#
#
#
#
#
#
#

hares
hares
hares
hares
hares
hares
hares

-modify asmdb Owner oracle
-local asmdb Sid
-modify asmdb Sid oradb1 -sys sys1
-modify asmdb Sid oradb2 -sys sys2
-modify asmdb Home "$ORACLE_HOME"
-modify asmdb StartUpOpt SRVCTLSTART
-modify asmdb ShutDownOpt SRVCTLSTOP

10 Oracle サービスグループ用に ASMDG リソースと CVMVolDg リソースの依存関係
を設定します。
# hares -link asmdgoradata_voldg

11 Oracle サービスグループ用に Oracle リソースと ASMDG リソースの依存関係を設
定します。
# hares -link asmdbasmdg
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12 dbgrp サービスグループと cvm サービスグループ間に online local firm の依存関
係を作成します。
# hagrp -link dbgrpcvm online local firm

13 Oracle サービスグループを有効にします。
# hagrp -enableresources dbgrp

14 クラスタ設定を読み取り専用モードに変更します。
# haconf -dump -makero

15 すべてのノードで Oracle サービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online dbgrp -any

Veritas CVM および ASM main.cf ファイルの設定ファ
イルの例
SF Oracle RAC での ASM 設定を示す設定ファイル例（sfrac05_main.cf）が
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ で利用できます。
サービスグループ設定の説明:
p.382 の 「sfrac05_main.cf ファイル」 を参照してください。
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テストデータベースの作成
この付録では以下の項目について説明しています。
■

テストデータベースの作成について

■

Oracle 用データベースの作成

テストデータベースの作成について
テストデータベースは、テストおよびトラブルシューティングの目的の両方のために、作成
され、使われることができます。
次のオプションの手順は、テストデータベースを作成するための方法を説明します。

Oracle 用データベースの作成
データベースの作成を始める前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。
■

Clusterware/Grid デーモンが動作している必要があります。
Oracle Clusterware の状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# $GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t

■

各ノードのすべてのプライベート IP アドレスが動作している必要があります。
ping コマンドを使って、各ノードのすべてのプライベート IP アドレスが動作している
ことを確認します。

Oracle データベースをインストールする方法については、Oracle のマニュアルを参照し
てください。
データベースは、次のいずれかのタイプのストレージに作成できます。
■

Cluster File System（CFS）
p.425 の 「CFS へのデータベースストレージの作成」 を参照してください。
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■

ASM
p.418 の 「ASM のデータベースストレージの作成」 を参照してください。

CFS へのデータベースストレージの作成
Veritas クラスタファイルシステムにデータベースストレージを構成することができます。
以下はファイルシステムを作成する手順です。
メモ: SmartIO には、VxFS ファイルシステムで動作しているデータベースのキャッシュを
最適化するアプリケーションテンプレートが用意されてます。 詳しくは、『Veritas InfoScale
SmartIO for Solid State Drives ソリューションガイド』のトピック「VxFS ファイルシステム
の Oracle データベースの SmartIO キャッシュについて」を参照してください。
CFS にデータベースストレージを作成するには

1

ディスクグループ（たとえば oradatadg）を作成します。
# vxdg -s init oradatadg Disk_1

2

単一の共有ボリューム（たとえば、oradatavol）を作成します。このボリュームには、
すべての表領域のファイルシステムを格納するために十分なサイズが必要です。
たとえば、データベースストレージに 6.8 GB のサイズが必要な場合は、次のように
入力します。
# vxassist -g oradatadg make oradatavol 6800M

3

ディスクグループのボリュームを起動します:
# vxvol -g oradatadg startall

4

このボリュームに VxFS ファイルシステムを作成します。 1 つのノードから、次のとお
りに入力します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/oradatadg/oradatavol

5

共有ファイルシステムのマウントポイントを作成します。
# mkdir /oradata

6

同じノードから、ファイルシステムをマウントします。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol ¥
/oradata
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7

Oracle ユーザーをファイルシステムの所有者として設定し、アクセス権限として 755
を設定します。
# chown oracle:oinstall /oradata
# chmod 755 /oradata

8

他のノードで 5 と 6 を完了します。

9

Oracle のマニュアルを参照して、データベースを作成します。
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高可用性エージェントの情
報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エージェントについて

■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd エージェント

■

PrivNIC エージェント

■

MultiPrivNIC エージェント

■

CSSD エージェント

■

Oracle 用の VCS エージェント

■

CRSResource エージェント

エージェントについて
エージェントは、1 つのタイプのすべての設定されたリソースを起動、停止および監視し、
それらの状態を VCS（Cluster Server）に報告するプロセスとして定義されます。 エー
ジェントはエントリポイントと属性の両方を持ちます。 エントリポイントは別名エージェント
機能ともいい、このマニュアルでは「エージェント機能」と呼ばれます。
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属性はエージェントに関するデータを含みます。 1 つの属性には、定義と値があります。
アプリケーションサービスをパブリックネットワークに提供するためにともに働く個々のコン
ポーネントとして定義されたリソースを設定するために、属性値を変更します。 たとえば、
リソースとしては、ディスクやネットワークインターフェースカードなどの物理コンポーネン
ト、Oracle や Web サーバーなどのソフトウェアコンポーネント、IP アドレスやマウントされ
たファイルシステムなどの設定コンポーネントがあります。
属性は、ある設定ではオプションである属性が別の設定では必須である場合があります
が、オプションかまたは必須のどちらかです。 多くのオプションの属性には事前定義済み
の値（デフォルト値）があり、必要に応じて変更できます。 内部使用の属性もあります。 こ
れらの属性を変更しないでください。変更すると、クラスタで重要な問題が起きる可能性
があります。 属性には型と値のタイプがあります。 一部の属性値では数字を指定でき、
その他の属性値では英数字の値、または英数字の値のグループを指定できます。その
他にはブールのオンまたはオフの値のみを指定できる属性値があります。
各 SF Oracle RAC エージェントのエントリポイントおよび属性はこの付録で説明されま
す。

SF Oracle RAC に含まれる VCS エージェント
SF Oracle RAC は次の VCS エージェントを含みます。
■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

SF Oracle RAC インストールは自動的に CVMCluster リソースと CVMVxconfigd リソー
スを設定します。
各共有ディスクグループの CVMVolDg エージェントを設定する必要があります。 データ
ベースがクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループの各ボリュームに対し
て CFSMount エージェントを設定します。
この付録の情報を使って、上に列挙したエージェントのエントリポイントおよび属性に必要
な設定変更を行ってください。 VCS の設定を修正する方法について詳細は、
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC に含まれる Oracle 用の VCS エージェント
SF Oracle RAC には次の Oracle 用 VCS エージェントが含まれています。
■

Oracle エージェント
Oracle エージェントはデータベースプロセスを監視します。

■

Netlsnr エージェント
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Netlsnr エージェントは、リスナーサービスをオンラインに切り替え、状態を監視し、オ
フラインに切り替えます。
■

PrivNIC エージェント
PrivNIC エージェントは、システムの LLT イーサネットインターフェース間で使われる
1 つのプライベート IP アドレスに高可用性を提供します。

■

MultiPrivNIC エージェント
MultiPrivNIC エージェントは、システムの LLT イーサネットインターフェース間で使
われる複数のプライベート IP アドレスに高可用性を提供します。

■

CSSD エージェント
CSSD（Cluster Synchronization Services Daemon）エージェントは、Oracle
Clusterware を監視するためのリソースを提供します。 このエージェントは、OCR と
投票のリソースおよび PrivNIC（オプション）リソースに対する cssd の依存関係が満
たされるようにします。

■

ASMDG エージェント
ASMDG エージェントは、ASM インスタンスに ASM ディスクグループをマウントした
り、マウント解除したります。

『Cluster Server Agent for Oracle インストールおよび設定ガイド』を参照してください。

CVMCluster エージェント
CVMCluster エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）に関連付けられたクラ
スタポートでシステムメンバーシップを制御します。
CVMCluster エージェントは、次の機能を実行します。
■

CVM クラスタポートにノードを接続します。

■

CVM クラスタポートからノードを削除します。

■

ノードのクラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントのエントリポイント
表 H-1 は、CVMCluster エージェントによって使われるエントリポイントを説明します。
表 H-1

CVMCluster エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

CVM クラスタポートにノードを接続します。共有ディスクグループを自動イン
ポートすることにより、Volume Manager クラスタ機能を有効にします。

Offline

CVM クラスタポートからノードを削除します。
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エントリポイント

説明

Monitor

ノードの CVM クラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントの属性定義
表 H-2 は、CVMCluster のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
表 H-2
属性

説明

CVMClustName

クラスタ名
■

CVMNodeAddr

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

関連リスト第 1 部分はシステムに名前付けします。第 2 部分はシステムの LLT ID 番号を含みます。
■

CVMTransport

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

ホスト名と IP アドレスのリスト
■

CVMNodeId

CVMCluster エージェントの属性

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

クラスタのメッセージサービスを指定します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは gab です。

メモ: この値は変更しないでください。
PortConfigd

vxconfigd レベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

PortKmsgd

カーネルレベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

CVMTimeout

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

CVM クラスタの再設定で使われるタイムアウト（秒）。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルトは 200 です。

CVMCluster エージェントタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMCluster (
static keylist RegList = { CVMNodePreference }
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMTransport, CVMClustName,
CVMNodeAddr, CVMNodeId, PortConfigd,
PortKmsgd, CVMTimeout }
str CVMClustName
str CVMNodeAddr{}
str CVMNodeId{}
str CVMTransport
str CVMNodePreference
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
)

メモ: 属性 CVMNodeAddr、PortConfigd、PortKmsgd は SF Oracle RAC 環境では使
われません。クラスタ通信メッセージサービスに必要な機能である GAB は、これらの属
性を使いません。

CVMCluster エージェントの設定例
次に示すのは、CVMCluster サービスグループの定義例です。
CVMCluster cvm_clus (
Critical = 0
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd エージェント
CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモンを起動して監視します。 vxconfigd
デーモンは、ディスクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更をカーネルに伝え
て、ディスクに保存されている設定情報を変更します。 CVMVxconfigd は、CVM サービ
スグループに存在する必要があります。
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CVMVxconfigd は OnOnly エージェントです。このエージェントは、クラスタが起動する
とリソースを起動し、必要に応じていつでも VCS によって再起動されます。 Operations
属性は、スタートアップ時におけるこれらのデフォルトの動作を指定します。
syslog オプションを指定して vxconfigd デーモンを起動し、デバッグメッセージのログ

出力を有効にするようお勧めします。 SF Oracle RAC インストールでは、 CVMVxconfigd
エージェントに syslog オプションを設定することに注意してください。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF（Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CVMVxconfigd エージェントのエントリポイント
表 H-3 は CVMVxconfigd エージェントのエントリポイントを説明します。
表 H-3

CVMVxconfigd エントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxconfigd デーモンを起動します。

Offline

N/A

Monitor

vxconfigd デーモンが実行されているかどうかを監視します。

imf_init

AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントを初期化しま
す。 この機能は、エージェントが起動すると実行されます。

imf_getnotification

vxconfigd プロセスの状態についての通知を取得します。 この機能
は、AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化さ
れた後に実行されます。 この機能は継続的に通知を待機します。
vxconfigd プロセスが失敗した場合、この機能は、従来の
CVMVxconfigd の monitor エントリポイントを開始します。

imf_register

vxconfigd プロセス ID （pid）の AMF カーネルモジュールへの登録
および登録解除を行います。 この機能は、リソースが安定したオンライ
ン状態に入った後に実行されます。

CVMVxconfigd エージェントの属性定義
表 H-4 は CVMVxconfigd リソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
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表 H-4

CVMVxconfigd エージェント属性

属性

説明

CVMVxconfigdArgs

online エントリポイントに送られる引数の一覧。
常に syslog オプションを指定することをお勧めします。
■

IMF

データ形式と値のタイプ: keylist

このリソースタイプレベルの属性は、CVMVxconfigd エージェントがインテリジェントなリソースの
監視を実行する必要があるかどうかを決定します。 リソースレベルでこの属性の値を上書きする
こともできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリ
ソースについてはポーリングベースの監視を実行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定し
ます。 このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する
必要がある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。 値が 0 の場合、エージェント
はポーリングベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェン
ト機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要があ
る回数が決まります。 エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リ
ソースの状態が変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無
効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

エージェントタイプの IMF 属性について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

CVMVxconfigd エージェントのタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMVxconfigd (
static int IMF{} = { Mode=2, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 2
static int RestartLimit = 5
static str ArgList[] = { CVMVxconfigdArgs }
static str Operations = OnOnly
keylist CVMVxconfigdArgs
)

CVMVxconfigd エージェントの設定例
次に示すのは、CVM サービスグループの CVMVxconfigd リソースの定義例です。
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

CVMVolDg エージェント
CVMVolDg エージェントは、次の機能を実行することで、CVM ディスクグループとディス
クグループ内の CVM ボリュームおよびボリュームセットを管理します。
■

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートする

■

ディスクグループのボリュームおよびボリュームセットを起動する

■

ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットを監視する

■

オプションで、依存関係にあるアプリケーションがオフラインになったときに、ディスク
グループをデポートします。 エージェントがディスクグループをデポートするのは、適
切な属性が設定されている場合のみです。

Oracle サービスグループが使う各ディスクグループに CVMVolDg エージェントを設定
します。 1 つのディスクグループは、1 つの Oracle サービスグループに対してのみ設定
します。データベースにクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループ内の各
ボリュームまたはボリュームセットに CFSMount エージェントを設定します。

CVMVolDg エージェントのエントリポイント
表 H-5 は、CVMVolDg エージェントにより使われるエントリポイントを説明します。
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CVMVolDg エージェントのエントリポイント

表 H-5
エントリポイント

説明

Online

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートします（ディ
スクグループがまだインポートされていない場合）。
CVMVolume 属性により指定された共有ディスクグループ内のすべて
のボリュームおよびボリュームセットを起動します。
CVMActivation 属性の値が sw に設定されている場合は、ディスクグ
ループアクティブ化モードを shared-write に設定します。アクティブ化
モードは、スレーブシステムとマスターシステムのいずれにも設定できま
す。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Offline

CVMDeportOnOffline 属性が 1 に設定されていて、クラスタ内のい
ずれのノードにおいても共有ディスクグループに起動しているボリュー
ムが含まれない場合、ディスクグループが CVM マスターノードからデ
ポートされます。
ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットがオンラインであ
るかどうかを判断します。

Monitor

監視サイクルでボリュームセットのファイルシステムメタデータのボリュー
ムがオフラインであることが検出された場合、エージェントはボリューム
セットをオフラインにします。

メモ: CFSMount リソースがオフラインになり、ボリュームセットのファイ
ルシステムがマウントを解除された場合、ボリュームセットのファイルシス
テムメタデータのボリュームがオフラインであっても、エージェントはボ
リュームセットのオンラインの状態を保持します。 これは、CVMVolDg
エージェントが、オフラインのボリュームがメタデータのボリュームである
かどうかを判断できないためです。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Clean

CVMVolDg エージェントの属性定義
表 H-6 は、CVMVolDg のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
CVMVolDg エージェントの属性

表 H-6
属性

説明

CVMDiskGroup（必須）

共有ディスクグループ名
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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属性

説明

CVMVolume（必須）

共有ボリュームまたはボリュームセットの名前。 このリストは、リソースのオンライン化を許可す
る前にボリュームまたはボリュームセットが正しい状態にあることを確認するか、ボリュームが
有効化の状態のままであることを確認するために使用されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

ディスクグループのアクティブ化モード。

CVMActivation（必須）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは sw（共有書き込み） です。

これはローカライズされた属性です。
CVMVolumeIoTest（オプショ
ン）

可用性をテストするために定期的にポーリングされるボリュームとボリュームセットのリスト。 リ
スト内の最大 10 個のボリュームまたはボリュームセットに対して、ポーリングは監視サイクル
ごとに 4 KB の読み込みで行われます。ボリュームセットの場合、読み取りは、各ボリューム
セットの最大 10 のコンポーネントボリュームに対して行われます。
■

CVMDeportOnOffline （オプ
ション）

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、共有
ディスクグループをデポートする必要があるかどうかを示します。
値 1 は、ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったとき
に、エージェントが共有ディスクグループを CVM マスターノードからデポートすることを示し
ます（まだデポートされていない場合）。
値 0 は、CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、エージェントが共有ディスクグルー
プをデポートしないことを示します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルトは 0 です。

メモ: 共有ディスクグループに複数の CVMVolDg リソースが設定されている場合は、すべて
のリソースで属性値を 1 または 0 に設定します。
CVM ディスクグループは、CVMVolDg リソースがオフラインになった順序に基づいてデポー
トされます。 ディスクグループの CVMVolDg リソースで、CVMDeportOnOffline 属性の
設定に 1 と 0 が混在している場合、オフラインになった最後の CVMVolDg リソースの属性
値が 1 の場合のみディスクグループがデポートされます。 オフラインになった最後の
CVMVolDg リソースの属性値が 0 の場合は、ディスクグループはデポートされません。
共有ディスクグループに起動しているボリュームが含まれている場合、デポート操作は失敗し
ます。

CVMVolDg エージェントタイプの定義
CVMVolDg タイプ定義は CVMTypes.cf ファイルに登録されています。
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type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation, CVMVolume }
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static keylist ExternalStateChange = { OnlineGroup }
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume, CVMActivation,
CVMVolumeIoTest, CVMDGAction,
CVMDeportOnOffline,CVMDeactivateOnOffline,
State }
str CVMDiskGroup
str CVMDGAction
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolumeIoTest
int CVMDeportOnOffline
int CVMDeactivateOnOffline
temp int voldg_stat
)

CVMVolDg エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CVMVolDg リソースタイプを定義する必要があり
ます。 次はサンプル設定です。
CVMVolDg ora_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradata1, oradata2 }
CVMActivation = sw
)

CFSMount エージェント
CFSMount エージェントは、クラスタファイルシステムのマウントポイントをオンライン状態
またはオフライン状態にしたり、監視したりします。
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSMount/CFSMountAgent に
あります。
CFSMount のタイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに記述さ
れます。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF（Intelligent Monitoring Framework）と
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インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CFSMount エージェントのエントリポイント
表 H-7 は CFSMount エージェントのエントリポイントを提供します。
表 H-7

CFSMount エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

ブロックデバイスをクラスタモードでマウントします。

Offline

ファイルシステムをマウント解除します。必要な場合には強制的にマウント解
除し、プライマリをセカンダリに設定します。

Monitor

ファイルシステムがマウントされているかどうかを調べます。fsclustadm コ
マンドでマウントの状態を確認します。

Clean

クラスタファイルシステムマウントに対して空の処理を生成します。

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行
されます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリソー
スに対する処理を実行します。
imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解除し
ます。この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフライン）に
入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSMount エージェントの属性定義
表 H-8 は、CFSMount エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
表 H-8

CFSMount エージェント属性

属性

説明

MountPoint

マウントポイントのディレクトリ。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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属性

説明

BlockDevice

マウントポイントのブロックデバイス。
■

NodeList

マウントするノードのリスト。NodeList が NULL の場合、エージェントはサービスグループのシステムリス
トを使います。
■

IMF

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

CFSMount エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定する
リソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能
を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは imf_register
エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。RegisterRetyLimit
キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。エー
ジェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変化するか、Mode
キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連
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属性

説明

MountOpt

mount コマンドのオプション。有効な MountOpt 属性の文字列を作成するには、次の条件を満たす必
要があります。

（オプション）

■

VxFS タイプに固有のオプションのみを使います。

■

-o フラグを使って VxFS 固有のオプションを指定しないでください。

■

-F vxfs ファイルシステムタイプオプションを使わないでください。

■

クラスタオプションは必須ではないことを確認します。

■

オプションをカンマ区切りリストで指定します。
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ro
ro,cluster
blkclear,mincache=closesync
■

Policy（オプション）

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

クラスタファイルシステムで、プライマリに障害が起きた場合にプライマリとなる可能性のあるノードの一
覧。NULL に設定されている場合や、プライマリに障害が起きたときに一覧に指定されているホストのい
ずれもアクティブでなかった場合、プライマリとなる可能性があるアクティブノードの集合からノードが無
作為に選択されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

CFSMount エージェントのタイプの定義
CFSMount エージェントのタイプ定義は CFSTypes.cf ファイルに登録されています。
type CFSMount (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList, ForceOff, SetPrimary }
static keylist SupportedActions = { primary }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int OnlineWaitLimit = 1
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, MountOpt, Primary, AMFMountType }
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp str Primary
str SetPrimary
temp str RemountRes
temp str AMFMountType
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str ForceOff
)

CFSMount エージェント設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CFSMount リソースタイプを定義する必要があり
ます。
CFSMount ora_mount (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol1"
Primary = sys2;
)

CFSfsckd エージェント
CFSfsckd エージェントは、vxfsckd プロセスの開始、停止、監視を行います。 CFSfsckd
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSfsckd/CFSfsckdAgent
です。 タイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに格納され
ます。 設定は cfscluster config コマンドの実行後に main.cf ファイルに追加され
ます。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF（Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CFSfsckd エージェントのエントリポイント
表 H-9 に CFSfsckd エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 H-9

CFSfsckd エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxfsckd プロセスを開始します。

Offline

vxfsckd プロセスを強制終了します。

Monitor

vxfsckd プロセスが実行されているかどうかを調べます。

Clean

CFS マウントポイントを null にします。

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。
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エントリポイント

説明

imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行
されます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリソー
スに対する処理を実行します。
imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解除し
ます。この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフライン）に
入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSfsckd エージェントの属性定義
表 H-10 は、CFSfsckd エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
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表 H-10
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CFSfsckd エージェントの属性

属性

説明

IMF

CFSfsckd エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定するリ
ソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能
を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは imf_register
エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。RegisterRetyLimit
キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。エー
ジェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変化するか、Mode
キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

CFSfsckd エージェントのタイプの定義
CFSfsckd タイプ定義を以下に示します。
type CFSfsckd (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static int RestartLimit = 1
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str ActivationMode{}
)

CFSfsckd エージェントの設定例
CFSfsckd の設定例を以下に示します。
CFSfsckd vxfsckd (
)

PrivNIC エージェント
PrivNIC エージェントは、11.2.0.1 のバージョンを実行するノードに対し、LLT イーサネッ
トインターフェース全体で単一のプライベート IP アドレスに高可用性を提供します。
11.2.0.2 以降のバージョンでは、結合された NIC インターフェースや Oracle HAIP など
の代替ソリューションの使用をお勧めします。プライベート IP アドレスは、Oracle
Clusterware と Oracle データベースがクラスタノード間で通信を行うために必要です。
メモ: PrivNIC エージェントは LLT リンクを介して動作します。 エージェントを使うために
は、Oracle Clusterware 相互接続と Oracle RAC データベース通信リンクが LLT リンク
として設定されている必要があります。
PrivNIC エージェントは、LLT を使って LLT イーサネットインターフェースを監視します。
LLT に問い合わせることで、それぞれの LLT イーサネットインターフェース上の可視ノー
ド数を把握します。
LLT がピアノードと通信できない場合は、次のいずれかの処理が実行されます。
■

peerinact 期間にピアノードのリンクを使用できない場合、LLT はリンク状態を down

に設定します。
■

ピアノードのリンクが peertrouble 期間に接続できない場合、LLT はリンク状態を
trouble に設定します。EnableUseTroubleState 属性が 1 に設定されていると、
エージェントはリンクが「問題発生」状態になった後で IP アドレスをフェールオーバー
します。
メモ: 障害が発生したリンクをより早く利用可能なリンクにフェールオーバーするには、
EnableUseTroubleState 属性の値を 1 に設定します。

オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使えないときは、PrivNIC エージェ
ントが提供する信頼性の高い代替方法により、複数のネットワークインターフェースを使っ
て帯域幅の拡大を実現できます。 NIC またはリンクに障害が起きた場合、エージェントは
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障害が発生したリンクから接続済みの（使用可能な）LLT リンクにプライベート IP アドレス
をフェールオーバーします。 優先リンクが利用可能になると、IP アドレスは優先リンクに
フェールバックされます。

PrivNIC エージェントの機能
表 H-11 は PrivNIC エージェントの監視エントリポイントを説明します。
メモ: リソースは永続的なものであるため、監視エントリポイントのみが必要です。
表 H-11

PrivNIC エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

PrivNIC エージェントは LLT に対してクエリーを実行し、各 LLT ネットワー
クインターフェースの可視ノードのリストを作成します。 PrivNIC エージェン
トは次に、このリストに様々なフィルタを適用して、最も適したフェールオー
バーを決定し、IP アドレスを設定する「正しい」デバイスを特定します。 「正
しい」デバイスは、IP アドレスが現在設定された、現在アクティブなデバイス
と比較されます。アクティブなデバイスと「正しい」デバイスが異なる場合、
PrivNIC エージェントは「正しい」デバイスへのフェールオーバーを実行しま
す。

メモ: これで、PrivNIC エージェントの MonitorInterval 属性の値がデ
フォルト値の 10 秒に設定されます。 つまり、エージェントは監視エントリポ
イントを 10 秒ごとに実行します。

PrivNIC エージェントの属性
表 H-12 では、PrivNIC エージェントの属性のうち、ユーザーが変更できるものについて
説明します。

445

付録 H 高可用性エージェントの情報
PrivNIC エージェント

表 H-12
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PrivNIC エージェントの必須属性

属性

値のタイプ

説明

Device

文字列 - 関連 ifconfig コマンドで表示したネットワークインター
フェースデバイスと、インターフェースに関連付けられ
たネットワーク ID を指定します。 同一の物理ネットワー
クに接続されているインターフェースのネットワーク ID
は一致する必要があります。 下位のネットワーク ID を
持つインターフェースは、フェールオーバーの優先度
が高くなります。 PrivNIC 設定で指定したインター
フェースは、LLT 設定に使われていたインターフェー
スとまったく同じ名前と合計数にします。
少なくとも 1 つのインターフェースデバイスを指定す
る必要があります。
例:
Device@sys1 = {net1=0, net2=1, net3=2}
Device@sys2 = {net1=0, net2=1, net3=2}

Address

文字列 - スカ 数値プライベート IP アドレス。
ラー
これが有効な IP アドレスかどうかを判断するための
チェックが実行されます。
Oracle Clusterware のプライベート IPv4 アドレスを
設定するときは、IP アドレスを構成する各オクテットの
先頭にゼロを含めないでください（X.X.X.01、
X.X.0X.X、X.0X.X.X または 0X.X.X.X）。
IPv4 アドレスが「X.X.X.X」という形式であること確認し
てください。
IPv4 アドレスの例を次に示します。
Address = "192.168.12.1"

Netmask

文字列 - 関連 プライベート IP アドレスの数値ネットマスク。次に例を
示します。
Netmask = "255.255.255.0"

MTU

文字列 - 関連 LLT リンク経由で転送できる最大パケットサイズ（バイ
ト）。この値はネットワークインターフェースのデフォル
トの MTU サイズを上書きします。
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属性

値のタイプ

EnableUseTroubleState ブール
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説明
1 または 0 の値。
値 1 は、リンク状態が trouble である場合でも
PrivNIC エージェントが障害が発生したリンクの IP ア
ドレスをフェールオーバーすることを示します。デフォ
ルト値は 1 です。
値 0 は、リンク状態が down の場合のみ PrivNIC エー
ジェントが障害が発生したリンクの IP アドレスをフェー
ルオーバーすることを示します。

PrivNIC エージェントのオプション属性
表 H-13

PrivNIC エージェントのオプション属性

属性

値のタイプ

説明

DeviceTag

文字列 - 関連

ネットワーク ID を使って LLT デバイス「タグ」をデバイ
スに関連付けます。LLT デバイスタグ（/etc/llttab
ファイルで指定したタグ）が ifconfig で示されたネット
ワークインターフェース名と異なる場合は、そのイン
ターフェースに対して DeviceTag を指定する必要が
あります。
たとえば、一般的に /etc/llttab には次の内容が
含まれます。
link net0 /dev/net:0 - ether - link net1 /dev/net:1 - ether - link-lowpri net2 /dev/net:2 - ether - この場合は、DeviceTag を指定する必要はありませ
ん。ただし、/etc/llttab に次の内容
link link1 /dev/net:0 - ether - link link2 /dev/net:1 - ether - link-lowpri spare /dev/net:2 - ether - が含まれている場合は、DeviceTag を次のように指定
する必要があります。
DeviceTag@sys1 = { link1 = 0, link2
= 1, spare = 2 }
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属性

値のタイプ

説明

GabPort

文字列 - スカラー

フィルタ処理に使われる GAB ポートの名前を指定す
る単一の小文字。デフォルト値は「o」です。NULL は
GAB ポートのフィルタを無効にします。
例: GabPort = "b"

整数 - スカラー

UseVirtualIP

デフォルトは 0 で、この値は、エージェントが可能な場
合に物理インターフェースを使ってプライベート IP ア
ドレスを設定するよう指定します。
この値が 1 の場合、エージェントは、プライベート IP
アドレスの設定に常に仮想インターフェースを使いま
す。
値 2 は、値 1 の機能も備えており、物理インターフェー
ス上にプライベート IP アドレスがすでに設定されてい
る場合に、エージェントにより通知されるように指定し
ます。

UseSystemList

整数 - スカラー

この値が 1 の場合、エージェントは、ノードリストのフィ
ルタにサービスグループの SystemList を使います。
デフォルトは 0 です。

ExcludeNode

整数 - ベクトル

永久に計算に含めないノードのリストです。

PrivNIC エージェントの状態
表 H-14 に、PrivNIC エージェントの状態を示します。
表 H-14

PrivNIC エージェントの状態

状態

説明

Online

プライベート IP アドレスが利用可能であることを示します。

メモ: SF Oracle RAC がゾーン環境で実行され、そのゾーンがダウ
ンしている場合、PrivNIC エージェントからはエラーまたは警告が報
告されません。 エージェントはオンライン状態のままです。
Unknown

属性設定が正しくないか、またはその他の設定の問題のために、リ
ソースの状態を判断できません。

PrivNIC エージェントでのサービスグループ設定例
図 H-1 は、PrivNIC エージェントでの基本的なサービスグループの設定です。
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PrivNIC エージェントでの基本的なサービスグループ設定

図 H-1

cssd
CSSD
ora_priv
PrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

この設定では、OCR と投票ディスクのボリュームとマウントポイントの依存関係と共に、
PrivNIC リソースとして設定されているプライベート IP アドレスの CSSD リソースの依存
関係が示されています。
配備シナリオのサンプルについては、付録の「SF Oracle RAC 配備シナリオ」を参照し
てください。

PrivNIC リソースのタイプ定義
次の PrivNIC.cf ファイルの抜粋は、PrivNIC リソースのタイプ定義を示しています。
type PrivNIC (
static str ArgList[] = { Device, DeviceTag, Address,
NetMask, UseVirtualIP, GabPort, UseSystemList,
ExcludeNode, MTU, EnableUseTroubleState }
static int OfflineMonitorInterval = 60
static int MonitorTimeout = 300
static int MonitorInterval = 10
static str Operations = None
str
str
str
str
int
str
int
int
str
int
)

Device{}
DeviceTag{}
Address = ""
NetMask = ""
UseVirtualIP = 0
GabPort = "o"
UseSystemList = 0
ExcludeNode[]
MTU{}
EnableUseTroubleState = 1
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PrivNIC リソースの設定例
次は、PrivNIC リソースを設定する設定ファイルの抜粋です。
group cvm (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@sys1 = { net1 = 0, net2 = 1 }
Device@sys2 = { net1 = 0, net2 = 1 }
Address@sys1 = "192.168.12.1"
Address@sys2 = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)

その他のサンプルについては、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ にあるサンプル設
定ファイルを参照してください。

MultiPrivNIC エージェント
MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.1 バージョンを実行しているノードの
LLT イーサネットインターフェース間で使う複数のプライベート IP アドレスに高可用性を
提供します。
NIC またはリンクに障害が起きた場合、エージェントは障害が発生したリンクから使用可
能な LLT リンクのいずれかにプライベート IP アドレスをフェールオーバーします。 エー
ジェントを使うためには、Oracle Clusterware 相互接続と Oracle RAC データベース通
信リンクが LLT リンクとして設定されている必要があります。
11.2.0.2 以降のバージョンでは、結合された NIC インターフェースや Oracle HAIP など
の代替ソリューションの使用をお勧めします。
MultiPrivNIC エージェントは、オペレーティングシステムの制限によって NIC 結合を使
えない場合に、複数のネットワークインターフェースを使って帯域幅の拡大と高可用性を
実現できる信頼性の高い代替方法です。 NIC 結合の形でリンク集約ソリューションが実
装されている場合でも、MultiPrivNIC エージェントを使って IP アドレスを使用可能な代
替リンクにフェールオーバーすることで、集約リンクの障害に対する保護を強化できます。
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これらの代替リンクは、単純な NIC インターフェースであっても、結合された NIC であっ
ても構いません。

プライベート相互接続の高可用性の管理
MultiPrivNIC エージェントは LLT リンクを介して動作し、LLT を使ってクラスタインター
フェースを監視します。 LLT を照会することで、各 LLT インターフェースで可視ノード数
を数えて報告します。
LLT がピアノードと通信できない場合は、次のいずれかの処理が実行されます。
■

peerinact 期間にピアノードのリンクを使用できない場合、LLT はリンク状態を down
に設定します。

■

ピアノードのリンクが peertrouble 期間に接続できない場合、LLT はリンク状態を
trouble に設定します。EnableUseTroubleState 属性が 1 に設定されていると、
エージェントはリンクが「問題発生」状態になった後で IP アドレスをフェールオーバー
します。
メモ: 障害が発生したリンクをより早く利用可能なリンクにフェールオーバーするには、
EnableUseTroubleState 属性の値を 1 に設定します。

優先リンクが down または trouble 状態になると、ピアノードの数が最も多く認識できる
プライベートリンクに IP アドレスがフェールオーバーされます。最も多くのノードが複数の
リンクで認識され、さらに負荷分散が有効である場合、エージェントはすべてのデバイス
の現在のトラフィックを考慮し、トラフィックの少ないデバイスをデバイスの「勝者」と判断し
ます。 負荷分散が有効でない場合、IP アドレスはネットワーク ID が小さいリンクにフェー
ルオーバーされます。
IP アドレスのフェールオーバーの決定は、IP アドレスをホストするリンクに障害が発生し
た場合にのみ行われます。 優先リンクが使用可能になると、負荷分散が有効か無効かに
かかわらず、IP アドレスは優先リンクにフェールバックされます。

MultiPrivNIC エージェントの機能
表 H-15 では、MultiPrivNIC エージェントの監視エントリポイントについて説明します。
メモ: リソースは永続的なものであるため、監視エントリポイントのみが必要です。
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表 H-15

MultiPrivNIC エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

MultiPrivNIC エージェントは LLT に対してクエリーを実行し、各 LLT ネット
ワークインターフェースの可視ノードのリストを作成します。
エージェントはこのリストに各種フィルタを適用し、IP アドレスを設定する正
しいデバイスを計算します。
IP アドレスが設定されているアクティブデバイスが正しいデバイスと同じ数の
ノードを参照していない場合は、エージェントは IP アドレスを正しいデバイ
スにフェールオーバーします。

メモ: これで、MultiPrivNIC エージェントの MonitorInterval 属性値
が 10 秒のデフォルト値に設定されました。 つまり、エージェントは監視エン
トリポイントを 10 秒ごとに実行します。

MultiPrivNIC エージェントの必須属性
以下の表 H-16 で、修正できる MultiPrivNIC リソースタイプの必須の属性を説明します。
MultiPrivNIC エージェントには、PrivNIC エージェントと同じように修正できるオプション
属性セットもあります。
オプション属性リストについては次のページを参照してください。
p.447 の 「PrivNIC エージェントのオプション属性」 を参照してください。
表 H-16

MultiPrivNIC エージェントの属性定義

属性

値のタイプ

説明

Device

文字列 - 関連

デバイス属性は、ifconfig コマンドで表
示されるネットワークインターフェースと、イ
ンターフェースに関連付けられたネットワー
ク ID を指定します。
同一の物理ネットワークに接続しているイン
ターフェースのネットワーク ID は一致する
必要があります。 MultiPrivNIC 設定で指定
したインターフェースは、LLT 設定に使われ
ていたインターフェースとまったく同じ名前
と合計数にします。
デバイス属性の例を次に示します。
Device@sys1 = {net1=0,
net2=1, net3=2}
Device@sys2 = {net1=0,
net2=1, net3=2}
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属性

値のタイプ

説明

Address

文字列 - 関連

数値のプライベート IP アドレスと優先デバ
イス。
エージェントによって IP アドレスが有効な
アドレスであることが検証されます。 プライ
ベート IP アドレスを設定するときに、IP アド
レスを構成する各オクテットの先頭に 0 が
ないこと確認してください。IP アドレスは
「X.X.X.X」形式にする必要があります。
次の例の 0 と 1 は、IP アドレスがホストされ
るデバイスの ID を示しています。 デバイス
が利用不能の場合、エージェントは自動的
に利用可能なデバイスのいずれかの IP ア
ドレスを再設定します。 利用可能なデバイ
スは UseLoadBalance 属性の設定に基づ
いて判断されます。
アドレス属性の例を次に示します。
Address @sys1 =
{ "192.168.12.1" =0,
"192.168.2.1" =0,
"192.168.3.1" =1 }
Address @sys2 =
{ "192.168.12.2" =0,
"192.168.2.2" =0,
"192.168.3.2" =1 }

Netmask

文字列 - 関連

ネットマスク属性はプライベート IP アドレス
の数値ネットマスクです。
たとえば、Netmask = "255.255.255.0" の
ようになります。
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属性

値のタイプ

説明

UseLoadBalance

整数 - スカラー

値 0 または 1。
優先デバイスが利用不能で、フェールオー
バー時に複数のリンクで最大数のノードが
認識される場合:
■

■

属性を 1 に設定すると、トラフィックが少
ないデバイスに IP アドレスがフェール
オーバーされます。
属性を 0 に設定すると、ネットワーク ID
が小さいデバイスに IP アドレスがフェー
ルオーバーされます。

メモ: 優先デバイスが利用可能になると、IP
アドレスは UseLoadBalance の値に関係
なく優先デバイスにフェールバックされます。
MTU

文字列 - 関連

EnableUseTroubleState ブール

LLT リンク経由で転送できる最大パケットサ
イズ（バイト）。この値はネットワークインター
フェースのデフォルトの MTU サイズを上書
きします。
値 1 または 0。
値 1 は、リンク状態が trouble とマークさ
れていても、障害が発生したリンクの IP ア
ドレスを MultiPrivNIC エージェントがフェー
ルオーバーすることを示します。デフォルト
値は 1 です。
値 0 は、リンク状態が down とマークされて
いる場合にのみ、障害が発生したリンクの
IP アドレスを MultiPrivNIC エージェントが
フェールオーバーすることを示します。

MultiPrivNIC エージェントの状態
表 H-17 に、MultiPrivNIC エージェントの状態を示します。
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MultiPrivNIC エージェントの状態

表 H-17
状態

説明
プライベート IP アドレスが利用可能であることを示します。

Online

メモ: SF Oracle RAC がゾーン環境で実行されておりそのゾーンが
ダウンしている場合、MultiPrivNIC エージェントからはエラーまたは
警告が報告されません。 エージェントはオンライン状態のままです。
属性設定が正しくないか、またはその他の設定の問題のために、リ
ソースの状態を判断できません。

Unknown

MultiPrivNIC エージェントを持つサービスグループの設定例
図 H-2 には、MultiPrivNIC エージェントを持つサービスグループの設定例を示します。
MultiPrivNIC エージェントを持つサ基本的なサービスグループの設
定

図 H-2

cssd
CSSD
multi_priv
MultiPrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

この設定例は、MultiPrivNIC リソースとして設定されているプライベート IP アドレス上の
CSSD リソースの依存関係と、OCR と投票ディスクボリュームとマウントポイントの依存関
係を示しています。
配備シナリオのサンプルについては、付録の「SF Oracle RAC 配備シナリオ」を参照し
てください。

MultiPrivNIC リソースのタイプの定義
次の MultiPrivNIC.cf ファイルの抜粋は、MultiPrivNIC リソースのタイプの定義を示
しています。
type MultiPrivNIC (
static int MonitorTimeout = 300
static int OfflineMonitorInterval = 60
static int MonitorInterval = 10
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static str ArgList[] = { Device, DeviceTag, Address, NetMask,
UseVirtualIP, GabPort, UseSystemList,
ExcludeNode, MTU, UseLoadBalance,
EnableUseTroubleState }
static str Operations = None
str Device{}
str DeviceTag{}
str Address{}
str NetMask
int UseVirtualIP
str GabPort = o
int UseSystemList
int ExcludeNode[]
int UseLoadBalance
str MTU{}
int EnableUseTroubleState = 1
)

MultiPrivNIC リソースの設定例
次は、MultiPrivNIC リソースを設定する設定ファイルの抜粋です。
MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device @sys1 = { net1 = 0, net2 = 1 }
Device @sys2 = { net1 = 0, net2 = 1 }
Address @sys1 = { "192.168.12.1" =0, "192.168.2.1" =0,
"192.168.3.1" =1 }
Address @sys2 = { "192.168.12.2" =0, "192.168.2.2" =0,
"192.168.3.2" =1 }
NetMask = "255.255.255.0"
UseLoadBalance = 1
)

その他のサンプルについては、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ にあるサンプル設
定ファイルを参照してください。
上の例で、IP アドレスの隣のインターフェースは、その IP アドレス用の優先デバイスで
す。 各 LLT インターフェースで同数のノードが可視である場合、IP アドレスは優先イン
ターフェース上で設定されます。
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CSSD エージェント
CSSD エージェントは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の起動、停止、監視を
行います。 CSSD エージェントは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が起動す
る前に、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure で必要な OCR、投票ディスク、プライ
ベート IP アドレスのリソースが確実にオンラインになるようにします。 このために、Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure で使われる OCR、投票ディスク、プライベート IP アド
レスを管理するリソースの親として cssd リソースを設定する必要があります。 SF Oracle
RAC のインストールで CSSD エージェントを使うと、相互依存関係が適切に処理され、
クラスタ障害の原因となる、準備が整わないうちに Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
が起動する事態を避けることができます。
システムの起動時に Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の自動起動を無効にする
必要があります。 これにより、システムの起動中に、準備が整わないうちに Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure が起動するのを回避できます。 このようにして、VCS
は VCS 下に設定された cssd リソースのすべての依存リソースがオンラインのときにの
み、CSSD エージェントを使って Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が起動される
ようにします。
システムのシャットダウン中、このエージェントは、VCS によって OCR と投票ディスクのリ
ソースがオフラインになる前に Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を停止します。
これにより、必要なリソースが使用できないために Oracle Clusterware/Grid Infrastructure
によってクラスタ内のノードにパニックが発生することはなくなります。
CSSD エージェントは IMF 監視をサポートします。 デフォルトでは、IMF 監視は監視値
3 で有効です。
メモ: SF Oracle RAC のインストールには、必ず CSSD エージェントを使ってください。
CSSD エージェントの設定は、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure のインストール
後に行う必要があります。

CSSD エージェントの機能
表 H-18 では、CSSD エージェントの機能について説明しています。
表 H-18

CSSD エージェントの機能

機能

説明

Online

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を起動します。

Offline

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を停止します。

メモ: CSSD エージェントは、Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を
停止するためにコマンド crsctl stop crs [-f] が使われているとき
にだけ、CSSD リソースの意図的なオフラインを検出します。
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機能

説明

Monitor

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure の状態を確認します。
監視される Oracle Clusterware/Grid Infrastructure プロセスは、次のと
おりです。
■

cssd

■

crsd

■

evmd

■

ohasd

メモ: ohasd デーモンは IMF によって監視されません。
RestartDaemons 属性が 1 に設定されている場合、エージェントは
cssd、crsd、evmd プロセスを再起動します。

メモ: Oracle Clusterware/Grid Infrastructure プロセスの監視を一時的
に無効にする場合は、最初に CSSD エージェントを停止することを確認し
ます。
p.461 の 「Oracle Grid Infrastructure 処理の監視を一時的に無効にする
」 を参照してください。
Clean

次のコマンドを使って、Oracle RAC 11g リリース 2 を実行するノードで
Oracle Clusterware/Grid Infrastructure を強制的に停止します。
# crsctl stop crs -f

imf_init

CSSD エージェント用の IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライ
バとインターフェースをとるためにエージェントを初期化します。 この機能
は、エージェントが起動すると実行されます。

imf_ getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実
行されます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリ
ソースに対する処理を実行します。

imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解除し
ます。 この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフライン）
に入った後に、リソースごとに実行されます。

CSSD エージェントの属性
表 H-19 は CSSD エージェントの属性をまとめたものです。

458

付録 H 高可用性エージェントの情報
CSSD エージェント

表 H-19

CSSD リソースの属性

属性名

値のタイプ

説明

Critical

ブール

オプション
ブール値 0 または 1。
1: リソースが重要であることを示し
ます。
0: リソースが重要でないことを示
します。

RestartDaemons

ブール

メモ: この属性は Oracle RAC
11g リリース 2 以降のバージョン
でサポートされます。
オプション
ブール値 0 または 1。
デフォルト値は 1 に設定されてい
ます。
1: Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure プロセス cssd、
crsd、evmd の状態が健全でな
い場合は、これらのプロセスが再
起動されることを示します。
0: Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure プロセス cssd、
crsd、evmd の状態が健全でな
い場合は、これらのプロセスが再
起動されないことを示します。
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属性名

値のタイプ

説明

IntentionalOffline

ブール

Oracle Clusterware/Grid
Infrastructure が、VCS 制御外で
意図的に停止されたときの VCS
の応答を定義します。
VCS の制御下にない Oracle
Clusterware/Grid Infrastructure
を停止すると、エージェントの動作
は次のようになります。
■

■

CRSHOME

文字列 - スカラー

0 - CSSD エージェントは障害
を登録して、サービスグループ
のフェールオーバーを開始し
ます。
1 - CSSD エージェントは
CSSD リソースをオフラインに
します。

オプション
エージェントは clusterware プロ
セスのバイナリを見つけるために
この情報を使います。
値が提供されない場合、エージェ
ントは Oracle の設定ファイルから
情報を読み取ります。

IMF

整数 - 関連付け

オプション
CSSD エージェントがインテリジェ
ントなリソースの監視を実行する必
要があるかどうかを決定するリソー
スタイプレベルの属性です。リソー
スレベルでこの属性の値を上書き
することもできます。
デフォルトでは、IMF 監視は監視
値 3 で有効です。監視を無効に
するには、値を 0 に設定します。

CSSD エージェントの状態
表 H-20 では、CSSD エージェントの状態について説明しています。
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表 H-20

CSSD エージェントの状態

状態

説明

Online

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が動作していることを示しま
す。

Offline

Oracle Clusterware/Grid Infrastructure が動作していないことを示し
ます。

Unknown

属性設定が正しくないか、またはその他の設定の問題のために、リソー
スの状態を判断できません。

Oracle Grid Infrastructure 処理の監視を一時的に無効にする
Oracle RAC 11g リリース 2 を実行するノードで Oracle Grid Infrastructure 処理（cssd、
crsd、evmd、ohasd）の監視を一時的に無効にする場合は、最初に CSSD エージェント
を停止し、次に手動で Oracle Grid Infrastructure 処理を停止する必要があります。
たとえば、evmd バイナリを置換する場合は、次の手順を実行する必要があります。
1.

CSSD エージェントを停止します。
# haagent -stop CSSD -force -sys node_name

メモ: CSSD エージェントを停止できない場合は、VCS の外側で手動でオフライン
にした Oracle Grid Infrastructure 処理を再開してみます。
2.

evmd などの Oracle Grid Infrastructure 処理を次のように停止します。
# crsctl stop resource ora.evmd -init -f

3.

evmd バイナリを置換します。 手順については、Oracle のマニュアルを参照してくだ

さい。
4.

evmd リソースを次のように開始します。
# crsctl start resource ora.evmd -init

5.

次のコマンドですべてのデーモンの状態が「正常」であると報告するかどうかを検証
します。
# crsctl check crs

6.

CSSD エージェントを次のように起動します。
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# haagent -start CSSD -sys node_name

CSSD エージェントでのサービスグループ設定例
図 H-3 は、CSSD エージェントでの基本的なサービスグループの設定です。
図 H-3

CSSD エージェントでの基本的なサービスグループ設定
cssd
CSSD
ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

この基本設定では、OCR と投票ディスクボリュームまたはマウントポイントと IP アドレスが
CSSD リソースの下で設定されます。これにより、CSSD エージェントが Oracle
Clusterware を起動する前にこれらのリソースがオンラインになります。
メモ: Oracle データベースが Oracle Clusterware によって起動されるか、または Oracle
の VCS エージェントによって起動されるかに応じて、データベースの起動前に Oracle
データベースマウントがオンラインになるように設定する必要があります。
別の設定例:
p.376 の 「設定ファイルの例」 を参照してください。

CSSD リソースのタイプ定義
次の CSSD.cf ファイルの抜粋は、CSSD リソースのタイプ定義を示します。
type CSSD (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static str IMFRegList[] = { CRSHOME }
static str ArgList[] = { State, IState, CRSHOME, RestartDaemons }
static int ContainerOpts{} = { RunInContainer=1, PassCInfo=0 }
static boolean IntentionalOffline = 1
static int OfflineWaitLimit = 3
static int OnlineWaitLimit = 5
str CRSHOME
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boolean RestartDaemons = 1
)

CSSD リソースの設定例
次の main.cf ファイルからの抜粋は、CSSD エージェントの設定例を示しています。
CSSD cssd (
Critical = 0
CRSHOME="/u01/app/grid/product/11.2.0/gridhome"
)

Oracle 用の VCS エージェント
Oracle 用の VCS エージェントには、Oracle の高可用性を実現するために連携して働
く次のエージェントが含まれています。
■

Oracle エージェントは Oracle データベースプロセスを監視します。
p.463 の 「Oracle エージェントの機能」 を参照してください。
p.471 の 「Oracle エージェントのリソースタイプ定義」 を参照してください。

■

Netlsnr エージェントはリスナープロセスを監視します。
p.480 の 「Netlsnr エージェントの機能」 を参照してください。

■

ASMDG エージェントは Oracle ASM ディスクグループを監視します。
p.485 の 「ASMDG エージェントの機能」 を参照してください。
p.486 の 「ASMDG エージェントのリソースタイプ定義」 を参照してください。

エージェント機能とリソースタイプについて詳しくは、『Cluster Server Agent for Oracle
インストールおよび設定ガイド』を参照してください。

Oracle エージェントの機能
Oracle エージェントはデータベースプロセスを監視します。
表 H-21 に、Oracle エージェントの機能を一覧で示します。
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表 H-21

Oracle エージェントの機能

エージェントの操作

説明

Online

Oracle データベースを起動します。
エージェントはデフォルトの起動オプション STARTUP_FORCE を使
用します。RAC クラスタの場合、StartUpOpt 属性の値を
SRVCTLSTART に手動で変更する必要があります。
起動オプションを SRVCTLSTART に設定すると、エージェントは次の
srvctl コマンドを使って Oracle データベースを起動します。
srvctl start database -d database_name

Offline

Oracle データベースを停止します。
エージェントはデフォルトの停止オプション IMMEDIATE を使用します。
RAC クラスタの場合、ShutDownOpt 属性の値を SRVCTLSTOP に
手動で変更する必要があります。
停止オプションを SRVCTLSTOP に設定すると、エージェントは次の
srvctl コマンドを使って Oracle データベースを停止します。
srvctl stop database -d database_name

Monitor

Oracle プロセスの状態を確認します。Oracle エージェントでは、基本
と詳細の 2 段階の監視レベルを設定できます。
p.467 の 「従来のデータベースおよびコンテナデータベース内の Oracle
エージェントに対する監視オプション」 を参照してください。

oracle_imf_init

Oracle エージェント用の IMF 通知モジュールである AMF カーネルド
ライバとインターフェースをとるためにエージェントを初期化します。 こ
の機能は、エージェントが起動すると実行されます。

oracle_imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に
実行されます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点
でリソースに対する処理を実行します。
oracle_imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解
除します。 この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフ
ライン）に入った後に、リソースごとに実行されます。
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エージェントの操作

説明

Clean

Oracle データベースを強制的に停止します。
停止オプションを SRVCTLSTOP に設定すると、エージェントは次の
srvctl コマンドを使います。
srvctl stop database -d database_name
プロセスが srvctl コマンドに応答しない場合、エージェントは次のこと
を実行します。
■

■

設定されたインスタンスと関連付けられているプロセスについて、プ
ロセステーブルをスキャンします。
設定されたインスタンスと関連付けられているプロセスを強制終了し
ます。

データベースの状態について静的または動的な情報を表示します。

INFO

メモ: この属性は PDB リソースには適用されません。
p.468 の 「Cluster Server agent for Oracle の Info エントリポイント」 を
参照してください。
リソースで事前定義済みの処理を実行します。

Action

p.470 の 「Cluster Server agent for Oracle の Action エントリポイント」
を参照してください。

PDB の起動オプションと停止オプション
すでに設定が行われたプラグ可能データベース（PDB）リソースに起動オプションや停止
オプションを指定できます。
表 H-22 に、PDB でエージェントがサポートする起動オプションを一覧で示します。
表 H-22

PDB の起動オプション

オプション

説明

STARTUP

pdbname が設定されている場合は、STARTUP
PLUGGABLE DATABASE <pdbname>; コマ
ンドを実行します。

STARTUP_FORCE

pdbname が設定されている場合は、STARTUP
PLUGGABLE DATABASE <pdbname>
FORCE; コマンドを実行します。
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オプション

説明

RESTRICTED

pdbname が設定されている場合は、STARTUP
PLUGGABLE DATABASE <pdbname>
RESTRICT; コマンドを実行します。

OPEN_RO

pdbname が設定されている場合は、STARTUP
PLUGGABLE DATABASE <pdbname> OPEN
READ ONLY; コマンドを実行します。

オフライン中に、shutdown immediate を実行して個々の PDB の停止が試みられま
す。
p.466 の 「コンテナデータベース（CDB）の起動モードに基づくプラグ可能なデータベー
ス（PDB）の推奨起動モード」 を参照してください。

コンテナデータベース（CDB）の起動モードに基づくプラグ可能な
データベース（PDB）の推奨起動モード
CDB で設定された値に基づいて PDB の起動オプションを指定できます。
表 H-23 に、エージェントがサポートする停止オプションを一覧で示します。
表 H-23

CDB 起動オプション

CDB 起動モード

対応する PDB 起動モード

SRVCTLSTART

CDB に起動値 SRVCTLSTART が設定されて
いる場合、PDB には以下のいずれかの値を割
り当てることができます。
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

OPEN_RO

SRVCTLSTART_RO

CBD に SRVCTLSTART_RO 起動値が割り当
てられている場合、PDB は OPEN_RO である
必要があります。

STARTUP

CDB に起動値 STARTUP が設定されている場
合、PDB には以下のいずれかの値を割り当てる
ことができます。
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

OPEN_RO
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CDB 起動モード

対応する PDB 起動モード

STARTUP_FORCE

CDB に起動値 STARTUP_FORCE が設定さ
れている場合、PDB には次のいずれかの値を
割り当てることができます。
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

OPEN_RO

RESTRICTED

CBD に起動値 RESTRICTED が割り当てられ
ている場合、PDB は RESTRICTED である必
要があります。

RECOVERDB

CDB に起動値 RECOVERDB が設定されてい
る場合、PDB には次のいずれかの値を割り当て
ることができます。

CUSTOM

■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

OPEN_RO

カスタムスクリプトは、PDB を CUSTOM として
起動します。

従来のデータベースおよびコンテナデータベース内の Oracle エー
ジェントに対する監視オプション
Oracle エージェントでは、基本と詳細の 2 段階の監視レベルを設定できます。デフォル
トでは、エージェントは基本監視を実行します。
基本監視モードでは、次のオプションが用意されています。
■

プロセスチェック

■

診断

Oracle リソースの MonitorOption 属性は、エージェントがプロセスチェックモードまたは
診断モードで、基本監視を実行する必要があるかどうかを決定します。
表 H-24 に、基本監視オプションを示します。
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表 H-24

基本監視オプション

オプション

説明

0

プロセスチェック

（デフォルト）

エージェントでは、ora_dbw0、ora_smon、ora_pmon、ora_lmon、ora_lgwr
の各プロセスについてのプロセステーブルをスキャンして、Oracle が稼働し
ていることを確認します。
このモードでは、エージェントはインテリジェントなリソース監視もサポートし
ます。

1

診断（Oracle 10g 以上でサポート）
エージェントは Oracle からの診断用 API を使って、SGA を監視し、インス
タンスに関する情報を取得します。
Oracle エージェントの意図的なオフラインの機能を使う場合は、診断監視
を有効にする必要があります。
このモードでは、エージェントはインテリジェントなリソース監視をサポートし
ません。

詳細監視モードでは、エージェントはデータベースのテストテーブルでトランザクションを
実行し、Oracle データベースが正常に機能していることを確認します。エージェントは、
このテストテーブルを内部的に使用します。テストテーブルではその他のトランザクション
を実行しないことをお勧めします。

プラグ可能なデータベースの監視
監視中に、Oracle エージェントは CDB に接続し、CDB の一部であるすべての PDB の
状態を取得します。
CDB と PDB リソースに IntentionalOffline が設定されていて、VCS の外部で CDB が
閉じている場合、PDB リソースは FAULTED でなく、Offline として報告します。この機能
を有効にするには、PDB リソースの IntentionalOffline 属性を 1 に設定します。
メモ: プラグ可能データベースはコンテナデータベースとともにフェールオーバーされま
す。VCS を使ってプラグ可能データベースを個別にフェールオーバーすることはできま
せん。

Cluster Server agent for Oracle の Info エントリポイント
Info エントリポイントをサポートする Cluster Server agent for Oracle で、データベース
の状態に関する静的または動的な情報を表示します。
Info エントリポイントを呼び出すには、次のコマンドを入力します。
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# hares -value resource ResourceInfo [system]¥
[-clus cluster | -localclus]

上記のコマンドを正常に実行するには、次のコマンドを実行する必要があります:
■

次のコマンドを使って、リソースの refreshinfo スクリプトを実行します。
# hares -refreshinfo <res-name> -sys <sys-name>

このエントリポイントでは、次の静的な情報を取得します。
■

バージョン（Version）

■

インスタンス番号
（InstanceNo）

■

インスタンス名
（InstanceName）

■

データベース名
（DatabaseName）

■

ホスト名（HostName）

■

開始時間（StartupTime）

■

パラレル（Parallel）

■

スレッド（Thread）

■

インスタンスの役割
（InstanceRole）

このエントリポイントでは、次の動的な情報を取得します。
■

インスタンスの状態
（InstanceStatus）

■

ログイン情報（Logins）

■

オープンモード
（OpenMode）

■

ログモード（LogMode）

■

シャットダウンの待機
（ShutdownPending）

■

データベースの状態
（DatabaseStatus）

■

共有プールの空き割合
（Shared Pool Percent
free）

■

バッファ使用率（Buffer Hits
Percent）

SQL 文を /opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/resinfo.sql に追加して、属性を加えること
ができます。次に例を示します。
select 'static:HostName:'||host_name from v$instance;
select 'dynamic:ShutdownPending:'||shutdown_pending from
v$instance;

選択したレコードの型は、次のようになります。
attribute_type:userkey_name:userkey_value

変数 attribute_type は、静的または動的のいずれかか、両方の性質を持った値にでき
ます。
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Cluster Server agent for Oracle の Action エントリポイント
Cluster Server agent for Oracle は Action エントリポイントをサポートし、リソース上で事
前定義済みの処理を実行できるようにします。
リソースで処理を実行するには、次のコマンドを入力します。
# hares -action res token [-actionargs arg1 ...] ¥
[-sys system] [-clus cluster]

エージェントのカスタム処理を追加することもできます。
詳しくは、『Cluster Server エージェント開発者ガイド』を参照してください。
p.471 の 表 H-26 を参照してください。 に、エージェントの事前定義済み仮想ファイアドリ
ル処理の説明を示します。
表 H-25 に、エージェントの事前定義済み処理の説明を示します。
表 H-25

事前定義済みのエージェント処理

アクション

説明

VRTS_GetInstanceName

すでに設定済みのインスタンスからそのインスタンス名を取得
します。 このオプションは、Oracle リソースと Netlsnr リソース
に使うことができます。

VRTS_GetRunningServices

エージェントが監視する処理の一覧を取得します。 このオプ
ションは、Oracle リソースと Netlsnr リソースに使うことができま
す。

DBRestrict

データベースのセッションを変更して、RESTRICTED モード
を有効にします。

DBUndoRestrict

データベースのセッションを変更して、RESTRICTED モード
を無効にします。

DBSuspend

データベースを一時停止します。

DBResume

一時停止していたデータベースを再開させます。

DBTbspBackup

表領域のバックアップを実行します。バックアップを作成する表
領域名は、actionargs に含まれています。

メモ: VRTS_GetRunningServices、DBRestrict、DBResume、DBSuspend、
DBTbspBackup および DBUndoRestrict の action エントリポイントは Oracle PDB リ
ソースではサポートされません。
表 H-26 に、インフラチェックを実行し特定のエラーを修正できるようにする、Cluster
Server agent for Oracle の仮想ファイアドリル処理の一覧を示します。
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表 H-26

事前定義済みの仮想ファイアドリル処理

仮想ファイアドリル処理

説明

getid

Oracle Owner がノード上に存在することを確認します。

（Oracle エージェント）
home.vfd

以下を確認します。

（Oracle エージェント）

■

■
■

owner.vfd
（Oracle エージェント）
pfile.vfd
（Oracle エージェント）

tnsadmin.vfd
（Netlsnr エージェント）

ORACLE_HOME がノード上にマウントされており、対応
するエントリが fstab にあること。
ORACLE_HOME がマウントされていなければ、Action エ
ントリポイントは、いずれかの他のリソースがすでに
ORACLE_HOME をマウントしているかどうかをチェックし
ます。
Pfile が提供されており、それがノード上に存在すること。
$ORACLE_HOME/dbs/orapw［SID］のパスワードファイ
ルが存在すること。

Oracle Owner 属性の uid と gid を確認します。 Owner 属性
の uid と gid が、Oracle リソースが現在オンラインであるノード
上で同じであるかどうかをチェックします。
ローカルディスクに pfile または spfile が存在するかどうかを調
べます。 pfile と spfile の両方が存在しない場合、エージェン
トの機能は終了します。 Oracle リソースがクラスタ内でオンラ
インである場合、エージェント機能は、Oracle リソースがオンラ
インなので spfile が共有ストレージ上に存在する必要があると
いうメッセージをログに記録します。
listener.ora ファイルが存在するかどうかチェックします。
listener.ora ファイルが存在しない場合は、ORACLE_HOME
がマウントされているかどうかをチェックし、適切なメッセージを
表示します。

Oracle エージェントのリソースタイプ定義
Cluster Server agent for Oracle の Oracle エージェントは、SF Oracle RAC では
Oracle リソースタイプとして表されます。
次の OracleTypes.cf ファイルの抜粋は、Oracle リソースのタイプ定義を示します。
type Oracle (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle"
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetInstanceName,
VRTS_GetRunningServices, DBRestrict, DBUndoRestrict,
DBResume,
DBSuspend, DBTbspBackup,
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"home.vfd", "owner.vfd", "getid",
"pfile.vfd" }
static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, Pfile,
StartUpOpt, ShutDownOpt, DBAUser, DBAPword,
EnvFile, AutoEndBkup, User, Pword, Table,
MonScript, AgentDebug, Encoding,
MonitorOption }
static str IMFRegList[] = { Home, Owner, Sid, MonitorOption }
static int ContainerOpts{} = { RunInContainer=1, PassCInfo=0 }
str Sid
str Owner
str Home
str Pfile
str StartUpOpt = STARTUP_FORCE
str ShutDownOpt = IMMEDIATE
str DBAUser
str DBAPword
str EnvFile
boolean AutoEndBkup = 1
str MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
str User
str Pword
str Table
boolean AgentDebug = 0
str Encoding
int MonitorOption = 0
static boolean IntentionalOffline = 0
)

Oracle エージェントの属性定義
Oracle エージェント属性の説明を確認します。 エージェント属性は必須、オプション、内
部に分類されます。
表 H-27 に、必須属性の一覧を示します。 必須属性には必ず値を割り当てる必要があり
ます。
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表 H-27

Oracle エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の 定義
タイプ

Sid

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスを表す $ORACLE_SID 変数。 Oracle エージェントと Oracle
データベースサーバーでは Sid の大文字小文字が区別されます。
ポリシー管理データベースでは、Sid の属性は Sid プレフィックスに設定する必
要があります。 p.479 の 「ポリシー管理データベースの Sid 属性について」 を参
照してください。

Owner

文字列 - スカラー

データベースインスタンスを開始または停止する権限がある Oracle ユーザー。
エージェントでは、Oracle ユーザーとして LDAP ユーザーもサポートされます。

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリファイルと設定ファイルへの $ORACLE_HOME パス。 たとえば、
パスとして /opt/ora_home を指定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付けないでください。
表 H-28 に、Oracle エージェントのオプション属性の一覧を示します。 オプション属性は
必要に応じて設定できます。
表 H-28

Oracle エージェントのオプション属性

オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

DBAUser

文字列 - スカラー

データベースを開始または停止する sysdba 権限があるデータベースユーザー。

DBAPword

文字列 - スカラー

DBAUser 用の暗号化されたパスワード。
コマンドラインで入力する場合にのみパスワードを暗号化します。 パスワードは、
VCS Encrypt ユーティリティ（/opt/VRTSvcs/bin/vcsencrypt）を使って暗
号化する必要があります。
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オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

StartUpOpt

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスの起動オプション。 この属性は従来のデータベースおよびコ
ンテナデータベースに対しては次の値をとります:
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

RECOVERDB

■

SRVCTLSTART

■

CUSTOM

■

SRVCTLSTART_FORCE

デフォルトは STARTUP_FORCE です。
プラグ可能データベース内の Oracle インスタンスの起動オプション。 この属性は
次の値をとることができます。
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

OPEN_RO

p.465 の 「PDB の起動オプションと停止オプション」 を参照してください。
ShutDownOpt

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスの停止オプション。 この属性は従来のデータベースおよびコ
ンテナデータベースに対しては次の値をとります:
■

IMMEDIATE

■

TRANSACTIONAL

■

SRVCTLSTOP

■

CUSTOM

■

SRVCTLSTOP_TRANSACT

■

SRVCTLSTOP_ABORT

■

SRVCTLSTOP_IMMEDIATE

デフォルトは IMMEDIATE です。
プラグ可能データベース内の Oracle インスタンスのシャットダウンオプションは
IMMEDIATE です。
p.465 の 「PDB の起動オプションと停止オプション」 を参照してください。

474

付録 H 高可用性エージェントの情報
Oracle 用の VCS エージェント

オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供されるファイルの絶対パス名。 このファイル
には、Oracle データベースサーバー環境のユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH や NLS_DATE_FORMAT などの環境変数が含まれま
す。
ファイル内容の構文は、Owner のログインシェルによって異なります。 ファイルは
Owner が読み取ることができなければなりません。 ファイルにユーザー入力を求
めるプロンプトが含まれていてはいけません。

Pfile

文字列 - スカラー

起動プロファイルの絶対パスを指定した初期化パラメータの名前。
また、サーバーパラメータファイルを使用することもできます。 SPFILE パラメータ
のみを含むオンラインのテキスト初期化パラメータファイルを作成します。 詳細に
ついては、Oracle のマニュアルを参照してください。

メモ: この属性は従来のデータベースおよびコンテナデータベースにのみ適用さ
れます。

AutoEndBkup

ブール - スカラー

AutoEndBkup 属性をゼロ以外の値に設定すると、オンライン時にデータベース
のデータファイルをバックアップモードから解除します。
デフォルト: 1

メモ: ノードが Oracle 12C のコンテナデータベースやプラグ可能なデータベー
スのホットバックアップ時に失敗する場合は、対応する CDB リソースの
AutoEndBkup 属性を 1 に設定する必要があります。 CDB の AutoEndBkup を
1 に設定すると、オンライン時に CDB と PDB の両方のバックアップも終了しま
す。
MonitorOption

整数 - スカラー

Oracle インスタンスの監視オプション。 この属性には 0 または 1 を指定できま
す。
従来のデータベースおよびコンテナデータベースの場合:
■

0 - プロセスチェック監視（推奨）

■

1 - 診断監視

プラグ可能データベースの場合:
■

0—基本監視

デフォルト: 0
この属性値を 0 に設定した場合にのみ、エージェントは従来の DB および CDB
に対するインテリジェントなリソース監視をサポートします。
p.467 の 「従来のデータベースおよびコンテナデータベース内の Oracle エージェ
ントに対する監視オプション」 を参照してください。
p.468 の 「プラグ可能なデータベースの監視」 を参照してください。
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オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

IMF

整数 - 関連付け

このリソースタイプレベルの属性は、Oracle エージェントがインテリジェントなリソー
スの監視を実行する必要があるかどうかを決定します。 リソースレベルでこの属性
の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無
効にします。
有効な値は次のとおりです:
0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

■

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オンラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オフラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェント
なリソースの監視を実行する
デフォルト: 3
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出
す頻度を指定します。 このキーの値は整数です。
デフォルト: 5
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の
両方を実行する必要がある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。
値が 0 の場合、エージェントはポーリングベースのプロセスチェック監視を実
行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように
監視エージェント機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒お
き
RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エー
ジェントは oracle_imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF
カーネルドライバに登録します。 RegisterRetryLimit キーの値によって、エー
ジェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。 エージェ
ントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が
変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無
効になります。
デフォルト: 3
■

■

メモ: IMF は従来のデータベースおよびコンテナデータベースでのみサポートさ
れます。
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オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

MonScript

文字列 - スカラー

詳細な監視のために提供されているスクリプトへのパス名。 デフォルト（基本監視）
では、データベース PID のみが監視されます。

メモ: MonScript 属性の値が無効であったり、空の文字列に設定されている場
合、第 2 レベル監視は無効になります。 PDB では第 2 レベル監視はサポートさ
れません。
提供されている詳細監視スクリプトへのパス名は /opt/VRTSagents/ha/
bin/Oracle/SqlTest.pl です。
また、MonScript には /opt/VRTSagents/ha への相対パス名も指定できます。
相対パス名は、パス ./bin/Oracle/SqlTest.pl のように「./」で始まる必要がありま
す。
User

文字列 - スカラー

内部データベースユーザー。 詳細監視のためにデータベースに接続します。

メモ: この属性は PDB リソースには適用されません。
LevelTwo
MonitorFreq

整数 - スカラー

このリソースタイプのエージェントが第 2 レベル、つまり詳細な監視を実行する必
要がある頻度を指定します。 リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもで
きます。

メモ: PDB リソースでは第 2 レベル監視はサポートされません。
この値は、エージェントが Oracle を詳細に監視する監視サイクルの数を示しま
す。 たとえば、値 5 は、エージェントが 5 つのオンライン監視間隔ごとに Oracle
を詳細に監視することを意味します。
SF Oracle RAC 7.0 エージェントに手動でアップグレードした場合や、以前の
バージョンで詳細な監視を有効にしていた場合は、次の手順を実行してください。
■

LevelTwoMonitorFreq 属性の値を DetailMonitor 属性の値に設定します。

メモ: AutoEndBkup 属性の値を 0 に設定した場合は、LevelTwoMonitorFreq
属性の値が詳細な監視用の 1 になっていることを確認します。
デフォルト: 0
Pword

文字列 - スカラー

内部データベースユーザー認証のための暗号化されたパスワード。
コマンドラインで入力する場合にのみパスワードを暗号化します。 パスワードは、
VCS Encrypt ユーティリティ（/opt/VRTSvcs/bin/vcsencrypt）を使って暗
号化する必要があります。

メモ: この属性は PDB リソースには適用されません。
Table

文字列 - スカラー

User/Pword による更新のためのテーブル。

メモ: この属性は PDB リソースには適用されません。
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オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle エンコードに対応するオペレーティングシス
テムのエンコードを指定します。
たとえば、Oracle の出力が「JAPANESE_JAPAN.JA16EUC」の場合、Encoding
の Solaris 値は「eucJP」になります。 各エンコーディング値については、Oracle
と Solaris のマニュアルを参照してください。
デフォルトは "" です。

メモ: この属性は PDB リソースには適用されません。
このリソースタイプレベルの属性は、Oracle が VCS 制御の外側で意図的に停止
されている場合に、VCS が反応する方法を定義します。

IntentionalOffline

VCS の制御下にない Oracle の従来型データベースおよびコンテナデータベー
スを停止すると、エージェントの動作は次のようになります。
■

■

0 - Oracle エージェントは障害を登録して、サービスグループのフェールオー
バーを開始します。
1 - 診断監視が有効になっている場合、Oracle エージェントは Oracle リソー
スをオフラインで取得します。
診断監視が有効になっていない場合、エージェントは障害を登録して、サー
ビスグループのフェールオーバーを開始します。

メモ: エージェントの意図的なオフラインの機能を使う場合は、MonitorOption 属
性の値に 1 を設定して、CDB で診断監視を有効にする必要があります。
メモ: CDB リソースが IntentionalOffline によって設定されていて、この CDB が
VCS の制御外で停止した場合、PDB リソースもオフラインとして報告されます。
この機能を有効にするには、PDB リソースの IntentionalOffline 属性を 1 に設定
します。
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
DBName

文字列 - スカラー

この属性は、データベースがポリシー管理の RAC データベースの場合にのみ設
定します。 この属性の値は一意のデータベース名に設定する必要があります。

ManagedBy

文字列 - スカラー

この属性のデフォルト値は ADMIN です。 ポリシー管理の RAC データベースで
は、この属性は POLICY に設定する必要があります。

PDBName

文字列 - スカラー

PDB にこの属性を設定する必要があります。 PDB データベース名に値を設定
する必要があります。 従来のデータベースおよび CDB データベースの場合、こ
の属性を設定しないでください。

表 H-29 に、Oracle エージェントの内部属性の一覧を示します。 この属性は内部使用
のみです。シマンテック社 では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
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表 H-29

Oracle エージェントの内部属性

オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

AgentDirectory

静的 - 文字列

Oracle エージェントに関連付けられているバイナリやスクリプトなどのファイルの
場所を指定します。
デフォルトは /opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle です。

ポリシー管理データベースの Sid 属性について
SID 属性は必須属性です。 ここでは、ポリシー管理データベースの SID 属性を定義す
るための情報を提供します。
SID プレフィックスは、一意のデータベース名の最初の 8 文字の英数字で構成されま
す。 a - z の英字（大文字と小文字）と、0 - 9 の数字の組み合わせになります。
SID プレフィックスには、オペレーティングシステムの特殊文字は使えません。 このため、
一意のデータベース名の最初の 8 文字には、特殊文字を使わないようにします。 最初
の 8 文字に特殊文字が使われている場合、それらの文字は省略されます。 各データ
ベースには、単一の SID プレフィックスがあります。 データベースの SID プレフィックス
はクラスタ内で一意である必要があります。
Oracle RAC データベースでは、各インスタンスに一意の識別子 ORACLE_SID があり
ます。これは、SID プレフィックスとインスタンス番号で構成されます。 Oracle RAC デー
タベースの ORACLE_SID の生成方法は、データベースの管理方法をどのように選択
するかによって異なります。 ポリシー管理データベースを選択した場合、Oracle は
name_# の形式で SID を生成します。この name は DB_UNIQUE_NAME の最初の
8 文字の英数字で、# はインスタンス番号を表します。 管理者管理データベースを選択
した場合、DBCA はインスタンス名に対する SID を先に生成します。この SID は name#
の形式です。
SID プレフィックス名を確認するには、次のコマンドを実行します。
# ${GRID_HOME}/bin/crsctl status resource ora.${DBName}.db -f | grep
GEN_USR_ORA_INST_NAME@ | tail -1 | sed 's/.*=//' | sed 's/_[0-9]$//',

GRID_HOME はグリッドのホームへのパスで、DBName は一意のデータベース名で
す。
メモ: ポリシー管理データベースが作成されると、インストール手順の確認ページに SID
プレフィックスが表示されます。
p.472 の 「Oracle エージェントの属性定義」 を参照してください。
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Netlsnr エージェントの機能
リスナーとは、新規のクライアント接続要求を待機し、データベースに対するトラフィックを
管理するサーバープロセスです。Netlsnr エージェントは、リスナーサービスをオンライン
に切り替え、状態を監視し、オフラインに切り替えます。
Netlsnr エージェントは IMF 対応です。
表 H-30 に、Netlsnr エージェントの機能を一覧で示します。
表 H-30

Netlsnr エージェントの機能

エージェントの操作

説明

Online

次のコマンドを使ってリスナーのプロセスを開始します。
lsnrctl start $LISTENER

Offline

次のコマンドを使ってリスナーのプロセスを停止します。
lsnrctl stop $LISTENER
パスワードを使ってリスナーが設定されている場合、エージェントは、そ
のパスワードを使ってそのリスナーを停止します。

Monitor

リスナープロセスの状態を確認します。
Netlsnr エージェントでは、基本と詳細の 2 段階の監視レベルを設定
できます。
■

■

基本監視モードでは、エージェントは tnslsnr プロセスのプロセ
ステーブルをスキャンして、リスナーのプロセスが実行中であること
を確認します。
詳細監視モードでは、エージェントは lsnrctl status
$LISTENER コマンドを使ってリスナープロセスの状態を確認しま
す。（デフォルト）

netlsnr_imf_init

Netlsnr エージェント用の IMF 通知モジュールである AMF カーネルド
ライバとインターフェースをとるためにエージェントを初期化します。 こ
の機能はエージェントの起動時に実行されます。

netlsnr_imf_
getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが登録された後に実
行されます。この機能は継続的に通知を待機し、通知後にリソースでア
クションを実行します。

netlsnr_imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解
除します。 この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフ
ライン）に入った後に、リソースごとに実行されます。

Clean

tnslsnr $LISTENER のプロセステーブルをスキャンし、そのテーブ
ルを破棄します。

480

付録 H 高可用性エージェントの情報
Oracle 用の VCS エージェント

エージェントの操作

説明

Action

リソースで事前定義済みの処理を実行します。
p.470 の 「Cluster Server agent for Oracle の Action エントリポイント」
を参照してください。

Netlsnr エージェントのリソースタイプ定義
Cluster Server agent for Oracle の Netlsnr エージェントは、SF Oracle RAC では
Netlsnr リソースタイプとして表されます。
type Netlsnr (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr"
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetInstanceName,
VRTS_GetRunningServices, "tnsadmin.vfd" }
static str ArgList[] = { Owner, Home, TnsAdmin, Listener,
EnvFile, MonScript, LsnrPwd, Encoding }
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=5, RegisterRetryLimit=3 }
static str IMFRegList[] = { Home, Owner, Listener }
static int ContainerOpts{} = { RunInContainer=1, PassCInfo=0 }
str Owner
str Home
str TnsAdmin
str Listener
str EnvFile
str MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
str LsnrPwd
str Encoding
static boolean IntentionalOffline = 0
)

Netlsnr エージェントの属性定義
Netlsnr エージェント属性の説明を確認します。 エージェント属性は必須、オプション、
内部に分類されます。
表 H-31 に、Netlsnr エージェントの必須属性の一覧を示します。 必須属性には必ず値
を割り当てる必要があります。
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表 H-31

Netlsnr エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の 定義
タイプ

Owner

文字列 - スカラー

リスナープロセスを開始または停止する権限がある Oracle ユーザー。
エージェントでは、Oracle ユーザーとして LDAP ユーザーもサポートされます。

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリファイルと設定ファイルへの $ORACLE_HOME パス。 たとえば、
パスとして /opt/ora_home を指定できます。
パスの最後にスラッシュ（/）は付けないでください。

表 H-32 に、Netlsnr エージェントのオプション属性の一覧を示します。 オプション属性
は必要に応じて設定できます。
表 H-32

Netlsnr エージェントのオプション属性

オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

TnsAdmin

文字列 - スカラー

Listener 設定ファイルが存在するディレクトリへの $TNS_ADMIN パス
（listener.ora）。
デフォルトは /var/opt/oracle です。

Listener

文字列 - スカラー

Listener の名前。 Netlsnr エージェントと Oracle データベースサーバーでは、
Listener の名前の大文字小文字は区別されません。
デフォルトは LISTENER です。

LsnrPwd

文字列 - スカラー

リスナーの停止と監視に使用される SF Oracle RAC の暗号化されたパスワード。
このパスワードは Listener 設定ファイルで設定されます。
コマンドラインで入力する場合にのみパスワードを暗号化します。 パスワードは
SF Oracle RAC Encrypt ユーティリティを使用して暗号化する必要があります。

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供されるファイルの絶対パス名を指定します。
このファイルには、Oracle リスナー環境のユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH などの環境変数が含まれます。
ファイル内容の構文は、Owner のログインシェルによって異なります。 このファイ
ルは Owner が読み取ることができる必要があります。 ファイルにユーザー入力を
求めるプロンプトが含まれていてはいけません。
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オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

IMF

整数 - 関連付け

このリソースタイプレベルの属性は、Netlsnr エージェントがインテリジェントなリソー
スの監視を実行する必要があるかどうかを決定します。 リソースレベルでこの属性
の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無
効にします。
有効な値は次のとおりです:
0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

■

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オンラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行
し、オフラインリソースについてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェント
なリソースの監視を実行する
デフォルト: 3
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出
す頻度を指定します。 このキーの値は整数です。
デフォルト: 5
インテリジェントなリソース監視に加えてポーリングベースのリソース監視をエー
ジェントが実行する必要がある場合、この属性をゼロ以外の値に設定できま
す。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように
監視エージェント機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒お
き
RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エー
ジェントは netlsnr_imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF
カーネルドライバに登録します。 RegisterRetryLimit キーの値によって、エー
ジェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。 エージェ
ントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が
変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無
効になります。
デフォルト: 3
■

■
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オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

MonScript

文字列 - スカラー

詳細な監視のために提供されているスクリプトへのパス名。 デフォルトでは、リス
ナープロセスを監視する詳細監視は有効になっています。

メモ: 属性 MonScript の値が空の文字列に設定されている場合、エージェントは
詳細監視を無効にします。
提供されている詳細監視スクリプトへのパス名は /opt/VRTSagents/ha/
bin/Netlsnr/LsnrTest.pl です。
また、MonScript には /opt/VRTSagents/ha への相対パス名も指定できます。
相対パス名は、パス ./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl のように「./」で始まる必要がありま
す。
LevelTwo
MonitorFreq

整数 - スカラー

このリソースタイプのエージェントが第 2 レベル、つまり詳細な監視を実行する必
要がある頻度を指定します。
詳細監視を有効にした場合、LevelTwoMonitorFreq 属性の値を設定してくださ
い。
デフォルトは 0 です。

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle エンコードに対応するオペレーティングシス
テムのエンコードを指定します。
たとえば、Oracle の出力が「JAPANESE_JAPAN.JA16EUC」の場合、Encoding
の Solaris 値は「eucJP」になります。 各エンコーディング値については、Oracle
と Solaris のマニュアルを参照してください。
デフォルトは "" です。
将来使うための属性です。

IntentionalOffline

この属性の値は変更しないでください。
デフォルトは 0 です。

表 H-33 に、Netlsnr エージェントの内部属性の一覧を示します。 この属性は内部使用
のみです。シマンテック社 では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
表 H-33

Netlsnr エージェントの内部属性

オプション属性

データ形式と値の 定義
タイプ

AgentDirectory

静的 - 文字列

Netlsnr エージェントに関連付けられているバイナリやスクリプトなどのファイルの
場所を指定します。
デフォルトは /opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr です。
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ASMDG エージェントの機能
ASMDG エージェントは、Oracle データベースが使う ASM ディスクグループをマウント
し、状態を監視して、ASM ディスクグループのマウント解除を行います。
ASMDG エージェントの DiskGroups 属性で、ディスクグループ名を指定しておく必要
があります。
表 H-34 に、ASMDG エージェントの操作を一覧で示します。
表 H-34

ASMDG エージェントの操作

エージェントの操作

説明

Online

次の SQL のコマンドを使って、指定された Oracle ASM ディスクグルー
プを ASM インスタンスにマウントします。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 mount

Offline

次の SQL のコマンドを使って、指定された Oracle ASM ディスクグルー
プを ASM インスタンスからマウント解除します。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 dismount

メモ: 次の Oracle メッセージは、マウントされた ASM ディスクグループ
がない ASM インスタンスが停止されるときに、VCS ログに記録されま
す。
ORA-15100: invalid or missing diskgroup name
Monitor

指定された ASM ディスクグループの状態を確認します。
ディスクグループは次の状態のいずれかになっています。
■

マウントされている

■

マウント解除されている

■

未知

■

壊れている

■

接続されている

1 つのリソースに複数の ASM ディスクグループが設定されている場合、
ASMDG エージェントは指定されたすべての ASM ディスクグループの
状態を考慮してリソースの状態を返します。
Clean

次の SQL コマンドを使って Oracle ASM ディスクグループを強制的に
マウント解除します。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 dismount force
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ASMDG エージェントのリソースタイプ定義
Cluster Server agent for Oracle の ASMDG エージェントは、SF Oracle RAC では
ASMDG リソースタイプとして表されます。次の OracleASMTypes.cf ファイルの抜粋は、
ASMDG リソースのタイプ定義を示します。
type ASMDG (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMDG"
static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, DBAUser,
DBAPword, DiskGroups, EnvFile, Encoding }
static int ContainerOpts{} = { RunInContainer=1, PassCInfo=0 }
str Sid
str Owner
str Home
str DBAUser
str DBAPword
keylist DiskGroups
str EnvFile
str Encoding
)

ASMDG エージェントの属性定義
ASMDG エージェント属性の説明を確認します。 エージェント属性は必須、オプション、
内部に分類されます。
表 H-35 に、必須属性の一覧を示します。 必須属性には必ず値を割り当てる必要があり
ます。
表 H-35

ASMDG エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値のタイプ

定義

DiskGroups

keylist

Oracle データベースファイルを格納
する ASM ディスクグループ。

Sid

文字列 - スカラー

ASM インスタンスを表す
$ORACLE_SID 変数。

Owner

文字列 - スカラー

ASM ディスクグループをマウントまた
はマウント解除する権限がある Oracle
ユーザー。
エージェントでは、Oracle ユーザーと
して LDAP ユーザーもサポートされま
す。
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必須属性

データ形式と値のタイプ

定義

Home

文字列 - スカラー

Oracle ASM バイナリファイルと設定
ファイルへの $ORACLE_HOME パ
ス。 たとえば、パスとして
/opt/ora_home を指定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付
けないでください。

表 H-36 に、ASMDG エージェントのオプション属性の一覧を示します。 オプション属性
は必要に応じて設定できます。
表 H-36

ASMDG エージェントのオプション属性

オプション属性

データ形式と値のタイプ

定義

DBAUser

文字列 - スカラー

ASM インスタンスを開始または停止す
る sysasm 権限がある ASM ユー
ザー。 Oracle 11g R1 以降の ASM
ユーザーを作成できます。

DBAPword

文字列 - スカラー

DBAUser 用の暗号化されたパスワー
ド。
コマンドラインで入力する場合にのみ
パスワードを暗号化します。 パスワー
ドは SF Oracle RAC Encrypt ユー
ティリティを使用して暗号化する必要
があります。

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供
されるファイルの絶対パス名。 このファ
イルには、Oracle データベースサー
バー環境のユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH や
NLS_DATE_FORMAT などの環境変
数が含まれます。
ファイル内容の構文は、Owner のログ
インシェルによって異なります。 ファイ
ルは Owner が読み取ることができな
ければなりません。 ファイルにユー
ザー入力を求めるプロンプトが含まれ
ていてはいけません。
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オプション属性

データ形式と値のタイプ

定義

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle
エンコードに対応するオペレーティン
グシステムのエンコードを指定します。
デフォルトは "" です。

表 H-37 に、ASMDG エージェントの内部属性の一覧を示します。 この属性は内部使用
のみです。シマンテック社 では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
表 H-37

ASMDG エージェントの内部属性

オプション属性

データ形式と値のタイプ

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

ASMDG エージェントに関連付けられ
ているバイナリやスクリプトなどのファイ
ルの場所を指定します。
デフォルトは
/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMDG で
す。

CRSResource エージェント
CRSResource エージェントは、VCS Oracle エージェントがない場合に Oracle データ

ベースを監視するための代替機能を提供します。 CRSResource エージェントは、Oracle
データベースインスタンス、リスナー、仮想 IP アドレス（VIP）を含む Oracle Clusterware
リソースの状態をチェックします。 エージェントは、複数のデータベース設定をサポート
し、Oracle データベースがその起動時にオンラインであり、アプリケーションで利用でき
る状態になっていることを確認します。
メモ: Oracle RAC 11g リリース 2 以降のバージョンの場合: CRSResource エージェント
は admin 権限で管理されたデータベース環境でのみサポートされます。

CRSResource エージェントの機能
表 H-38 では、CRSResource エージェントの機能について説明しています。
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表 H-38

CRSResource エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

次の Oracle Clusterware リソースの状態を確認します。
■

Oracle データベース

■

仮想 IP アドレス

■

リスナー

監視スクリプトは、60 秒ごとにリソースの状態をチェックします。

CRSResource エージェントの状態
表 H-39 は CRSResource エージェントの状態をまとめたものです。
表 H-39

CRSResource エージェントの状態

状態

説明

Online

Oracle データベース、VIP、リスナーが動作中であることを示します。

FAULTED

Oracle データベース、VIP、リスナーが動作していない、またはこれ
らで障害が発生していることを示します。

Unknown

属性設定が正しくないか、またはその他の設定の問題のために、リ
ソースの状態を判断できません。

CRSResource エージェントの属性
表 H-40 は CRSResource エージェントの属性をまとめたものです。
表 H-40

CRSResource エージェントの属性

属性

値のタイプ

説明

ResType

文字列 - スカラー

Oracle Clusterware リソースのタイプを示します。
リソースのタイプは次のとおりです。
■

DB

■

VIP

■

リスナー
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属性

値のタイプ

説明

DBHome

文字列 - スカラー

Oracle バイナリファイルと設定ファイルが含まれてい
る ORACLE_HOME のパス。たとえば、パスとして
/app/oracle/orahome を指定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付けないでくださ
い。
CRSHome

文字列 - スカラー

Oracle Clusterware のバイナリが含まれている
CRS_HOME のパス。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付けないでくださ
い。
DBName

文字列 - スカラー

サービスが設定されるデータベースの名前。
VIP またはリスナーを監視するように CRSResource
を設定する場合は、この属性はオプションです。

SID

文字列 - スカラー

変数 $ORACLE_SID の Oracle インスタンスの名前。
SID では、大文字と小文字が区別されます。
VIP またはリスナーを監視するように CRSResource
を設定する場合は、この属性はオプションです。

Owner

文字列 - スカラー

Oracle データベースのユーザーの名前。
VIP またはリスナーを監視するように CRSResource
を設定する場合は、この属性はオプションです。

CRSResource エージェントを使う場合の VCS サービスグループの依
存関係
CRSResource エージェントを使うサービスグループの設定では、Oracle Clusterware
がデータベースを制御します。 グループ（Application グループ、Oracle Clusterware
グループ、CVM グループ）間に online local firm 依存関係が存在します。
図 H-4 は、サービスグループの依存関係の略図を示しています。
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CRSResource エージェントを使う場合のサービスグループの依存
関係

図 H-4

app1_grp（並行）

app2_grp（並行）

app1

app2

アプリケーション

CRSResource
crsr_oradb_db

アプリケーション

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

crsr_oradb_vip

crsr_oradb_lsnr

crsr_racdb_db

crsr_racdb_vip

crsr_racdb_lsnr

cssd

crs_grp
（並行）

アプリケーション
mpriv
MultiPrivNIC

ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

CVM グループ（並行）
oradata_mnt
CFSMount
Critical=0
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd
CVMVoIDG

racdata_voldg
Critical=0

cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

設定についての説明は次のとおりです。
■

システムの起動時に、CVM グループが、データベースのボリュームとマウントポイント
を起動します。 Oracle Clusterware グループが、OCR と投票ディスクを起動し、
Oracle Clusterware のプライベート IP アドレスを設定して、Oracle Clusterware を
起動します。 Oracle Clusterware がデータベースを起動し、アプリケーションがオン
ラインになります。 Oracle Clusterware リソース（データベース/VIP/リスナー）が
Oracle Clusterware によって起動されると、CRSResource がオンラインになります。
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メモ: 依存関係にあるサービスグループがオンラインになるには、システムの起動時
に、すべてのボリュームとマウントポイントがオンラインになる必要があります。

■

oradata_mnt リソースと oradata_voldg リソースは、障害シナリオの管理においてク
リティカルでないリソース（critical=0）として設定されます。
p.492 の 「CRSResource エージェントが障害を処理するしくみ」 を参照してください。

■

いずれかの Oracle Clusterware リソースが原因で CRSResource に障害が起きる
と、アプリケーションがオフラインになります。

この設定の制限事項は次のとおりです。
■

CFSMount リソースと CVMVolDg リソースは、グループ内のクリティカルなリソースと
して設定できません。
1 つのサービスグループですべてのデータベースのマウントポイントとボリュームディ
スクグループがクリティカルとして設定された場合、そのいずれかで障害が起きると、
グループ全体が FAULTED になるか、またはオフラインになります。 1 つのリソース
の障害によりグループの他のリソースが影響を受けないようにするために、CFSMount
リソースと CVMVolDg リソースで属性 Critical がゼロに設定されます。
ただし、いずれかのデータベースのマウントがオンラインにならなかった場合、または
ボリュームが起動しなかった場合は、サービスグループ全体がオンラインになりませ
ん。

■

Oracle Clusterware がデータベースインスタンス、VIP、リスナーを起動するまで、
CRSResource は FAULTED と報告します。 Oracle Clusterware がデータベース
インスタンス、VIP、リスナーを起動した後でも、OfflineMonitorInterval 期間中は、
CRSResource は FAULTED の状態のままです。 CRSResource の状態は変更で
きません。

CRSResource エージェントが障害を処理するしくみ
CRSResource エージェントは、1 つのアプリケーションのリソースでの障害が、システム
で動作している他のアプリケーションに悪影響を及ぼさないようにします。 障害を隔離す
るため、oradata_mnt リソースと oradata_voldg リソースは、クリティカルでないリソース
（critical=0）として設定されます。 これにより、これらのリソースのいずれかでのストレージ
の問題によって他のデータベースが影響を受けることがなくなり、依存関係にあるアプリ
ケーションがオンラインのまま維持されるようになります。
メモ: リソースは、障害シナリオの管理のためにのみクリティカルでないと見なされます。
図 H-5 は、障害シナリオを示しています。
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CRSResource エージェントが障害を処理するしくみ

図 H-5
app1_grp（並行）

app2_grp（並行）

app1

app2

Application

CRSResource
crsr_oradb_db

Application

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

CRSResource

crsr_oradb_vip

crsr_oradb_lsnr

crsr_racdb_db

crsr_racdb_vip

crsr_racdb_lsnr

cssd

crs_grp
（並行）

CSSD
ocrvote_mnt
CFSMount
ocrvote_voldg
CVMVoIDG

cvm グループ（並行）
oradata_mnt
CFSMount
Critical=0
oradata_voldg
Critical=0
CVMVoIDG

CFSMount

racdata_mnt
Critical=0

CVMVoIDG

racdata_voldg
Critical=0

vxfsckd
CFSfsckd
cvm_clus
CVMCluster
cvm_vxconfigd
CVMVxConfigd

CRSResource エージェントの間違った設定
この項では、CRSResource で FAULTED が報告されるシナリオについて説明します。

シナリオ 1: システムの起動時に CRSResource で障害が起きる
1.

システムの起動時に、CVM グループが、データベースのボリュームとマウントポイン
トをオンラインにします。

2.

Oracle Clusterware グループが、OCR と投票ディスクを起動し、Oracle Clusterware
のプライベート IP アドレスを設定して、Oracle Clusterware を起動します。 Oracle
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Clusterware は、エージェントで設定されている起動時間内にデータベースまたは
その他のリソースをオンラインにできません。
3.

エージェントは、設定された時間の経過後に監視操作を開始します。
Oracle Clusterware リソースがまだオンラインになっていない場合、CRSResource
は FAULTED と表示されます。

図 H-6 は、このシナリオを示しています。
システム起動時に CRSResource で障害が発生した場合

図 H-6
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シナリオ 2: リソースがオフラインになったときに CRSResource で障害が起き
る
障害が原因で、または管理目的で、いずれかまたはすべての Oracle Clusterware リソー
ス（データベース、リスナー、VIP）がオフラインになります。
Oracle Clusterware がリソースをオンラインにするまで、CRSResource は FAULTED
と報告します。

CRSResource エージェントのリソースタイプ定義
次の CRSResource.cf ファイルからの抜粋は、CRSResource エージェントのタイプ定
義を示しています。
type CRSResource (
static int MonitorTimeout = 300
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str ArgList[] = { ResType, DBHome, CRSHome,
DBName, SID, Owner }
static str Operations = None
str ResType
str DBHome
str CRSHome
str DBName
str SID
str Owner
)

CRSResource エージェントの設定例
次の設定例は、CRSResource エージェントの DB、VIP、リスナーの各リソースの設定を
示しています。
メモ: DBHome パスと CRSHome パスは終了のスラッシュ（/）なしで指定する必要があり
ます。
CRSResource crsr_oradb_db (
ResType = DB
DBHome = "/app/oracle/orahome"
CRSHome = "/app/crshome"
DBName = oradb
SID @sys1 = oradb1
SID @sys2 = oradb2
Owner = oracle
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)
CRSResource crsr_oradb_vip (
ResType = VIP
DBHome = "/app/oracle/orahome"
CRSHome = "/app/crshome"
)
CRSResource crsr_oradb_lsnr (
ResType = Listener
DBHome = "/app/oracle/orahome"
CRSHome = "/app/crshome"
)
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I
SF Oracle RAC 配備シナリ
オ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラスタ

■

UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数のデータベース用の SF Oracle
RAC クラスタ

■

分離された Oracle トラフィックと MultiPrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC
クラスタ

■

NIC 結合、VCS IPC、PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラスタ

■

NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラスタ

■

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

■

Storage Foundation for Oracle RAC 環境での Storage Foundation for Databases
（SFDB）ツールの配備

UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む SF Oracle
RAC クラスタ
この項では、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
配備シナリオ

データベース Cache Fusion 用の UDP IPC を使って設定されてい
る Oracle RAC。

付録 I SF Oracle RAC 配備シナリオ
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推奨事項

PrivNIC エージェントを使用します。

メモ: PrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.1 バージョンのみ
でサポートされます。
サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac02_main.cf

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

共通の IP アドレスが Oracle Clusterware 通信と Oracle データベース Cache
Fusion で使われます。

■

Oracle Clusterware 通信と Oracle データベース Cache Fusion のトラフィックは、
LLT プライベート相互接続リンク経由で転送されます。

■

CFS/CVM/VCS メタデータは、LLT リンクとして設定されている 2 つの物理リンク上
の LLT 経由で行き来します。

■

リンクに障害が発生した場合、PrivNIC エージェントは、障害が発生したリンクから使
用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェールオーバーし
ます。 リンクが復元すると、IP アドレスは元のリンクにフェールバックされます。

図 I-1 に、UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む 2 ノードの SF Oracle RAC クラスタ
の論理設定を示します。
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UDP IPC と PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC クラスタ

図 I-1
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UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数の
データベース用の SF Oracle RAC クラスタ
この項では、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
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配備シナリオ

Oracle RAC はデータベース Cache Fusion 用に UDP IPC を使っ
て設定されています。

推奨事項

MultiPrivNIC エージェントを使います。

メモ: MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.1 バージョ
ンのみでサポートされます。
サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac03_main.cf

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

データベース Cache Fusion 用に、データベースごとに 1 つのプライベート IP アド
レスが使われます。 データベース Cache Fusion に使われるプライベート IP アドレ
スの 1 つは、Oracle Clusterware 通信で共有されます。
CFS/CVM/VCS メタデータもこれらのリンク経由で行き来します。

■

リンクに障害が発生した場合、MultiPrivNIC エージェントは、障害が発生したリンクか
ら使用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェールオー
バーします。 リンクが復元すると、IP アドレスは元のリンクにフェールバックされます。

図 I-2 に、UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数のデータベース用の 2 ノー
ドの SF Oracle RAC クラスタの論理設定を示します。
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UDP IPC と MultiPrivNIC エージェントを含む複数のデータベース
用の SF Oracle RAC クラスタ

図 I-2
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分離された Oracle トラフィックと MultiPrivNIC エージェ
ントを含む SF Oracle RAC クラスタ
この項では、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
配備シナリオ

Oracle RAC データベース Cache Fusion トラフィックが
CFS/CVM/VCS メタデータから分離されます。

推奨事項

MultiPrivNIC エージェントを使います。

メモ: MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.1 バージョ
ンのみでサポートされます。
サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac06_main.cf

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

データベース Cache Fusion に使われるプライベートネットワーク IP アドレスは、各
データベースの専用リンク上に設定されています。 これらのリンクは優先度の低い
LLT リンクとして設定されています。

■

Oracle Clusterware 通信に使われるプライベートネットワーク IP アドレスは、優先度
の高い LLT リンク上に設定されています。 このリンクは CFS/CVM/VCS メタデータ
の転送にも使われます。

■

リンクに障害が発生した場合、MultiPrivNIC エージェントは、障害が発生したリンクか
ら使用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェールオー
バーします。 リンクが復元すると、IP アドレスは元のリンクにフェールバックされます。

図 I-3 に、Oracle のトラフィックが VCS/CVM/CFS のトラフィックから分離されている 2
ノードの SF Oracle RAC クラスタの論理設定を示します。
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分離された Oracle トラフィックと MultiPrivNIC エージェントを含む
SF Oracle RAC クラスタ

図 I-3
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NIC 結合、VCS IPC、PrivNIC エージェントを含む SF
Oracle RAC クラスタ
この項では、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
配備シナリオ

LMX/LLT 上で VCS IPC を使用して Oracle RAC 10g データベース
Cache Fusion トラフィックを分散するために、VCS IPC 結合された
NIC インターフェースが別の NIC インターフェースと共に使用されま
す。

推奨事項

PrivNIC エージェントを使用します。

メモ: PrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.1 バージョンのみ
でサポートされます。
サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac01_main.cf

メモ: サンプルファイルの net1 インターフェースは、このシナリオで使
う結合された NIC インターフェースと置き換え、サンプルファイルの
net2 はこのシナリオの NIC3 インターフェースと置き換える必要があり
ます。

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

Oracle は、Cache Fusion のために LMX/LLT 上で VCS IPC を使用します。

■

Oracle データベース Cache Fusion と、LLT リンクとして設定されている結合された
NIC インターフェース上で行われる Oracle Clusterware 通信に、1 つの共通プライ
ベートネットワーク IP アドレスが使用されます。

■

Oracle Clusterware 通信は、その他の LLT プライベート相互接続で行われます。

■

Oracle データベース Cache Fusion および CFS/CVM/VCS メタデータは、3 つの
物理リンク上で LLT を介して行き来します。

■

結合された NIC インターフェースに障害が発生した場合、PrivNIC は障害が発生し
たリンクからその他の使用可能な LLT リンクへとプライベートネットワーク IP アドレス
をフェールオーバーします。 リンクが復元すると、IP アドレスは元のリンクにフェール
バックされます。

図 I-4 に、NIC 結合、VCS IPC、PrivNIC エージェントを含む 2 ノードの SF Oracle RAC
クラスタの論理設定を示します（Oracle RAC 10g）。
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NIC 結合、VCS IPC、PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC
クラスタ（Oracle RAC 10g）
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NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む SF
Oracle RAC クラスタ
この項では、次のシナリオに対して推奨される設定について説明します。
配備シナリオ

UDP IPC を含む Oracle RAC は、Oracle データベース Cache
Fusion トラフィックの分散のために結合された NIC インターフェース
を使うように設定されます。
2 つ目のリンクはスタンバイリンクとして設定されます。

推奨事項

PrivNIC エージェントを使用します。

メモ: PrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11.2.0.1 バージョンのみ
でサポートされます。
サンプル main.cf 設定
ファイル

次のサンプル main.cf ファイルに設定が記述されています。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/sfrac02_main.cf

メモ: サンプルファイルの net1 インターフェースは、このシナリオで使
う結合された NIC インターフェースと置き換え、サンプルファイルの
net2 はこのシナリオの NIC3 インターフェースと置き換える必要があり
ます。

ここで使われている設定は次のとおりです。
■

共通の IP アドレスが、Oracle Clusterware 通信と Oracle データベース Cache
Fusion（結合された NIC インターフェースの 2 つの基盤となる物理リンクに分散され
ます）に使われます。 結合された NIC インターフェースは単一の LLT リンクとして設
定されます。

■

CFS/CVM/VCS メタデータも結合されたリンク経由で行き来します。

■

結合されたリンクに障害が発生した場合、PrivNIC エージェントは、障害が発生したリ
ンクから使用可能な LLT リンクへと、プライベートネットワーク IP アドレスをフェール
オーバーします。 リンクが復元すると、IP アドレスは元のリンクにフェールバックされ
ます。

図 I-5 に、NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む 2 ノードの SF Oracle RAC
クラスタの論理設定を示します。
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NIC 結合、UDP IPC、PrivNIC エージェントを含む SF Oracle RAC
クラスタ
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サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成
図
次の CP サーバー構成図は、構成内で CP サーバーを設定する場合のガイドとして使う
ことができます。
■

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ:
p.509 の 図 I-6 を参照してください。

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントクラス
タ:

■

リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノードキャンパ
スクラスタ:

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数のクライアン
トクラスタ:

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラス
タ
図 I-6 は、2 つの一意なクライアントクラスタが 3 台の CP のサーバー（コーディネーショ
ンポイント）によって機能している構成を示しています。各クライアントクラスタは一意の
ユーザー ID を持ちます（UUID1 と UUID2）。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントク
ラスタ
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高可用性 CPS と 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアント
クラスタ
図 I-7 は、クライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル SCSI-3
LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
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クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクはディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する
クライアントクラスタ

図 I-7
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノー
ドキャンパスクラスタ
図 I-8 は、2 ノードキャンパスクラスタが 1 台のリモート CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスク（各サイトから 1 台）がディスクグループ vxfencoorddg に属しま
す。3 番目のコーディネーションポイントはシングルノード VCS クラスタの CP サーバー
です。
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 によって機能する 2 ノード
キャンパスクラスタ

図 I-8
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複
数のクライアントクラスタ
図 I-9 は、複数のクライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクがディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する
複数のクライアントクラスタ
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Storage Foundation for Oracle RAC 環境での
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツール
の配備
Storage Foundation for Oracle RAC（複数インスタンス Oracle）で SFDB ツールを配
備する場合、セットアップ設定は次の条件を反映します。
■

Oracle の複数インスタンスを使用する高可用性並列クラスタは、SF for Oracle RAC
のある sys1 と sys2 に設定されます。

■

データベースは sys1、sys2、sys3 でオンラインです。

■

データファイルは sys1、sys2、sys3 にマウントされ、共有されます。

■

SFDB ツールは sys1、sys2、sys3 にマウントされ、共有されます。

■

sys1、sys2、sys3 上で SFDB ツールコマンドを実行できます。

■

この設定ではクラスタ化された ODM がサポートされています。

次の図では、リポジトリディレクトリは Oracle マウントポイントに存在します。
Storage Foundation でのデータベースリポジトリの配備

図 I-10
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SF Oracle RAC の設定の場合、システムは同時にオンラインであり、クラスタ内でフェー
ルオーバー機構を使いません。
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CVM (Cluster Volume

Veritas Volume Manager のクラスタ機能。

Manager)
DMP（Dynamic
Multi-Pathing）

GAB（Group Atomic
Broadcast）
HA （高可用性）

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。
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。

main.cf

クラスタの設定が保存されるファイルです。
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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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