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

SF Oracle RAC について

■

SF Oracle RAC の動作（概要）

■

SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス

■

I/O フェンシングによるデータ破損の防止について

■

サポート対象 SF Oracle RAC オプション

SF Oracle RAC について
シマンテック社の SF Oracle RAC（Veritas Storage Foundation™ for Oracle® RAC）
は、Oracle Real Application Clusters（RAC）の堅牢なインフラとして使用でき、RAC
データベースの管理を簡素化します。SF Oracle RAC は、既存の Veritas ストレージ管
理とクラスタ化テクノロジを統合して、柔軟なソリューションを実現します。
SF Oracle RAC では、次のタスクを実行できます。
■

データセンターのアプリケーションとデータベースの管理に対する標準のアプローチ
を構築する。他のクラスタウェアは Oracle データベースしか扱えませんが、SF Oracle
RAC には既存の Veritas ストレージ管理とクラスタ化テクノロジが組み込まれており、
様々なアプリケーションとデータベースを柔軟にサポートします。管理者はこの製品
でも Veritas テクノロジの既存の専門知識を応用できます。

■

以前は CRS（Oracle Cluster Ready Services）として知られていた、Oracle
Clusterware と完全に一体化しながらデータベース管理を簡略化する Oracle RAC
用インフラを設定する。
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■

クラスタ内のデータベースごとに 8 つの RAC インスタンスへアクセスでき、拡張性と
可用性を向上させる。

■

ローカルでの高可用性サイトから、プライマリサイトとセカンダリサイトを備えた広域ディ
ザスタリカバリ環境へ移行する。

■

ボリュームレベルとファイルシステムレベルのスナップショットテクノロジを使って、デー
タベースのバックアップを作成し回復する。SF Oracle RAC は、稼動中のシステムへ
の負荷を軽減するオフホスト処理での完全なボリュームレベルのスナップショットと、
効率的なバックアップ処理とロールバック処理を含むファイルシステムレベルのスナッ
プショットに対応します。

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を使って、データストレージをデー
タ使用上の必要条件に合わせます。データは次に、データベース管理者（DBA）によ
り決定される、データ使用法およびその他の必要条件に基づき再配置されることがで
きます。

■

堅牢なスプリットブレイン保護を備えストレージ層でのデータの破損を予防する。

■

Oracle Cache Fusion で使われる高スループットで低遅延のテクノロジを備え、拡張
性を高める。

■

Oracle データベースファイルだけでなくあらゆる種類のファイルをノード間で共有す
る。

■

DMP（Dynamic Multipathing）を使って可用性と処理速度を向上する。DMP は幅
広いストレージアレイサポートを提供し、HBA スイッチや SAN（Storage Area Network）
スイッチでの故障や処理速度のボトルネックから保護します。

■

VCS シミュレータのクラスタ化テクノロジを使って、稼動中のシステムに影響を与える
ことなくクラスタ設定をモデル化しテストする。

■

Storage Mapping テクノロジとチューニング属性を使って、I/O 処理速度を最適化す
る。

SF Oracle RAC の動作（概要）
Real Application Clusters（RAC）は、複数のコンピュータの処理能力を利用する並列
データベース環境です。Oracle データベースは、ディスク上の表領域に格納されている
物理データです。Oracle インスタンスは、物理データベースへのアクセスを提供する一
連のプロセスと共有メモリです。具体的には、インスタンスにはクライアントに代わってデー
タを共有メモリに読み取ったり、データを変更するサーバープロセスや、変更されたデー
タをディスクに書き込むバックグラウンドプロセスがあります。
従来の環境では、一度にデータベースにアクセスするインスタンスは 1 つだけです。SF
Oracle RAC により、すべてのノードが同時に Oracle インスタンスを実行し、同じデータ
ベースに対してトランザクションを実行できます。このソフトウェアは、各ノードの共有デー
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タへのアクセスを調整し、整合性と完全性を提供します。各ノードの処理能力がクラスタ
全体に集積され、全体のスループットや処理速度が向上します。
概念レベルでは、SF Oracle RAC は、サービスグループに含まれるリソースを使って、ア
プリケーション（インスタンス）、ネットワーク、ストレージの各コンポーネントを管理するクラ
スタです。SF Oracle RAC クラスタには、Veritas Cluster Server（VCS）クラスタと同じプ
ロパティが多数あります。
■

各ノードは独自のオペレーティングシステムを実行します。

■

クラスタ相互接続によりクラスタ通信が可能になります。

■

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

■

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

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

I/O フェンシングのために使われる SCSI-3 コーディネータディスク

■

アプリケーションクラスタを形成し、コーディネータディスクおよびデータベースの両方
に接続されるノード

■

ストレージおよびバックアップのためのデータベース
SF Oracle RAC 基本レイアウトおよびコンポーネント

図 1-1
SCSI-3
ディスク

SCSI-3
ディスク

SCSI-3
ディスク

データベース

ノード 1

LLT
GAB

ノード 2
ネットワーク

クライアント

SF Oracle RAC はフェールオーバークラスタ環境に次の技術を追加します。この技術は
特に、Oracle RAC 環境のパフォーマンス、可用性、管理性を改善するために設計され
ています。
■

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

Oracle のディスク I/O 処理速度を最大化する Oracle Disk Manager（ODM）ライブ
ラリ。

■

クラスタメンバーシップと通信を管理するための Oracle Clusterware（以前の名称は
Cluster Ready Services: CRS）と RAC へのインターフェース。

図 1-2 は SF Oracle RAC 内部アーキテクチャを構成する技術を表します。
SF Oracle RAC は、故障への耐久性を高め、ダウンタイムや機能の中断を最小限に抑
える環境を提供します。複数のクライアントが複数のノード上にある同じデータベースに
アクセスし、1 つのノードに障害が発生した場合、そのノードに接続していたクライアント
は障害の発生していないノードに接続し直すだけで、アクセスを再開できます。SF Oracle
RAC 環境では、別の Oracle インスタンスがすでに稼動しているため、障害後のリカバリ
が、フェールオーバーされたデータベースのリカバリよりもはるかに高速です。リカバリプ
ロセスでは、障害が発生したノードによる未処理の REDO ログエントリの適用を行います。
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SF Oracle RAC のアーキテクチャ

図 1-2

OCI クライアント

ノード 2

ノード 1
リスナー

データベース
インスタンス

リスナー

HA
D

データベース
インスタンス

HA
D
Cache
Fusion
トラフィック

CFS

CFS

CVM

CVM

Vxfen

VCSMM

GAB

Vxfen

VCSMM

LMX

LMX

LLT

GAB
LLT

データベースの
内容:

制御
ファイル
オンライン
REDO ログ
ファイル

データ
ファイル

アーカイブ
ログ
ファイル
一時
ファイル

索引
ファイル

SF Oracle RAC のコンポーネント製品とプロセス
複数のノードで並列に動作するデータベースインスタンスに対する SF Oracle RAC での
管理方法を理解するには、Oracle RAC のインフラを実現するアーキテクチャと通信のし
くみを見直してください。
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表 1-1

SF Oracle RAC コンポーネント製品

コンポーネント製品

説明

CVM（Cluster Volume
Manager）

VxVM（Veritas Volume Manager）のテクノロジに基づいた共有ボ
リュームへの同時アクセスを可能にします。
p.27 の 「CVM（Cluster Volume Manager）」 を参照してください。

クラスタファイルシステム VxFS（Veritas File System）のテクノロジに基づいた共有ファイルシス
（CFS）
テムへの同時アクセスを可能にします。
p.29 の 「クラスタファイルシステム（CFS）」 を参照してください。
Database Accelerator

ODM（Oracle Disk Manage）API とのインターフェースを提供します。
p.32 の 「Oracle Disk Manager」 を参照してください。

VCS（Cluster Server）

Veritas Cluster Server のテクノロジを使って、Oracle RAC データベー
スとインフラコンポーネントを管理します。
p.33 の 「Veritas Cluster Server」 を参照してください。

RAC Extensions

クラスタメンバーシップとクラスタノード間の通信を管理します。
p.36 の 「RAC の機能拡張」 を参照してください。

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

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

データスタック

ノード 1

データ
フロー

ノード 2

Oracle RAC
インスタンス
LGWR
ARCH
CKPT
DBWR

Oracle RAC
インスタンス
LGWR
ARCH
CKPT
DBWR

ODM

ODM

CFS

CFS

CVM

CVM

ディスク I/O

データベース
の内容:

データ
フロー

ディスク I/O

制御
ファイル

REDO
ログ
ファイル

データ
ファイル

アーキ
テクチャ
ストレージ

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

図 1-4

ノード 1

ノード 2

VCS クラスタ状態
Oracle
RAC

VCS
コア

ODM

CFS

Oracle
RAC

Cache Fusion/Lock
Mgmt
LLT
/
GA
B

データファイル管理

LLT/
GAB

ODM

VCS
コア

ファイルシステム
メタデータ
CFS
ボリューム管理

CVM

CVM

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

LLT（Low Latency Transport）
LLT は、高速なカーネル間通信を提供し、ネットワーク接続を監視します。LLT は、IP ス
タックの代わりとして機能し、優れた処理速度を提供します。また、Data Link Protocol
Interface（DLPI）層で直接稼動します。IP ではなく LLT を使うことで、IP スタックに関連
する遅延とオーバーヘッドが削減されます。
LLT の主な機能は、トラフィック分散、ハートビート、RAC プロセス間通信（VCSIPC）のサ
ポートです。
■

トラフィック分散
LLT は、利用できるすべてのクラスタ相互接続リンク全体にノード間通信を分散（負
荷分散）します。すべてのクラスタ通信は、処理速度と耐障害性を維持するために、8
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リンクまでのネットワークリンク全体に均等に分散されます。リンクに障害が発生する
と、LLT によりトラフィックが残りのリンクにリダイレクトされます。
■

ハートビート
LLT は、ネットワークリンクを介してハートビートトラフィックを送受信する役割を持ちま
す。GAB の Group Membership Services 機能はハートビートを使って、クラスタメ
ンバーシップを決定します。

■

VCSIPC
RAC プロセス間通信（VCSIPC）は、これらの通信に VCSIPC 共有ライブラリを使いま
す。VCSIPC は、LLT のすべての機能を利用し、LMX（LLT マルチプレクサ）を使っ
て、異なるノード上にある Oracle プロセス間の高速データ転送を提供します。

GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）
GAB プロトコルは、クラスタメンバーシップとクラスタの通信を担います。
図 1-5 は GAB メッセージングを使ったクラスタ通信を表します。
図 1-5

クラスタ通信

GAB メッセージ
サーバー

クラスタメンバーシップ
および状態
データファイル管理
NIC
NIC

ファイルシステム
メタデータ

NIC
NIC

ボリューム管理

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

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

■

■

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

■

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

■

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

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

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

HAD

a

h

GLM

v

CFS

vxconfigd

b

kmsg

VXFEN

CVM

w

f

ODM
odmlib.h
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メンバーシップ

図 1-6

o
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他のインスタンス/クラスタメンバー

さまざまな GAB ポートの詳細については、
p.258 の 「GAB ポートメンバーシップ」 を参照してください。

CVM（Cluster Volume Manager）
CVM は Veritas Volume Manager を拡張する業界標準のストレージ仮想化プラット
フォームです。CVM は、VxVM の概念を複数のノードまで拡張します。各ノードは、同じ
論理ボリュームレイアウトを認識し、さらに重要なこととして、すべて同じ状態のボリューム
リソースを認識します。
CVM は、ストライプ化、ミラー化および代替ホストバックアップのためのミラーの分離（ス
ナップショット）などの処理速度強化機能をサポートします。クラスタ内の 1 つのノードか
ら標準 VxVM コマンドを使って、すべてのストレージを管理できます。その他のノードは、
ディスクグループやボリューム設定に変更があれば、直接入力を伴わずに即時にそれら
を認識します。

CVM のアーキテクチャ
CVM は「マスターとスレーブ」のアーキテクチャを使って設計されています。クラスタ内の
1 つのノードが論理ボリューム設定の管理マスターノードとして機能し、その他のすべて
のノードはスレーブノードとして機能します。既存のマスターが失敗した場合は、任意の
ノードがマスターをテイクオーバーできます。CVM マスターは、各クラスタに 1 つずつ存
在し、GAB と LLT を使って設定データを転送します。
VxVM の場合と同様に、Volume Manager 設定デーモン vxconfigd は、論理ボリュー
ムの設定を維持します。このデーモンは、カーネルレベルでオペレーティングシステムを
更新することにより、ボリュームに対する変更を処理します。たとえば、ボリュームのミラー
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に障害が発生すると、そのミラーはボリュームから切断されます。vxconfigd が正しいア
クションを決定し、新しいボリュームレイアウトを更新して、カーネルに新しいボリュームレ
イアウトを通知します。CVM はこの動作を複数のノードまで拡張し、ボリューム変更をマ
スター vxconfigd に伝達します。
メモ: マスターノードで、オペレータによる変更を実行する必要があります。
マスター vxconfigd プロセスはこれらの変更をスレーブ vxconfigd プロセスにプッシュ
し、各スレーブプロセスはローカルカーネルを更新します。
CVM は、ノード間の書き込みロックを強制しません。各ノードは、ストレージの任意の領
域を自由に更新できます。すべてのデータの完全性は、上位アプリケーションが責任を
持ちます。アプリケーションの視点から見ると、スタンドアロンシステムは CVM システムと
同じように論理ボリュームにアクセスします。
CVM は、統一型共有ストレージモデルを採用しています。すべてのノードは、特定のディ
スクグループとして、同じディスク群に接続する必要があります。物理ディスク群全体から
特定のディスクグループを検出できないノードは、そのディスクグループをインポートでき
ません。設定されているディスクを認識できないノードは、CVM により、そのディスクグルー
プ自体を使えなくなります。

CVM 通信
CVM 通信には、種類の異なる通信に対応した様々な GAB ポートが必要になります。こ
れらのポートの図については、図 1-6 を参照してください。
CVM 通信は次の GAP ポートを要します。
■

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

■

ポート v
CVM はカーネル間の通信にポート v を使います。特定の設定イベントでは、あるア
クションですべてのノード間の調整が必要になります。同期イベントの例としては、サ
イズ変更操作があります。CVM では、メンバー間でサイズが混在しないように、すべ
てのノードが新しいサイズか古いサイズを参照するように保証する必要があります。
CVM はまた、このポートを使って、GAB からクラスタメンバーシップを入手し、クラスタ
内にある他の CVM メンバーの状態を判断します。
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CVM のリカバリ
ノードがクラスタから離脱すると、GAB により、既存のクラスタノード上の CVM に新しいメ
ンバーシップが配信されます。CVM が通知を受ける前にフェンシングドライバ（VXFEN）
によってスプリットブレインのシナリオは確実に解決されます。次に CVM は、ノードの終
了後に一貫性のない状態になっている可能性のある共有ボリュームのミラーのリカバリを
開始します。
データベースファイルの場合、ODM が SmartSync オプションで有効になっていると、
Oracle Resilvering はミラー化ボリュームのリカバリを処理します。非データベースファイ
ルの場合、このリカバリは、DRL（Dirty Region Logging）を使って最適化されます。DRL
は、特別な目的を持った VxVM サブディスクに格納されたマップで、ミラー化ボリューム
に追加プレックスとして接続されます。DRL サブディスクが共有ボリュームに対して作成
されると、サブディスクのサイズは、クラスタノードの数に応じるように自動的に評価されま
す。共有ボリュームで FlashSnap（Fast Mirror Resync）が有効になっている場合、自動
的に作成された DCO（Data Chnage Object）ログボリュームには DRL が埋め込まれま
す。DRL または DCO がない場合、CVM は完全ミラー再同期を行いません。

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

マスターノードで設定コマンドを起動します。

■

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

■

ディスクグループはノードごとにアクティブ化されます。

■

共有ディスクグループは CVM の起動時に自動的にインポートされます。

クラスタファイルシステム（CFS）
CFS では、同じファイルシステムを複数のノード上で同時にマウントできます。業界標準
の Veritas File System の機能拡張になります。別のノードを介してストレージにデータ
を送信する他のファイルシステムとは異なり、CFS は、真の SAN ファイルシステムです。
すべてのデータトラフィックは SAN 上にあり、メタデータのみがクラスタ相互接続を横断
します。
データの読み書きに SAN の構造を使うことに加え、CFS は、バックアップの作成と回復
にストレージチェックポイントとロールバックを使えます。
一般的な SF Oracle RAC 設定では、クラスタストレージへのアクセスに CFS を使います。
CVM ボリュームへの RAW アクセスも可能ですが、一般的な設定には組み込まれていま
せん。
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CFS のアーキテクチャ
SF Oracle RAC では、大規模なデータベース環境でファイルシステムを管理するために
CFS が使われます。CFS は VxFS の拡張で、動作方法は似ています。また、メタデータ
とデータをメモリにキャッシュします。通常、これはバッファキャッシュまたは vnode キャッ
シュと呼ばれます。CFS は、GLM（Global Lock Manager）と呼ばれる分散ロック機構を
使い、すべてのノードで一貫したファイルシステムのビューを確保します。GLM は、i ノー
ドやフリーリストなどのファイルシステムメタデータへのアクセスを調整することによって、
複数のノードでメタデータとキャッシュが一致するようにしています。GLM の役割はファイ
ルごとのシステムを基準に設定され、負荷分散を有効にします。
CFS にはプライマリ/セカンダリアーキテクチャが組み込まれています。クラスタ内のノード
の 1 つはファイルシステムのプライマリです。すべてのノードでデータの作成、削除、サイ
ズ変更が可能ですが、実際の操作は GLM マスターノードによって行われます。ファイル
の作成後、GLM マスターノードは、ノード間でデータが一貫するようにロックを認可しま
す。たとえば、あるノードがファイルのブロックを修正する場合、同じファイルをキャッシュ
保存している可能性のある他のノードで、このキャッシュに保存されたコピーが無効にな
るように、排他ロックを実行する必要があります。
SF Oracle RAC の設定では、GLM ロックの使用は最小限に抑えられています。Oracle
RAC は ODM インターフェースを介してファイルシステムにアクセスし、独自のロックを操
作します。（GLM ではなく）Oracle のみがデータをバッファし、ファイルへの書き込み操
作を調整します。ロックとバッファリングを 1 か所だけで行うことで、最大の処理速度を得
ることができます。GLM ロックは、作成やサイズ変更の操作時などファイルのメタデータ
が変更したときにのみ関与します。

CFS 通信
CVM 通信には、種類の異なる通信に対応した様々な GAB ポートが必要になります。こ
れらのポートの図については、図 1-6 を参照してください。
CFS は、GLM ロックとメタデータ通信にポート f を使います。SF Oracle RAC の設定で
は、ファイルのメタデータが変更したときを除き、GLM ロックの使用は最小限に抑えられ
ています。

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

ファイルの容易な作成と拡張など、管理性の向上
ファイルシステムを使わない場合は、Oracle に対して固定サイズパーティションを提
供する必要があります。CFS を使うと、将来の必要条件に対応できるよう、ファイルシ
ステムを動的に拡張できます。CVM マスターおよび CFS プライマリから vxresize コ
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マンドを使い、CFS ファイルシステムのサイズを動的に変更します。vxresize につい
て詳しくは、vxresize(1)、fsadm_vxfs(1) の各マニュアルページを参照してください。
■

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

■

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

CFS 設定の相違点
CFS ファイルシステムを共有としてマウントする最初のノードが、そのファイルシステムの
プライマリノードになります。他のすべてのノードは、そのファイルシステムの「セカンダリ」
になります。
任意のノードから fsclustadm コマンドを使って、どのノードがプライマリかを確認し、CFS
プライマリノードを特定のファイルシステム用に設定します。
それぞれのノードから別々にクラスタファイルシステムをマウントします。mount コマンドの
-o cluster オプションは、共有モードでファイルシステムをマウントします。共有モード
では、複数のノードのマウントポイントにファイルシステムを同時にマウントできます。
VxFS ファイルシステムで、ファイルシステムのサイズ変更、断片化解消、ディレクトリの再
編成、ラージファイルフラグの問い合わせまたは変更などのオンライン管理機能に fsadm
ユーティリティを使う場合、プライマリノードから fsadm を実行します。セカンダリから実行
すると、このコマンドは失敗します。

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

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

■

VxVM などの RAW デバイスを使う場合、データベースアカウントが永続的に所有す
るように、ボリュームの権限を設定します。
次に例を示します。
# vxedit -g dgname set group=oracle owner=oracle mode 660 ¥
/dev/vx/rdsk/dgname/volume_name

VxVM はインポート時にボリュームの権限を設定します。VxVM ボリューム、および
そこで作成されたあらゆるファイルシステムは、Oracle データベースアカウントで所有
される必要があります。

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

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

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

データ整合性のためのロック

■

システムコールとコンテキストスイッチの軽減

■

I/O 並列処理の向上

■

効率的なファイル作成とディスク割り当て
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通常、ファイルシステムを使ったデータベースでは、さらに次のようなオーバーヘッドが発
生します。
■

下位のディスクからファイルシステムキャッシュにデータを読み込むため、CPU とメモ
リが余計に使用される。この場合、ファイルシステムキャッシュから Oracle キャッシュ
へのデータのコピーが必要になります。

■

一度に一人しか書き込めないようファイルがロックされる。Oracle がロックを実行でき
るようになると、行レベルでロックを細分化ができます。

■

一般的なファイルシステムでは、I/O を実行するときに標準的な同期 I/O ライブラリを
使う。Oracle は、RAW デバイスで KAIO（Kernel Async I/O）ライブラリを使って、処
理速度を改善します。

ODM 通信
ODM は、ポート d を使って、他の ODM インスタンスと通信し、OMF（Oracle Managed
Files）のファイル管理機能をサポートします。OMF を使うと、DBA は db datafile、
controlfile、logfile の各名前と自動的に名前が付けられるその構造に対して init.ora
パラメータを設定できます。OMF では、DBA が表領域を削除したときに、物理的なデー
タファイルを自動削除できます。
ODM およびポート d の図については、図 1-6 を参照してください。

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

VCS のアーキテクチャ
HAD（High Availability Daemon）は各ノードで動作する主 VCS デーモンです。HAD
はGAB および LLT 上で通信することにより、クラスタ設定の変更を追跡し、リソース状況
を監視します。HAD はすべてのアプリケーションサービスを、エージェントを使って管理
します。これはリソース（特定のハードウェアまたはソフトウェアエンティティ）を管理するた
めにインストールされたプログラムです。
VCS のアーキテクチャは、拡張性と効率性を高めるモジュール式になっています。した
がって、HAD は、VCS の制御下での Oracle または他のアプリケーションの起動方法を
認識する必要がありません。また、エージェントを追加して、エンジン（HAD）に影響を与
えることなく別のリソースを管理することができます。エージェントはローカルノード上の
HAD とのみ通信し、HAD が他のノード上の HAD プロセスと状態を通信します。エージェ
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ントはシステム間で通信する必要がないので、VCS はクラスタ相互接続上のトラフィックを
最小限に抑えることができます。
SF Oracle RAC には、VCS で CVM、CFS、Oracle のエージェントを管理するための特
定のエージェントが用意されています。

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

クラスタ設定ファイル
VCS では、デフォルトの設定で次の 2 つの設定ファイルを使います。
■

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

■

types.cf ファイルはリソースタイプを定義します。クラスタ内の各リソースは一意の名
前で識別され、各自のタイプによって分類されます。VCS には、ストレージ、ネットワー
クおよびアプリケーションサービス用の事前定義された一連のリソースタイプが含まれ
ています。

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

Oracle RAC
CRS（Cluster Ready Services）、OCR（Oracle Cluster Registry）、アプリケーションリ
ソース、および投票ディスクについての次の情報を確認します。
メモ: 詳しくは、Oracle RAC のマニュアルを参照してください。

Oracle クラスタウェア
CRS（Cluster Ready Services）として知られる Oracle クラスタウェアは、メンバーシップ、
グループサービス、グローバルリソース管理、データベースなどを含む、Oracle のクラス
タ関連機能を管理します。
CRS はすべての Oracle RAC インスタンスで必要です。また、CRS は Oracle 10g と
Oracle 11g に対してのみ適用可能です。
CRS は、次の主なコンポーネントを必要とします。
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■

クラスタ通信を可能にするクラスタ相互接続

■

相互接続上でのクラスタ通信で使われるプライベート仮想 IP アドレス

■

クライアント通信で使われるパブリック仮想 IP アドレス

■

各ノードがアクセス可能な共有ストレージ

OCR（Oracle Cluster Registry）
OCR（Oracle Cluster Registry）には、Oracle RAC と CRS の、クラスタとデータベースの
設定情報と状態情報が含まれます。
これは、VCS の main.cf ファイルとメモリ内設定にほぼ似ています。ただし、1 つのプロ
セスだけが、ディスク上の OCR ファイルへの I/O を実行します。
OCR 内で維持される情報は次のとおりです。
■

ノードのリスト

■

データベースインスタンスからノードへのマッピング

■

CRS アプリケーションリソースのプロファイル

■

CRS 制御下にあるリソースのプロパティを定義するリソースプロファイル

■

CRS リソース間の依存関係を定義するルール

■

クラスタの現在の状態

OCR のデータは、各ノードがアクセスできる共有 RAW ボリュームまたはクラスタファイル
システムに存在します。Oracle RAC 10g の場合、100 MB 以上のディスク領域が必要で
す。Oracle RAC 11g の場合、256 MB 以上のディスク領域が必要です。
障害から保護するため、OCR に対して冗長ストレージを指定できます。破損やディスク障
害のために OCR にアクセスできなくなると、CRS はノードでエラーを発生させます。Oracle
は OCR データのバックアップを自動で作成します。CRS の設定を変更する前に、OCR
の内容をエクスポートすることもできます。このようにしておくと、設定の問題が発生して
CRS を再起動できなくなった場合に、もとの内容をリストアできます。

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

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

投票ディスク
投票ディスクとは、クラスタノードのメンバーシップを維持するために CRS が使うハートビー
ト機構です。投票ディスクのデータは、各ノードがアクセスできる共有 RAW ボリュームま
たはクラスタファイルシステムに存在します。
CRS の ocssd プロセスは、クラスタノードメンバーシップ情報とグループメンバーシップ情
報を RAC インスタンスに提供します。各ノードで、ocssd プロセスは 1 秒ごとにハートビー
トを投票ディスクに書き込みます。ノードが投票ディスクにアクセスできない場合、CRS は、
クラスタがスプリットブレイン状態であると判断し、ノードでパニックを発生させます。

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

Veritas Cluster Server Membership Manager
RAC インスタンス間のロックを調整することによってデータの整合性を保護するため、
Oracle は、どのインスタンスがデータベースにアクティブにアクセスしているかを知る必
要があります。Oracle には、メンバーシップ情報を取得するための skgxn（System Kernel
Generic Interface Node Membership）と呼ばれる API が備わっています。SF Oracle
RAC では、Oracle RAC のインストール後に、Oracle にリンクされるライブラリとしてこの
API が実装されます。Oracle は、リンクされた skgxn ライブラリを使って、VCSMM に対
する ioctl 呼び出しを行います。続いて、この呼び出しがポート o で GAB と通信すること
によって、クラスタとインスタンスのメンバーシップ情報を取得します。
VCSMM、skgxn ライブラリ、ポート o 間の接続の図については、図 1-6 を参照してくだ
さい。
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LLT マルチプレクサ
Oracle インスタンスでは、プロセス間通信に skgxp ライブラリを使います。このインター
フェースにより、Oracle はインスタンスのプロセス間で通信できます。
SF Oracle RAC には、インストール時に Oracle に動的にリンクされ、skgxp 機能を実装
するためのライブラリがあります。このモジュールは、ioctl 呼び出しを使って LLT マル
チプレクサ（LMX）と通信します。
LMX モジュールは、skgxp モジュールから通信を受け取り、他のノード上の正しいインス
タンスの正しいプロセスにその通信を渡すためのカーネルモジュールです。LMX モジュー
ルは、他のノードにある複数のプロセス間の通信を多重化します。LMX は、負荷分散や
耐障害性などの LLT のすべての機能を利用します。
メモ: LLT マルチプレクサは、Oracle 11g ではサポートされません。

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

Oracle とキャッシュフュージョントラフィック
Oracle のキャッシュフュージョントラフィック用にプライベート IP アドレスが必要です。
■

Oracle 10g では、Veritas Cluster プロセス間通信（VCSIPC）は Oracle キャッシュ
フュージョンをサポートし、Oracle キャッシュフュージョン用の API を提供します。API
は libskgxp ライブラリを通して提供されます。libskgxp ライブラリは LLT マルチプレ
クサ（LMX）への呼び出しを作ります。LMX は LLT（Low Latency Transport）を使っ
て、プライベート相互接続を越えてデータを送信します。LMX はリンク集約とプライ
ベートリンクの冗長性も提供します。

■

Oracle 11g では、シマンテック社は Oracle のキャッシュフュージョン用の
MultiPrivNIC エージェントと UDP/IP サポートを提供します。
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I/O フェンシングによるデータ破損の防止について
I/O フェンシングは、クラスタでの通信停止という事態で、データ破損を防ぐ機能です。
クラスタが高可用性を提供するには、ノードの障害時に修正アクションを実行する機能が
必要です。このような場合、SF Oracle RAC は変更されたメンバーシップを反映するよう
にそのコンポーネントを設定します。
ノードの障害を検出する機構が壊れた場合も、ノードに障害が発生したときと同じ現象が
起こるため、問題が発生します。たとえば、2 ノードクラスタ内のシステムにノード障害が
発生した場合は、プライベートインターコネクト上でのハートビートの送信が停止します。
残りのノードが修復動作を実行します。ノード自体ではなく、プライベートインターコネクト
に障害が発生した場合も、同じ症状が現れます。この場合、各ノードは、相手にノード障
害が発生して切り離されていると判断します。このような場合は、両方のノードが無秩序
にデータストレージを制御しようとするため、通常はデータの破損につながります。
プライベートネットワークの障害の他にも、このような状況が生じる可能性があります。シス
テムが非常にビジー状態で、応答がないか、または停止しているように見える場合、他の
ノードによりシステムがダウンしたと見なされることもあります。これは、ハードウェアが「中
断」と「再開」機能をサポートしているノードでも発生する可能性があります。中断によって
ノードが PROM レベルに落ち、その後で処理を再開する場合、他のノードはシステムが
ダウンしたと見なす可能性があります。後でシステムが復帰し、再度書き込みを開始した
場合でも、これが発生する可能性があります。
SF Oracle RAC は、I/O フェンシングを使って、スプリットブレインに関するリスクを排除し
ます。I/O フェンシングは、アクティブクラスタのメンバーの書き込みアクセスを許可しま
す。I/O フェンシングは、非メンバーからのストレージへのアクセスをブロックします。I/O
フェンシングは、有効なノードもブロックするので、障害の原因になることはありません。
図 1-7 は、各ノードがオーダーエントリを接続されたディスクエントリに書き込む、4 ノード
クラスタの図を表します。4 つのノード間のプライベートネットワーク接続が切断される（次
の図ではノード A と他の 3 ノード間）と、スプリットブレイン状況が発生し、ディスクアレイ
にデータ破損の可能性が伴います。I/O フェンシングプロセスは、ノード A をクラスタから
遮蔽することにより、スプリットブレインおよびすべてのデータ破損を防ぎます。
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プライベートネットワーク切断と I/O フェンシングソリューション

図 1-7
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SCSI-3 Persistent Reservation について
SCSI-3 PR（SCSI-3 Persistent Reservations）は、I/O フェンシングに必要で、クラスタ
化された SAN 環境における SCSI 予約の使用に関する問題を解決します。SCSI-3 PR
は、1 つのデバイスに複数のノードがアクセスできるようにするのと同時に、その他のノー
ドのアクセスをブロックします。
SCSI-3 の予約は SCSI バスのリセット後も永続し、ホストからディスクへの複数のパスもサ
ポートします。一方、SCSI-2 の予約では、1 つのパスと 1 つのホストによってのみ使えま
す。データの完全性のためにデバイスへのアクセスをブロックする必要がある場合は、1
つのホストと 1 つのパスのみがアクティブなまま残ります。複数のノードが制御された状態
でストレージに読み書きする大規模クラスタでは、SCSI-II の予約では不十分です。
SCSI-3 PR は、登録と予約の概念を使います。各システムは、SCSI-3 デバイスにキーを
登録します。キーを登録する複数のシステムはメンバーシップを形成し、予約（通常は
WERO（Write Exclusive Registrants Only）と設定）を確立します。WERO 設定は、登
録されたシステムだけが書き込み操作を実行できるようにします。特定のディスクに対し
て存在する予約は 1 つだけですが、登録は多数可能です。
SCSI-3 PR テクノロジを使うことにより、デバイスから登録を削除するだけで、簡単に書き
込みアクセスをブロックできます。登録されたメンバーのみが別のメンバーの登録を解除
できます。別のメンバーの登録を解除しようとするメンバーは、［獲得と中止（preempt and
abort）］コマンドを発行します。ノード登録の解除は不可分であり、原子的なものです。登
録を解除されたノードは別のノードの登録を解除することはできません。SF Oracle RAC
では、1 つのノードは、デバイスのすべてのパスに対して同じキーを登録します。一度、
［獲得と中止（preempt and abort）］コマンドを実行すると、ストレージデバイスのすべて
のパスから 1 つのノードを解除します。
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I/O フェンシングの操作について
カーネルベースのフェンシングモジュール（vxfen）によって提供される I/O フェンシング
は、ノードの障害と通信障害の発生時に同じように実行されます。ノード上のフェンシン
グモジュールは、GAB モジュールからクラスタメンバーシップの変更を通知されると、ただ
ちにフェンシング操作を開始します。そのノードは、「獲得と中止（preempt and abort）」
コマンドを使って、停止したノードの登録キーをコーディネータディスクから削除しようとし
ます。切断されたノードをコーディネータディスクから解除することに成功すると、ノード
は、停止したノードの登録をデータディスクから解除します。スプリットブレインの状況で
行われる場合は、スプリットブレインが発生した各ノードがコーディネータディスクの制御
の取得をめぐって競合します。コーディネータディスクの定足数を取得した側が勝者にな
り、敗者に対するフェンシングを実行します。敗者は、パニックした後、システムを再起動
します。

I/O フェンシング通信について
vxfen ドライバは、GAB ポート b に接続して、クラスタメンバーシップの変更を傍受します
（再設定メッセージ）。メンバーシップの変更中、フェンシングドライバは、共有ディスクへ
のアクセスを許可するために、どのシステムがクラスタのメンバーであるかを判断します。
p.26 の 「ローレベルでの通信:GAB とプロセスとのポート関係」 を参照してください。
フェンシング操作の完了後、ドライバは、再設定メッセージを上位のモジュールに渡しま
す。CVM は、共有ディスクグループのデータドライブのフェンシングを扱います。ノードが
GAB クラスタに正常に参加し、ドライバが既存のスプリットブレインがないことを確認した
後で、CVM はすべての共有ディスクグループをインポートできます。CVM マスターは、
各ディスクグループのインポート順とキーを調整します。各スレーブはクラスタに参加する
ときにディスクグループとキーの CVM リストを受け入れ、キーの最初のバイトにその適切
な数字を付加します。続いて各スレーブはディスクグループのすべてのドライブにキーを
登録します。

サポート対象 SF Oracle RAC オプション
SF Oracle RAC は、省略可能な製品機能を使う次の作業をサポートします。
■

データベースの管理

■

クラスタのセキュリティ保護

■

複数クラスタの管理

■

ストレージの管理

■

リモートサイトへのデータのレプリケーション

第 1 章 Storage Foundation for Oracle RAC の概略
サポート対象 SF Oracle RAC オプション

SF Oracle RAC を使ったデータベース管理
SF Oracle RAC データベース管理オプションは以下を含みます。
■

Veritas Storage Checkpoint と Veritas Database Flashsnap を使った、ボリューム
レベルとファイルシステムレベルでのデータのバックアップと回復の機能。

■

Database Dynamic Tiered Storage を使った、階層ストレージの管理の機能。スト
レージの経済効率を最大化するため、ポリシーを設定し、ファイルを移動することがで
きます。

■

Veritas Storage Mapping を使った、I/O 処理速度の評価またはトラブルシューティ
ングの機能。マッピング情報にアクセスして、ファイルのあるストレージの階層を詳しく
理解できます。

SF Oracle RAC を使ったクラスタのセキュリティ保護
Symantec Product Authentication Service は、Symantec 製品に対して共通の省略
可能な機能です。既存ネットワークのオペレーティングシステムドメイン（NIS や NT など）
やプライベートドメインに基づいて ID 情報の有効性を確認します。認証サービスにより、
Symantec アプリケーションのクライアントやサービスの間の通信チャネルが、メッセージ
の整合性と機密性サービスを通じて保護されます。
認証サービスをインストールする前に、『Symantec Product Authentication Service イ
ンストールガイド』を参照してください。このマニュアルは、Veritas ソフトウェアディスクの
次の場所に収録されています。
authentication_service/docs/vxat_install.pdf
Symantec Product Authentication Service では、認証用のデジタル証明書や、パブ
リックネットワークで通信を暗号化する SSL を使って、安全な通信を提供します。認証サー
ビスを使うように SF Oracle RAC を設定すれば、次の通信を安全に行うことができます。
■

クラスタノードとクライアント間、たとえば、VCS Java と Web コンソールの間など。
SF Oracle RAC のインストールと設定処理を行っている間に、クラスタの認証サービ
スを設定できます。
インストール後に認証サービスを有効にする場合は、『Veritas Cluster Server ユー
ザーズガイド』を参照してください。

■

Veritas クラスタサーバー管理コンソールの管理サーバーによる SF Oracle RAC クラ
スタの集中管理。

セキュアモードでクラスタの設定を行うには、SF Oracle RAC では、企業内のシステムを
ルートブローカーとして設定し、クラスタ内のすべてのノードを認証ブローカーとして設定
する必要があります。
■

ルートブローカー
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ルートブローカーは主要な登録認証機能として機能します。自己署名した証明書が
あり他のブローカーを認証できます。ルートブローカーは、認証ブローカーの初期作
成時にのみ使います。
■

認証ブローカー
認証ブローカーは中間の登録認証局として機能します。認証ブローカーにはルート
が署名した証明書があります。SF Oracle RAC クラスタ内の各ノードは認証ブローカー
として機能します。

共通 Web コンソールサーバーを使った複数の SF Oracle RAC クラスタ
の管理
Veritas Cluster Server 管理コンソールは、高可用性管理ソリューションです。クラスタ管
理コンソールオプションを SF Oracle RAC とともに使って、単一 Web コンソールから複
数クラスタを監視および管理できます。SF Oracle RAC ノードは、サーバーを使ってノー
ドを管理する前に、クラスタ管理コンソールで検出する必要があります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理コンソール実装ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC を使ったリモートサイトへのデータのレプリケーション
VCS のグローバルクラスタ機能は、広域フェールオーバーおよびディザスタリカバリを実
現します。これらは高可用性およびディザスタリカバリ（HA/DR）とも呼ばれます。ローカ
ルクラスタは、各サイトまたは建物にローカルフェールオーバーを提供します。ローカル
クラスタでは、市や地域全体に影響を与えるような洪水やハリケーンおよび地震などの大
規模な災害によるシステム停止に対する保護はできません。このようなシステム停止に
よって、クラスタ全体が影響を受けることになります。グローバルクラスタ化は、このような
大規模な災害が発生しても、データの可用性を保証します。グローバルクラスタ化を行う
と、かなり離れた場所にあるクラスタ間でもアプリケーションが移行されます。
VCS を使うと、別々の場所で実行しているクラスタをリンクし、クラスタ間でサービスグルー
プを切り替えることができます。グローバルクラスタ化では、クラスタの障害に対して完全
に保護されます。
グローバルクラスタの動作を理解するために、グローバルクラスタを使って設定した次の
Oracle RAC データベースの例を参照してください。Oracle RAC は、クラスタ A とクラス
タ B にインストールされ、設定されています。Oracle データは各クラスタ内の共有ディス
クに格納され、クラスタ間でレプリケートすることにより、データの同時性が保たれます。
Oracle の VCS サービスグループはクラスタ A のノード上でオンラインになっており、クラ
スタ A およびクラスタ B でフェールオーバーするように設定されています。
VCS は、継続的にクラスタ間のイベントを監視し、通信します。クラスタ間の通信により、
グローバルクラスタ環境でグローバルサービスグループの状態が常に認識されているこ
とが保証されます。クラスタ A にエラーが発生した場合、サービスグループをリモートクラ
スタ B にフェールオーバーできます。また VCS は、新しい場所でアプリケーションがオン
ラインになると、クライアントをリダイレクトします。
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サポートされているレプリケーション技術
SF Oracle RAC は、いくつか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ともに
VVR（Veritas Volume Replicator）をサポートします。VVR は、完全統合された Veritas
Volume Manager のコンポーネントです。これを使って、データを任意の標準 IP ネット
ワーク上のリモートロケーションにレプリケートすることで、データの連続的な可用性が実
現します。
SF Oracle RAC は、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をサポートしま
す。
■

EMC SRDF

■

Hitachi TrueCopy

■

IBM Metro Mirror

■

EMC MirrorView

■

IBM SAN Volume Controller（SVC）

■

Oracle Data Guard
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2
設定における最善の方法
この章では以下の項目について説明しています。
■

設定における最善の方法について

■

クラスタ設定

■

Oracle 設定のベストプラクティス

■

データベースストレージ設定のベストプラクティス

■

データベーススナップショットとバックアップオプション

■

データベースストレージ最適化オプション

設定における最善の方法について
SF Oracle RAC には、さまざまな環境の必要条件をサポートするための設定オプション
があります。特定の必要条件に応じて、クラスタ設定、Oracle の設定、またはストレージ
設定を最適化できます。
メモ: このマニュアルでは、「$」の付いたコマンド例はすべて oracle ユーザーのコマンド
で、「#」の付いたコマンド例はすべて root ユーザーのコマンドです。このマニュアルで
は、これらの例に使用しているファイルまたはディレクトリへの絶対パスは、必ずしも記載
していません。PATH 変数と MANPATH 変数を設定していることを確認してください。
PATH 変数と MANPATH 変数を設定するには
p.54 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。
p.54 の 「MANPATH 変数の設定」 を参照してください。
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クラスタ設定
クラスタ設定オプションには、次のものが含まれます。
■

ベーシックな共有ストレージクラスタ

■

セキュアな共有ストレージクラスタ

■

キャンパスまたはメトロポリタン共有ストレージクラスタ

■

グローバルクラスタ

表 2-1
クラスタ設定

必要条件

利点

ベーシックな共有ストレージクラ 最小限の必要条件
単純で、拡張性があります
スタ
最小限の必要条件について詳
しくは、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC
インストール/設定ガイド』を参照
してください。
セキュアな共有ストレージクラス ルートブローカーと認証に関す 追加のセキュリティ
タ
る追加の設定
設定の必要条件については、
『Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC インストール/
設定ガイド』を参照してくださ
い。
キャンパスまたはメトロポリタン
共有ストレージクラスタ

クラスタは互いに 50 マイル（80 拡張されたフェールオーバーオ
km）以内の距離にある 2 セット プションにより、ローカルの災害
のストレージによって構成されま から保護されます
す

グローバルクラスタ

クラスタは 2 つのリモートサイト 長距離のフェールオーバーオ
によって構成され、SFRAC
プションにより、サイトの災害か
HA/DR ライセンスが必要であ ら保護されます
り、レプリケーションテクノロジも
必要です

基本的なクラスタ化共有ストレージクラスタ
この設定では、単一クラスタ内のノードは、通常 SAN を介して CVM（Cluster Volume
Manager）でクラスタ化されたストレージデバイスへのアクセスを共有します。たとえば、
複数ノードクラスタでは、Oracle RAC データベースにアクセスするように指定された任意
のノードは、データベースの表領域、REDO ログ、制御ファイルが格納されているストレー
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ジにアクセスできるようになっている必要があります。CVM によるストレージのクラスタ化
では、Oracle RAC データベースに必要な複数の Oracle インスタンスがサポートされま
す。VCS 基本共有ストレージクラスタでは、ノードまたはアプリケーションに障害が発生す
ると、他のノードで起動するために必要なすべてのデータが、共有ディスクに格納されま
す。SF Oracle RAC クラスタ化共有ストレージクラスタでは、Oracle インスタンスを持つ複
数のノードがすでに起動されていて、同じクラスタ化共有ストレージデータベースへのア
クセスが同時に行われます。

セキュアモードで実行されているクラスタ
SF Oracle RAC は、Symantec Product Authentication Service（AT）を使い、クラスタ
ノードとクライアント間の安全な通信を提供します。AT は、認証と SSL のためにデジタル
証明書を使ってパブリックネットワーク上の通信を暗号化し、通信の安全を確保します。
AT について詳しくは、Symantec Product Authentication Service のマニュアルを参
照してください。

キャンパスまたはメトロポリタン共有ストレージクラスタ
キャンパス環境では、VCS と CVM（Cluster Volume Manager）は、複数のデータセン
ターまたは建物にまたがるクラスタを作成するために使われます。単一ストレージアレイ
の代わりに、データは CVM を使ってアレイ間でミラー化されます。このミラー化により、両
方のサイトに同期化されたデータのコピーが提供されます。手順は、データセンターで 2
つのアレイ間でミラー化を行う手順と同じですが、この場合は距離が離れている点が異な
ります。
SF Oracle RAC は、キャンパスクラスタ設定における次の基本的な課題を解決します。
■

遅延の課題: SF Oracle RAC は、ミラーを同期させた状態を継続しながら、データお
よび VxVM メタデータでの障害発生に際して効率的なリカバリを実現します。

■

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

■

サイトの認識: SF Oracle RAC は、サイトがダウンしたときに、サイト上のすべてのミラー
の切断を積極的に行います。

グローバルクラスタ
グローバルクラスタは、別々の場所にあるクラスタをリンク接続し、広域フェールオーバー
およびディザスタリカバリを有効にします。ローカルクラスタは、それぞれのサイトまたは建
物で、フェールオーバーを実行します。キャンパスクラスタと複製クラスタの設定では、限
定された地理的地域に影響を与えるディザスタに対して保護を行います。大規模な洪
水、ハリケーン、地震などの大災害は、都市または地域全体に機能停止をもたらす可能
性があります。そのような場合、遠方にあるサイトにアプリケーションを移行することで、
データの可用性を確実なものにできます。
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SF Oracle RAC 環境でのレプリケーションについて詳しくは、次を参照してください。
p.42 の 「SF Oracle RAC を使ったリモートサイトへのデータのレプリケーション」 を参照
してください。

Oracle 設定のベストプラクティス
次の推奨事項は、SF Oracle RAC 環境で Oracle を設定する最善の方法です。
Oracle バイナリの配置

クラスタを段階的にアップグレードできるように、Oracle バイナリ
はローカルディスクにインストールします。

Oracle データファイルとログの
配置

Oracle データファイルに対して別個のクラスタファイルシステム
を作成します。
REDO ログおよびアーカイブログは、ローカルファイルシステム
ではなく、CFS に配置します。

OCR と投票ディスクの配置

OCR デバイスと投票デバイスを CVM ボリュームに配置して、動
的マルチパスでディスクを投票する高可用性を実現します。
冗長性のため、OCR デバイスと投票デバイスを含む CVM ボ
リュームをミラー化します。

Oracle プライベート IP の設定

VCS PrivNIC または MultiPrivNIC の下で Oracle プライベー
ト IP アドレスを設定し、リンクの障害から保護します。そのため
には、CRS プライベート IP アドレスと UDP キャッシュフュージョ
ン IP アドレスを LLT 相互接続に設定する必要があります。

ASM の考慮事項

■

外部冗長性を持つ動的マルチパスで VxVM ミラーボリュー
ムを使い、高可用性を実現します。
■ ASM が使う VxVM ボリュームを、ファイルシステムの作成な
ど他の目的で使わないでください。
■ データベースが ASM にインストールされているときは、ODM
を有効にしないでください。

データベースストレージ設定のベストプラクティス
次の推奨事項では、SF Oracle RAC 環境でのデータのパフォーマンス、保護、高可用性
の改善のためのベストプラクティスを示します。

第 2 章 設定における最善の方法
データベーススナップショットとバックアップオプション

ストレージ

アレイの障害に対する保護を確実にするためには、複数のスト
レージアレイを使います。
■ 処理効率および高可用性の必要条件を念頭において、ストレー
ジレイアウトを設計してください。ストライプおよびミラーといったテ
クノロジを活用します。
■ I/O の処理効率を最適化するには、適切なストライプの幅と深度
を使います。
■ SCSI-3 PGR 準拠のストレージを使います。
■

■

ボリュームの設計

■

ファイルの設計

■

ディスクへの複数のアクセスパスには動的マルチパスを使います。

特にホストベースのミラーではボリュームを 2 つ以上のストレージ
アレイにまたがってミラー化します。
■ 配置ポリシーを設計するときは、Oracle リカバリ構造をデータベー
スファイルから分離して、高可用性を確実にします。
■ より高い処理効率のためには、REDO ログを分離し、最速のスト
レージ（たとえば、RAID 1+0）に配置します。
■ 共有ストレージへのアクセスを制御するには、ゾーンを実装しま
す。物理ディスクは複数のサーバーまたはアプリケーションで共
有されることがあるため、偶発的なアクセスから保護する必要があ
る点に注意してください。
処理効率を上げるには、Cluster File System と ODM を使いま
す。SmartSync を使った ODM では、Oracle Resilvering を使っ
たミラーボリュームの高速リカバリが有効になります。
■ Oracle バイナリ、データ、REDO ログ、およびアーカイブログのた
めに別個のファイルシステムを作成します。
■ REDO ログとアーカイブログは、ローカルファイルシステムではな
く、必ず CFS ファイルシステムに配置します。

データベーススナップショットとバックアップオプション
データベースのクローン作成およびリカバリのために、SF Oracle RAC で次のデータベー
スコンポーネントを設定できます。
■

Storage Checkpoint

■

Database FlashSnap

次の項では、これらの機能の概要を簡単に説明します。

クローン作成のための Database FlashSnap
Veritas Database FlashSnap は、バックアップやオフホスト処理を行うための、データ
ベースの PITC（Point-In-Time Copy）の作成に役立ちます。Database FlashSnap に

49

50

第 2 章 設定における最善の方法
データベーススナップショットとバックアップオプション

より、ボリュームのバックアップコピーをオンラインで作成でき、ユーザーの介入は最小限
で済みます。
Database FlashSnap を使うと、頻繁に更新されるデータベースのある瞬間におけるオン
ラインイメージ、つまりスナップショットを取得できます。データベースのスナップショットコ
ピーは、「データベーススナップショット」と呼ばれます。データベーススナップショットは、
本番データベースと同じホスト上か、同じストレージを共有するセカンダリホスト上で使うこ
とができます。データベーススナップショットは、バックアップ、データウェアハウス、決定
サポートクエリーなどのオフホスト処理アプリケーションに使えます。スナップショットがもう
必要なくなったときは、データベース管理者により、もとのスナップショットをプライマリホス
トに戻して、もとのデータベースボリュームとそのスナップショットを再同期処理させること
ができます。Database FlashSnap コマンドは、コマンドラインから実行します。

Database FlashSnap の利点
Database FlashSnap には、次の利点があります。
■

データベーススナップショットは、本番データベースと同じホスト上か、同じストレージ
を共有するセカンダリホスト上で使うことができます。

■

多くの企業では、システム管理者の役割とデータベース管理者の役割ははっきりと分
かれています。データベーススナップショットの作成には、一般的にスーパーユーザー
（root）権限を必要としますが、データベース管理者は通常この権限を保有しません。
Database FlashSnap では root 権限を必要としないので、これは障害になりません。
データベース管理者はデータベースの整合性のとれたスナップショットを簡単に作成
できます。

Database FlashSnap について詳しくは、p.153 の 「Veritas Database FlashSnap につ
いて」 を参照してください。

リカバリのための Storage Checkpoint
Storage Checkpoint では、データベースの正確なイメージがすぐに作成され、Storage
Checkpoint が作成された時点からのデータベースの一貫したイメージが得られます。
Storage Checkpoint イメージは、コマンドラインインターフェース（CLI）で管理および使
用できます。
各 Storage Checkpoint はファイルシステムの一貫したポイントインタイムイメージである
ため、このオンディスクバックアップに対するリストア機能を実装したアプリケーションが
Storage Rollback です。Storage Rollback は、Storage Checkpoint に含まれる変更さ
れたブロックをプライマリファイルシステムにロールバックすることによって、データベース
のリストアを高速化します。
物理的なメディア障害と論理エラーの両方から重要なデータを保護するには、データの
冗長性（ミラー化されたディスク）と Storage Checkpoint を組み合わせて使うことをお勧
めします。

第 2 章 設定における最善の方法
データベースストレージ最適化オプション

Storage Checkpoint の利点と制限事項
Storage Checkpoint とロールバックには、次の利点があります。
■

最初は、Storage Checkpoint にはデータが格納されていません。i ノード一覧とプラ
イマリファイルセットのブロックマップだけが格納されています。このブロックマップは、
プライマリファイルシステムの実データを指します。

■

Storage Checkpoint には i ノード一覧とブロックマップだけが必要で、データはコ
ピーされないため数秒で作成でき、領域もほとんど必要ありません。

■

Storage Checkpoint は、ブロックレベルで変更された情報を追跡するため、ブロック
レベルで段階的にデータベースをバックアップすることが可能になります。

■

Storage Checkpoint は、不正に修正されたファイルからデータを回復するのに役立
ちます。

■

Storage Checkpoint をマウントして、標準のファイルシステム操作を実行することが
できます。マウント可能な Storage Checkpoint は、バックアップ、データ保全調査、
ステージングアップグレード、データベースの修正、データ複製ソリューションなど、さ
まざまなアプリケーションソリューションに使えます。

Storage Checkpoint の制限事項は次の通りです。
■

Storage Checkpoint を使えるのは、論理エラー（人為的エラーなど）からリストアする
場合に限られます。

■

すべてのデータブロックが同一物理デバイス上にあるため、メディア障害が原因で行
われるファイルのリストアには Storage Checkpoint を使えません。メディア障害が発
生した場合は、テープのバックアップや別のメディアに保存されているデータベース
ファイルのコピーから、データベースをリストアする必要があります。

Storage Checkpoint および Storage Rollback について詳しくは、p.117 の 「SF Oracle
RAC の Storage Checkpoint と Storage Rollback について」 を参照してください。

データベースストレージ最適化オプション
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）は、データ使用上の必要条件に基づい
てデータストレージの一致処理を行います。データは次に、データベース管理者（DBA）
により決定される、データ使用法およびその他の必要条件に基づき再配置されることが
できます。
時間の経過とともに保持されるデータが増えるにつれ、一部のデータはしだいに使用頻
度が低くなっていきます。使用頻度が低くても、データを保持するには多くのディスク領
域が必要です。DST を使うと、データベース管理者が、使用頻度の低いデータをより低
速で安価なディスクに移動してデータを管理できるようになります。また、DST では、頻繁
に利用されるデータをより高速のディスクに保持してすばやく検索できるようにすることも
可能です。
Dynamic Storage Tiering について
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p.213 の 「データベース DST（Dynamic Storage Tiering）について」 を参照してくださ
い。

3
SF Oracle RAC とそのコン
ポーネントの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC の管理

■

VCS の管理

■

I/O フェンシングの管理

■

CFS の管理

■

CVM の管理

■

Oracle の管理

■

ODM の管理

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

「PATH 変数の設定」

■

「MANPATH 変数の設定」

■

「カーネルドライバに関するデバッグメッセージの有効化」

■

「LLT および GAB の停止と起動」

■

「単一ノードでの SF Oracle RAC の停止」

■

「LLT リンクの追加による容量の増加」

SF Oracle RAC の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティ
ングの項を参照してください。
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p.255 の 「SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて」 を参照してください。

PATH 変数の設定
root ユーザーの PATH 変数を設定するには
sh、ksh、bash の場合
PATH=/opt/VRTSob/bin:/usr/ccs/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11:/sbin:/usr/bin:
/usr/sbin:/usr/lib/vxvm/bin:/opt/VRTSvxfs/sbin:/opt/VRTSvxfs/cfs/bin:
/opt/VRTSvcs/bin:/opt/VRTS/bin:/etc/vx/bin:/usr/ucb:/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/:
/opt/VRTSdbcom/bin/:/opt/VRTSgab export PATH

csh の場合
setenv PATH
/opt/VRTSob/bin:/usr/ccs/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:
/usr/lib/vxvm/bin:/opt/VRTSvxfs/sbin:/opt/VRTSvxfs/cfs/bin:/opt/VRTSvcs/bin:
/opt/VRTS/bin:/etc/vx/bin:/usr/ucb:/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/:/opt/VRTSdbcom/bin/:
/opt/VRTSgab

oracle ユーザーの PATH 変数を設定するには
sh、ksh、bash の場合
PATH=/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/usr/ucb:/usr/oracle/bin:/usr/bin/X11:
/sbin:.:/oracle/orahome/bin:/crshome/crs/bin:/opt/VRTS/bin:
/opt/VRTSdbed/bin export PATH

csh の場合
setenv PATH
/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/usr/ucb:/usr/oracle/bin:
/usr/bin/X11:/sbin:.:/oracle/orahome/bin:
/crshome/crs/bin:/opt/VRTS/bin:/opt/VRTSdbed/bin

この例では、
■ /oracle/orahome/bin
■ /crshome/crs/bin

は、Oracle Home の bin ディレクトリの場所です。

は、Oracle CRS の bin ディレクトリの場所です。

■ /opt/VRTSdbed/bin

は、dbed の bin ディレクトリの場所です。

MANPATH 変数の設定
root ユーザーの MANPATH 変数を設定するには
sh、ksh、bash の場合
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MANPATH=/usr/man:/usr/share/man:/opt/VRTS/man
export MANPATH

csh の場合
setenv MANPATH /usr/man:/usr/share/man:/opt/VRTS/man

単一ノードでの SF Oracle RAC の停止
この項では、クラスタ内の単一のノードで SF Oracle RAC を正常に停止する手順を説明
します。この手順は、クラスタまたはノードに対して保守またはテストを行う際に必要となる
場合があります。また、その他ユーザーに特有の理由で必要になる場合があります。
この手順には次のタスクが必要です。
■

単一ノードでの SF Oracle RAC の停止

■

クラスタ内での Oracle の停止

■

その単一ノードのクラスタメンバーシップの保持

クラスタ内の単一ノードでの SF Oracle RAC の停止

1

スーパーユーザーとしてノードにログインします。
メモ: この例の手順では、ノードを galaxy とします。

2

Oracle9i の場合、galaxy でデータベースを含むすべての Oracle リソースを停止し
ます。
■

gsd を停止します。galaxy に oracle ユーザーとしてログインして、次のコマンド
を入力します。
$ $ORACLE_HOME/bin/gsdctl stop

■

Oracle リスナープロセスまたはデータベースインスタンスの管理に使うリソースが
含まれた VCS サービスグループをすべてオフラインにします。root ユーザーと
して、次のコマンドを入力します。
# hagrp -offline group_name -sys galaxy

3

Oracle RAC 10g および Oracle RAC 11g の場合、すべてのリソースを停止します。
■

データベースインスタンスが VCS に制御されている場合、対応する VCS サービ
スグループをオフライン状態にします。スーパーユーザーとして、次のコマンドを
入力します。
# hagrp -offline group_name -sys galaxy
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■

データベースインスタンスが CRS の制御下にある場合は、いずれかのノード
（galaxy）で次のコマンドを実行します。
$ srvctl stop instance -d database_name -i instance_name

■

リソースが CRS の制御下にある場合、CRS の制御下で設定されたすべてのリ
ソースを停止します。oracle ユーザーとして、次のコマンドを入力します。
$ srvctl stop nodeapps -n galaxy

クラスタ内の各ノードについて前のコマンドを繰り返し実行します。
メモ: Oracle リスナーまたはデータベースインスタンスを CRS で管理している場合、
これらは前の srvctl コマンドでオフラインになっています。

4

Oracle RAC 10g および Oracle RAC 11g の場合、クラスタ内の各ノードで CRS を
停止します。
CRS は VCS の制御下に置くことを強くお勧めします。
■

CRS を VCS で制御する場合は、クラスタ内のいずれかのシステムにスーパー
ユーザーでログインし、次のコマンドを入力します。
# hares -offline cssd-resource -sys galaxy

■

CRS を VCS で制御していない場合は、クラスタ内の各システムにスーパーユー
ザーでログインし、次のコマンドを入力します。
# /etc/init.d/init.crs stop

5

ローカルまたは CFS を問わず、VxFS ファイルシステムまたは VxVM ディスクグルー
プに依存する他の VCS グループは、すべてオフライン状態にします。
# hagrp -offline group_name -sys galaxy

6

CFS または VxVM を使用しており、VCS に制御されていないアプリケーションをす
べて停止します。

7

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

第 3 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
SF Oracle RAC の管理

8

VCS の制御下にない VxFS ファイルシステムをすべてマウント解除します。
# umount /mount_point

9

VCS の制御下にない CVM ディスクグループをデポートします。

10 SF Oracle RAC 5.0 をインストールし、設定した状態で、SF Oracle RAC クラスタ内
の単一のノード（galaxy）で次のコマンドを実行します。
# hastop -local

11 Oracle RAC 10g および Oracle RAC 11g の場合、/etc/inittab ファイルの CRS 特
有の行をコメントアウトし、システムの起動中に CRS デーモンが開始されないように
します。
各システムで、CRS 行の前にコロン（:）を付けて行をコメントアウトします。
たとえば、次のようになります。
h1:3:respawn:/etc/init.d/init.evmd run >/dev/null 2>&1 /null
h2:3:respawn:/etc/init.d/init.cssd fatal >/dev/null 2>&1 /null
h3:3:respawn:/etc/init.d/init.crsd run >/dev/null 2>&1 /null
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12 オプションのポート確認手順では、gabconfig

-a コマンドを実行して、ポート a、
b、d、o のみが galaxy で開かれていることを確認します。

# gabconfig -a
GAB Port Memberships
=======================================================
Port a gen 6b5901 membership 01
Port b gen 6b5904 membership 01
Port d gen 6b5907 membership 01
Port o gen 6b5905 membership 01

システム内のその他のノードで gabconfig -a コマンドを実行します。次のコマンド
出力が表示されます。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
=======================================================
Port a gen 6b5901 membership 01
Port b gen 6b5904 membership 01
Port d gen 6b5907 membership 01
Port f gen 6b5905 membership ;1
Port h gen 6b5908 membership ;1
Port o gen 6b5903 membership 01
Port v gen 6b5907 membership ;1
Port w gen 6b5909 membership ;1

LLT および GAB の停止と起動
次の手順を使用して、LLT モジュールと GAB モジュールを停止および再起動することが
できます。
CFS ドライバを起動および停止する手順については、『Veritas Storage Foundation
Cluster File System 管理者ガイド』を参照してください。
LLT および GAB を停止するには
◆

次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/odm stop
# /etc/init.d/gab stop
# /etc/init.d/llt stop
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LLT および GAB を起動するには
◆

次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start
# /etc/init.d/odm start

LLT リンクの追加による容量の増加
プライベート相互接続での Oracle の通信に追加の容量が必要な場合、LLT リンクを追
加できます。
LLT リンクは、クライアントの接続中に追加または削除できます。
詳しくは、lltconfig のマニュアルページを参照してください。
メモ: LLT リンクを追加または削除する場合、GAB または高可用性デーモン、HAD の
シャットダウンは必要ありません。
LLT リンクを追加または削除すると、変更内容は即座に反映されますが、次回再起動時
には失われます。変更を継続させるには、/etc/llttab を更新する必要があります。
新しい LLT リンクを追加するには
◆

次のコマンドを実行します。
# lltconfig -d device -t tag

LLT リンクを削除するには
◆

次のコマンドを実行します。
# lltconfig -u tag

カーネルドライバに関するデバッグメッセージの有効化
LLT、GAB、VxFEN、VxIO、VxFS などの Veritas カーネルドライバで発生した問題をデ
バッグするには、デバッグメッセージを有効にする必要があります。
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カーネルドライバに関するデバッグメッセージを有効にするには

1

すべてのノードで次を実行します。
# bosboot -aDd /dev/ipldevice

詳しくは、bosboot のマニュアルページを参照してください。

2

ノードを再ブートします。
# shutdown -r

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

「利用可能な Veritas デバイスおよびドライバの表示」

■

「メモリへの Veritas ドライバのロード」

■

「指定した Pfile で Oracle を開始するように VCS を設定する」

■

「VCS 設定の確認」

■

「VCS の起動と停止」

■

「クラスタ内のノードの再ブート」

VCS の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を
参照してください。
p.271 の 「VCSIPC のトラブルシューティング」 を参照してください。

利用可能な Veritas デバイスおよびドライバの表示
Customized Devices オブジェクトクラスで利用可能な Veritas デバイスを表示するには
# lsdev -C -c vxdrv
vxdmp
vxglm0
vxgms0
vxio
vxportal0
vxqio0
vxspec

Available
Available
Available
Available
Available
Defined
Available

Veritas
N/A
N/A
Veritas
VERITAS
VERITAS
Veritas

VxDMP Device Driver

VxIO Device Driver
VxPORTAL Device Driver
VxQIO Device Driver
VxSPEC Device Driver

メモリにロードされたデバイスを表示するには、次の例で示されているように genkex コマ
ンドを実行します。
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「gab」ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認する場合
# genkex |grep gab
457f000

4ed20 /usr/lib/drivers/gab

「vx」ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認する場合
# genkex |grep vx
55de000
55dc000
55da000
55b5000
55b2000
4de0000
4d7a000
4cee000
4c7e000
4bf3000
4bef000
4969000
48fa000

2000
2000
2000
21000
3000
7ce000
62000
3d000
4d000
e000
3000
232000
3e000

/etc/vx/kernel/dmpjbod
/etc/vx/kernel/dmpap
/etc/vx/kernel/dmpaa
/usr/lib/drivers/vxodm.ext_61
/usr/lib/drivers/vxspec
/usr/lib/drivers/vxio
/usr/lib/drivers/vxdmp
/usr/lib/drivers/vxgms.ext_61
/usr/lib/drivers/vxfen
/usr/lib/drivers/vxqio.ext_61
/usr/lib/drivers/vxportal.ext_61
/usr/lib/drivers/vxfs.ext_61
/usr/lib/drivers/vxglm.ext

メモリへの Veritas ドライバのロード
通常の操作状態では、メモリに Veritas ドライバをロードする必要はありません。機能に
問題があるときにのみ、Veritas ドライバをロードする必要があります。
VxFS ドライバをメモリにロードするには
# /etc/methods/vxkextadm vxfs load

指定した Pfile で Oracle を開始するように VCS を設定する
Oracle を指定した Pfile で開始するように VCS を設定したい場合、次のように Oracle グ
ループの main.cf ファイルを変更します。
Oracle Ora_1 (
Sid @galaxy = PROD11
Sid @nebula = PROD12
Owner = oracle
Home = "/oracle/orahome"
Pfile @galaxy = "/oracle/VRT/dbs/initPROD11.ora"
Pfile @nebula = "/oracle/VRT/dbs/initPROD12.ora"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
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ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
OnlineTimeout = 900
)

VCS 設定の確認
VCS 設定を確認するには
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify .

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

各ノードで VCS を停止するには
# hastop -local

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

クラスタ内のノードの再ブート
クラスタ内でノードを再ブートする必要がある場合は、shutdown コマンドに -r オプション
を指定して実行します。shutdown -r コマンドは、VCS を完全にシャットダウンし、サー
ビスグループをオフラインにします。
ノードを再ブートするには
# shutdown -r

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

「I/O フェンシングについて」

■

「各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作」

■

「I/O フェンシングのユーティリティについて」

■

「vxfentsthdw ユーティリティについて」
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■

「vxfenadm ユーティリティについて」

■

「vxfenclearpre ユーティリティについて」

■

「vxfenswap ユーティリティについて」

I/O フェンシングの管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティ
ングの項を参照してください。
p.259 の 「I/O フェンシングのトラブルシューティング」 を参照してください。

I/O フェンシングについて
クラスタメンバーシップの変化、つまりスプリットブレインの条件をクラスタ内のノードが検
出した時点で、I/O フェンシングは共有ディスク上のデータを保護します。
フェンシング操作によって次のことが判断されます。
■

共有ストレージへのアクセスを維持する必要のあるノード

■

クラスタから削除する必要があるノード

この判断により、データの破損の可能性を防止します。installsfrac program は SF
Oracle RAC の I/O フェンシングドライバである VRTSvxfen を起動します。共有ディスク
上のデータを保護するには、SF Oracle RAC のインストールと設定を行った後に、I/O
フェンシングを設定する必要があります。
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してく
ださい。
I/O フェンシングテクノロジは調整ポイントを使って、ネットワーク分割イベントに対するアー
ビトレーションに備えます。
p.38 の 「I/O フェンシングによるデータ破損の防止について」 を参照してください。

I/O フェンシングコンポーネントについて
SF Oracle RAC の共有ストレージは、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートし、I/O
フェンシングを有効にする必要があります。SF Oracle RAC は共有ストレージの 2 つの種
類を含みます。
データディスク

共有データの格納

調整ポイント

所属の変更中にグローバルロックとして機能します。

SF Oracle RAC 内の I/O フェンシングには、調整ポイントとデータディスクが関係します。
各コンポーネントが固有の目的を持ち、異なる物理ディスクデバイスを使います。vxfen
と呼ばれるフェンシングドライバは、必要に応じて、ディスクグループレベルで実際のフェ
ンシング操作を実行するように CVM に指示を出します。
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データディスクについて
データディスクは、データストレージに使われる標準ディスクデバイスで、物理ディスクま
たは RAID 論理ユニット（LUN）を使えます。これらのディスクは SCSI-3 PR をサポートす
る必要があり、標準の VxVM または CVM ディスクグループに組み込まれます。
CVM は、ディスクグループ単位でデータディスクを遮蔽する役割を持ちます。ディスクグ
ループに追加されたディスクと、デバイスに関して検出された新しいパスは、自動的に遮
蔽されます。

調整ポイントについて
調整ポイントでは、他のノードからデータドライブを遮蔽するノードを決定するロック機構
が提供されています。ノードは、データドライブからピアを遮蔽する前に、調整ポイントか
らそのピアの登録を解除する必要があります。データディスクのフェンシングを行うために
調整ポイントの制御をめぐって競合することは、フェンシングがスプリットブレインを防ぐし
くみを理解する上で重要です。
調整ポイントとして動作するディスクは、コーディネータディスクと呼ばれます。コーディ
ネータディスクは 3 つの標準ディスクまたは LUN であり、クラスタの再設定時に I/O フェ
ンシングのために使うように別に用意されています。SF Oracle RAC 設定では、コーディ
ネータディスクはこれ以外のストレージのためには使われません。これらのディスクにデー
タを保存したり、ユーザーデータによって使われるディスクグループにそれらのディスクを
入れることはできません。コーディネータディスクには、SCSI-3 PR をサポートする任意の
3 つのディスクを使えます。アレイ製造元が使う特別なデバイスをコーディネータディスク
にすることはできません。たとえば、EMC ゲートキーパーデバイスをコーディネータディス
クとして使うことはできません。
コーディネータディスクとして最小の LUN を使うことをお勧めします。コーディネータディ
スクはデータを保存しないため、クラスタノードにはそれらの登録のみが必要で、予約す
る必要はありません。
Veritas Volume Manager DMP 機能を使うようにコーディネータディスクを設定できま
す。DMP（Dynamic Multipathing）によって、コーディネータディスクはパスフェール
オーバ、DMP の動的追加と動的削除の機能を利用できます。したがって、DMP デバイ
スまたは基盤となる RAW キャラクタデバイスのいずれかを使うように I/O フェンシングを
設定できます。I/O フェンシングは、使っているディスクデバイスに基づく RAW または
DMP である SCSI-3 ディスクポリシーを使います。デフォルトでは、ディスクポリシーは
RAW です。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
iSCSI デバイスは、I/O フェンシングのためのコーディネータディスクとして使えます。た
だし、I/O フェンシングは、DMP ディスクポリシーを使っているときにだけ、iSCSI デバイ
スをサポートします。コーディネータディスクとして iSCSI デバイスを使う場
合、/etc/vxfenmode ファイルに DMP に対するディスクポリシーセットがあることを確認
してください。
サポート対象ハードウェアについての最新情報は、次の URL を参照してください。
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http://entsupport.symantec.com/docs/283161

各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作
表 3-1 は、様々な障害イベントシナリオで、I/O フェンシングがどのように動作してデータ
の破損を回避するかを示しています。イベントごとに、オペレータの対処方法を確認しま
す。
表 3-1
イベント

I/O フェンシングのシナリオ
ノード A: 現象

両方のプライベートネッ ノード A は、コーディ
トワークに障害が発生。 ネータディスクの過半
数を獲得しようとしま
す。
ノード A は、コーディ
ネータディスクの競合
に勝利すると、ノード B
を共有ディスクの登録
から解除して処理を続
行します。

ノード B: 現象

オペレータの操作

ノード B は、コーディ
ネータディスクの過半
数を獲得しようとしま
す。

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

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

前述のイベントの後、両 ノード A は処理を続行 ノード B はクラッシュし プライベートネットワー
方のプライベートネット します。
ています。データディス クのリストア後にノード
ワークが修復。
クに書き込みができな B を再起動します。
いため、データベース
を起動できません。
片方のプライベートネッ ノード A は、IOFENCE
トワークに障害が発生。 のエラーメッセージをコ
ンソールに表示し、処
理を続行します。

ノード B は、IOFENCE
のエラーメッセージをコ
ンソールに表示し、処
理を続行します。

プライベートネットワー
クを修復します。ネット
ワークが修復すると、両
方のノードは自動的に
そのネットワークを使い
ます。
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イベント

ノード A: 現象

ノード B: 現象

ノード A がハング。

ノード A が何らかの理
由で過負荷であるか、
カーネルデバッガが開
始されています。

ノード B はノード A との プライベートネットワー
ハートビートを失い、
クの動作を確認し、ノー
コーディネータディスク ド A を再起動します。
の過半数を獲得しようと
します。

ノード A のハングが解
消するか、カーネルデ
バッガが終了しても、
ノード A は削除されて
いるため、データディス
クに対するすべての
キューの書き込みは失
敗します。ノード A は、
削除されていることに関
するメッセージを GAB
から受け取ると、パニッ
クになり、自身をクラス
タから削除します。

ノード B はコーディ
ネータディスクの競合
に勝利すると、ノード A
の登録を共有データ
ディスクから解除しま
す。

オペレータの操作
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イベント

ノード A: 現象

ノード A、ノード B とプ
ライベートネットワーク
の電源がダウン。コー
ディネータディスクと
データディスクの電源
は維持される。

ノード A が再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
B がコーディネータディ
スクに登録されているこ
とを検出します。プライ
ベートネットワークがダ
両方のノードには電源
ウンしているため、I/O
が入り、再起動される
フェンシングドライバ
が、プライベートネット
は、クラスタのメンバー
ワークの電源がまだ入
の一覧でノード B を参
らない。
照することができませ
ん。このため、I/O フェ
ンシングデバイスドライ
バはノード A がクラスタ
に参加することを拒否
します。ノード A のコン
ソールには、次のように
表示されます。
Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

ノード B: 現象

オペレータの操作

ノード B が再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）は、ノー
ド A がコーディネータ
ディスクに登録されてい
ることを検出します。プ
ライベートネットワーク
がダウンしているため、
I/O フェンシングドライ
バは、クラスタのメン
バーの一覧でノード A
を参照することができま
せん。このため、I/O
フェンシングデバイスド
ライバはノード B がクラ
スタに参加することを拒
否します。ノード B のコ
ンソールには、次のよう
に表示されます。

先在のスプリットブレイ
ンの状態を解決しま
す。

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

p.260 の 「システムパ
ニックによって潜在的な
データ破損が防止され
る」 を参照してくださ
い。
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イベント

ノード A: 現象

ノード B の停止中に
ノード A はクラッシュし
ノード A がクラッシュ。 ています。
ノード B は起動する
が、ノード A は引き続き
停止。

ノード B: 現象

オペレータの操作

ノード B が再起動さ
れ、ノード A がコーディ
ネータディスクに登録さ
れていることを検出しま
す。I/O フェンシングド
ライバは、クラスタのメン
バーの一覧でノード A
を参照することができま
せん。I/O フェンシング
デバイスドライバはコン
ソールに次のメッセー
ジを表示します。

先在のスプリットブレイ
ンの状態を解決しま
す。
p.260 の 「システムパ
ニックによって潜在的な
データ破損が防止され
る」 を参照してくださ
い。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.
3 つのコーディネータ
ディスクのうち 2 つを含
むディスクアレイの電源
がダウン。

ノード A は、いずれか
のノードがクラスタから
切り離さない限り、処理
を継続します。

ノード B はクラスタから
切り離すが、ディスクア
レイの電源はダウンした
まま。

ノード A は、コーディ
ネータディスクの過半
数を獲得しようとしま
す。3 つのコーディネー
タディスクのうち 1 つし
か使えないため、ノード
A は過半数の確保に失
敗します。ノード A は、
パニックになり、クラスタ
から自身を削除しま
す。

ノード B は、いずれか
のノードがクラスタから
切り離さない限り、処理
を継続します。

失敗したディスクアレイ
の電源を入れ、I/O フェ
ンシングドライバ を再起
動して、ノード A をすべ
てのコーディネータディ
ノード B はクラスタから
スクに登録できるように
離れます。
します。

第 3 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
I/O フェンシングの管理

I/O フェンシングのユーティリティについて
I/O フェンシング機能には、VRTSvxfen パッケージで利用可能になっている次のユー
ティリティが用意されています。
vxfentsthdw

I/O フェンシングのハードウェアをテストします。
パス: /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw
p.69 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

vxfenconfig

I/O フェンシングを設定および設定解除します。
vxfen ドライバが使うコーディネータディスクのリストを確認します。
パス: /sbin/vxfenconfig

vxfenadm

I/O フェンシング操作に関する情報を表示し、SCSI-3 ディスクの登
録や I/O フェンシングのための予約を管理します。
パス: /sbin/vxfenadm
p.78 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfenclearpre

SCSI-3 の登録と予約をディスクから削除します。
パス: /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenclearpre
p.80 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してくだ
さい。

vxfenswap

I/O フェンシングを停止せずにコーディネータディスクを置き換えま
す。
パス: /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap
p.81 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfendisk

ディスクグループにあるディスクのパスのリストを生成します。この
ユーティリティを使うには、Veritas Volume Manager がインストー
ルされ、設定済みになっている必要があります。
パス: /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfendisk

各コマンドについて詳しくは、対応するマニュアルページを参照してください。

vxfentsthdw ユーティリティについて
共有ストレージアレイで、データをサポートする SCSI-3 Persistent Reservation と I/O
フェンシングが使われているかどうかを確認するには、vxfentsthdw ユーティリティを使
います。I/O フェンシングの設定中、テストを実施するユーティリティは、単一ディスクのテ
ストに使われます。このユーティリティには、他の設定でストレージデバイスをテストするう
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えでさらに適したオプションが用意されています。コーディネータディスクグループもテス
トを実施する必要があります。
I/O フェンシングを設定するには、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC イン
ストール/設定ガイド』を参照してください。
このユーティリティはクラスタ内の任意のシステムから実行でき、データ用のストレージを
テストします。テストでは、指定したディスクの SCSI-3 登録と Persistent Reservation の
設定と確認を行い、ディスクにデータを書き込んでから読み取り、ディスクから登録を削除
します。
vxfentsthdw（1M）のマニュアルページも参照してください。

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

このユーティリティには、共有ストレージに接続された 2 つのシステムが必要です。
注意: -r オプションが使われていない場合、ディスク上のデータはテスト時に上書き
されて破棄されます。

■

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

■

テスト時に 2 つのシステムが同じディスクに接続されていることを確認するには、
vxfenadm -i diskpath コマンドを使って、ディスクのシリアル番号を確認します。
p.79 の 「ノードが同じディスクを参照することを確認」 を参照してください。

■

多数のディスクを含むディスクアレイでは、ディスクグループを作成する前に -m オプ
ションを使って少数のディスクをテストしてから、-g オプションを使ってすべてのディス
クをテストします。
または -g オプションを使って多数のディスクをテストする場合は、コマンドの出力
をファイルにリダイレクトして結果を見直すことができます。

■ -f

■

このユーティリティは、I/O フェンシングのためにディスクを使えることを次のようなメッ
セージで示します。
The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for
I/O Fencing on node galaxy

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

テストするディスクに既存の SCSI-3 登録キーがある場合は、テストを続行する前に警
告メッセージが出力されます。

vxfentsthdw コマンドのオプションについて
表 3-2 には、ストレージデバイスのテストのためにユーティリティが提供する方法を示して
います。
表 3-2

vxfentsthdw のオプション

vxfentsthdw のオプ
ション

説明

用途

-n

ユーティリティは、通信に rsh を使 rsh が通信に利用される場合に使
います。
います。

-r

非破壊テスト。SCSI-3 persistent
reservation のディスクのテストは、
非破壊手法で行われます。つまり、
書き込みを行わない、読み込みの
みテストとなります。-m、-f、-g のい
ずれかのオプションを使えます。

非破壊テスト中に使います。
p.74 の 「-r オプションを使った、
ディスク上での非破壊テストの実
行」 を参照してください。

-t

SCSI-3 reservation における SCSI TUR テストを実行する場合に使い
TEST UNIT (TUR) コマンドの戻り ます。
値をテストします。TUR のテストに
失敗すると、警告メッセージが表示
されます。

-d

DMP デバイスを使います。

-w

RAW デバイスを使います。

-d オプションを使うと、スクリプトは、
ディスクグループ内のディスク用
オプションは、-c、-g のいずれかを
DMP パスを取得します。デフォル
使うことができます。
トでは、スクリプトは -w オプションを
使って、ディスクグループ内のディ
スク用 OS パスを取得します。
デフォルトでは、スクリプトでディス
クグループ内のディスク用 RAW パ
オプションは、-c、-g のいずれかを
スを取得します。スクリプトでディス
使うことができます。
クグループ内のディスク用 RAW パ
スを使う場合は、-d オプションを使
います。
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vxfentsthdw のオプ
ション

説明

-c

システムやデバイスを指定してコー コーディネータディスクグループ内
ディネータディスクグループをテス のディスクをテストする場合に使い
トし、成功か失敗を報告するユー ます。
ティリティです。
p.72 の 「vxfentsthdw -c オプショ
ンを使ったコーディネータディスク
グループのテスト」 を参照してくだ
さい。

-m

ユーティリティを手動により対話式
で実行します。システムおよびデバ
イスの指定を求めるプロンプトを表
示し、成功または失敗を報告しま
す。
-r と -t オプションを使えます。-m
はデフォルトのオプションです。

用途

少数のディスクをテストする場合、
または大きなアレイのディスクをサ
ンプリングする場合に使います。
p.74 の 「vxfentsthdw -m オプショ
ンを使った、共有ディスクのテスト」
を参照してください。

-f filename

ユーティリティは、テキストファイル 少数のディスクをテストする場合に
に記述されたシステムとデバイスの 使います。
組み合わせをテストします。
p.76 の 「vxfentsthdw -f オプショ
-r と -t オプションを使えます。
ンを使った、ファイルにリストされた
共有ディスクのテスト」 を参照してく
ださい。

-g disk_group

ユーティリティは、特定のディスクグ 多数のディスクまたはディスクアレ
ループ内のディスクデバイスをすべ イをテストする場合に使います。テ
てテストします。
スト用のディスクグループを一時的
に作成し、テスト後に破壊（グルー
-r と -t オプションを使えます。
プ解除）することができます。
p.77 の 「vxfentsthdw -g オプショ
ンを使った、ディスクグループ内の
全ディスクのテスト」 を参照してくだ
さい。

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

galaxy ノードにおいて、ディスク
は、/dev/rdsk/c1t1d0s2、/dev/rdsk/c2t1d0s2、/dev/rdsk/c3t1d0s2 となります。

■

ノード nebula において、同じディスク
は、/dev/rdsk/c4t1d0s2、/dev/rdsk/c5t1d0s2、/dev/rdsk/c6t1d0s2 として表示
されます。

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

1

vxfentsthdw コマンドに -c オプションを指定して実行します。たとえば、次のように
なります。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw -c vxfencoorddg

2

コーディネータディスクのテストに使うノードを入力します。
Enter the first node of the cluster: galaxy
Enter the second node of the cluster: nebula

3

コーディネータディスクグループ内のすべてのディスクについて、両ノードのテスト処
理結果を確認します。各ディスクには、次のような出力が表示される必要があります。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy as a COORDINATOR DISK.
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c4t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
nebula as a COORDINATOR DISK.

4

ディスクグループ（この例では vxfencoorddg）内のすべてのディスクをテストし終え
たら、ディスクグループを使う準備ができたことになります。

障害のあるディスクの削除と交換
コーディネータディスクグループ内のディスクがテストに失敗した場合、障害のあるディス
クまたは LUN を vxfencoorddg ディスクグループから削除し、別のディスクと交換して、
ディスクグループを再びテストします。
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障害のあるディスクの削除と交換を行うには

1

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

2

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

3

ディスクグループを再度テストします。
p.72 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。

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

保存しておきたいデータが含まれたディスクデバイスをテストするには、-m、-f また
は -g オプションとともに -r オプションを使います。
たとえば、-m オプションと -r オプションを使うには、次のようにユーティリティを実行
します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw -rm

-r オプションを使ってユーティリティを起動すると、ディスクに書き込むテストは使わ
れません。したがってこの場合、ディスクは、通常の使用状況について完全にはテ
ストされません。

vxfentsthdw -m オプションを使った、共有ディスクのテスト
共有ディスクのテストについての手順を見直します。デフォルトでは、ユーティリティは -m
オプションを使います。
この手順は /dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを各順で使います。
ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場合、
検証は失敗しています。検証の失敗は、不適切に設定されたディスクアレイの結果であ
ることがあります。また、欠陥のあるディスクにより引き起こされたこともあります。
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失敗が欠陥のあるディスクによるものであれば、それを削除し交換します。vxfentsthdw
ユーティリティは、I/O フェンシングのためにディスクを使えることを次のようなメッセージで
示します。
The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for
I/O Fencing on node galaxy

メモ: A/P アレイの場合、セカンダリパスでのみ vxfentsthdw コマンドを実行してくださ
い。
vxfentsthdw スクリプトを使ってディスクをテストする方法

1

システム間通信が正常に機能していることを確認します。

2

一方のノードで、ユーティリティを起動します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw [-n]

3

概要と、ディスク上のデータの上書きについての警告を確認した後、プロセスを続行
し、ノード名を入力します。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: galaxy
Enter the second node of the cluster: nebula

4

チェックするディスクの名前を入力します。この例では、各ノードでディスク名は同じ
です。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
galaxy in the format: /dev/rdsk/cxtxdxsx
/dev/rdsk/c2t13d0s2
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
nebula in the format: /dev/rdsk/cxtxdxsx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/rdsk/c2t13d0s2

ディスクのシリアル番号が同じでない場合、テストは停止します。

5

ユーティリティがチェックを実行しそのアクティビティをレポートするので、その出力を
確認します。
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6

各ノードでディスクが I/O フェンシング用に準備が整っていれば、ユーティリティは
成功を報告します。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy

7

検証しようとしている各ディスクに対して、vxfentsthdw ユーティリティを実行します。

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

1

テストファイル disks_test を作成し、似通っている可能性のある galaxy と nebula
で共有される 2 つのディスクをテストします。
galaxy /dev/rdsk/c2t2d1s2 nebula /dev/rdsk/c3t2d1s2
galaxy /dev/rdsk/c2t2d1s2 nebula /dev/rdsk/c3t2d1s2

最初のディスクは 1 行目に記述し、galaxy では /dev/rdsk/c2t2d1s2、nebula で
は /dev/rdsk/c3t2d1s2 として参照されます。2 番目のディスクは 2 行目に記述し、
galaxy では /dev/rdsk/c2t2d2s2、nebula では /dev/rdsk/c3t2d2s2 として参照
されます。一般には、ディスクのリストはこの例よりも長くなります。

2

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

ユーティリティは、-m オプションの場合と同様に、一度に 1 つのディスクのテスト結
果を報告します。

3

テスト結果をテキストファイルにリダイレクトするには、次のコマンドを入力します。
# yes | /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw -f¥
disks_test > test_disks.txt

注意: コマンドの出力をファイルにリダイレクトすることで、テストでディスク上のデー
タが破壊されるという警告は表示されなくなり、ユーザーによるテスト続行の確認を
待つ状態で停止してしまいます。警告に対して y を渡すためにコマンドの前に yes
をつけます。
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vxfentsthdw -g オプションを使った、ディスクグループ内の全ディ
スクのテスト
ディスクグループ内のすべてのディスクをテストするには、-g オプションを使います。たと
えば、ディスクアレイのすべてのディスクで構成される一時ディスクグループを作成してテ
ストします。
メモ: テストディスクグループを共有としてインポートしないでください（-s オプションを使わ
ないでください）。
テストが終わったら、このディスクグループを破棄し、必要に応じてディスクをディスクグ
ループに入れてください。
ディスクグループ内のすべてのディスクをテストするには

1

テストしたいディスクのディスクグループを作成します。

2

次のコマンドを入力し、ディスクグループ test_disks_dg をテストします。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw -g test_disks_dg

ディスクごとにテストの結果が報告されます。

3

確認のためにテスト結果をテキストファイルにリダイレクトするには、次のコマンドを入
力します。
# yes | /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw -g ¥
test_disks_dg > dgtestdisks.txt

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

処理を継続する前に、ユーティリティによって警告が表示されます。I/O フェンシングが設
定されていなければ、テストを続行することができます。

77

78

第 3 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
I/O フェンシングの管理

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

キーの読み取りと表示

-i

デバイスからの SCSI INQUIRY 情報の読み込み

-m

ディスクへの登録

-n

ディスクへの予約

-p

他のシステムから行った登録情報の削除

-r

予約の読み込み

-x

登録情報の削除

コマンドオプションの完全な一覧については、vxfenadm(1m) のマニュアルページを参
照してください。

登録キーの形式について
ディスクグループに関連付けられた VxVM により定義されたキー構造は、最大 7 バイト
です。VxVM がこのキーの先頭にシステム固有の ID を付けると、キーはシステム間で一
意になります。したがって、I/O フェンシングで使われるキーは 8 バイトで構成されます。
図 3-1 に、キーの形式を示します。
I/O フェンシングのキー形式

図 3-1
0
ノード
ID

VxVM
による
定義

VxVM
による
定義

VxVM
による
定義

VxVM
による
定義

VxVM
による
定義

VxVM
による
定義

7
VxVM
による
定義

vxfenadm コマンドを使うと、現在ディスクに割り当てられているキーを表示できます。
たとえば、ノード ID が 1 のシステムで次のコマンドを入力して、/dev/rdsk/c2t1d0s2 ディ
スクのキーを表示できます。
# vxfenadm -g /dev/rdsk/c2t1d0s2
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/rdsk/c2t1d0s2
Total Number of Keys: 1
key[0]:
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Key Value [Numeric Format]: 65,45,45,45,45,45,45,45
Key Value [Character Format]: A-------

vxfenadm の -g オプションでは、8 バイトからなるキー値が 2 つの形式で表示されます。
数値形式の場合、ノード ID を表す最初のバイトはシステム ID に 65 を加えた値です。
65. もうひとつの形式は、ASCII 値によるキーの文字です。例では、キーの文字は ------になります。次の行では、ノード ID 0 は A として表示されています。したがって、ノード
ID 1 は B として表示されます。

ノードが同じディスクを参照することを確認
ディスク（LUN）が SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしているかどうか確認する
には、2 つのノードが同時に同じディスクにアクセスする必要があります。共有ディスクの
名前は各ノードで異なる場合があるので、シリアル番号を調べてディスクが同一か確認し
ます。vxfenadm コマンドと -i オプションを使って、LUN へのパスすべてで、LUN に対
して同じシリアル番号が返されることを確認します。
たとえば、ある EMC アレイにノード A ではパス /dev/rdsk/c2t13d0s2 によって、ノード
B ではパス /dev/rdsk/c2t11d0s2 によってアクセスできるとします。
ノードが同じディスクを参照することを確認するには

1

データ用の共有ストレージが、SF Oracle RAC をインストールした 2 つのノードと接
続されているか確認します。

2

ノード A から次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t13d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

EMC
SYMMETRIX
5567
42031000a

パス /dev/rdsk/c2t11d0s2 を使ってノード B で同じコマンドを入力すると、同じシリ
アル番号情報が表示されます。
製造元が異なる（たとえば、日立製の）ディスクでは、出力が多少異なる場合もありま
す。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t1d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
-SUN
0117
0401EB6F0002

vxfenadm（1M）のマニュアルページも参照してください。
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vxfenclearpre ユーティリティについて
vxfenclearpre ユーティリティを使って、ディスク上での SCSI-3 の登録と予約を削除でき
ます。
p.80 の 「先在キーの削除」 を参照してください。

先在キーの削除
スプリットブレイン状態が発生した場合、vxfenclearpre ユーティリティを使って、コーディ
ネータディスクとすべての共有ディスクグループにあるデータディスクから、SCSI-3 登録
や予約を削除します。
また、別のノードで作成された登録キーと予約キーをディスクから削除するには、次の手
順を実行します。
スプリットブレイン後にキーをクリアするには

1

すべてのノードで VCS と I/O フェンシングを停止します。
# hastop -all

ポート h がすべてのノードで閉じられていることを確認します。ポート h が閉じられて
いることを確認するには、次のコマンドを実行します。
各ノードで次のコマンドを入力します。
# /etc/init.d/vxfen stop

共有ストレージにアクセスしている VCS の制御外で実行されているアプリケーション
がある場合は、共有ストレージにアクセスしているクラスタ内の他のすべてのノードを
シャットダウンします。これによりデータの破損を防止します。

2

スクリプトを開始します。
# cd /opt/VRTSvcs/vxfen/bin
# ./vxfenclearpre
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3

スクリプトの手順および警告に目を通します。ここで、スクリプトの実行を選択します。
Do you still want to continue: [y/n] (default : n) y

ノードがディスクまたは LUN から削除されている場合、クラスタ内のノードの 1 つで、
コンソールに次のような情報メッセージが表示されることがあります。
<date> <system name> scsi: WARNING: /sbus@3,0/lpfs@0,0/
sd@0,1(sd91):
<date> <system name> Error for Command: <undecoded
cmd 0x5f> Error Level: Informational
<date> <system name> scsi: Requested Block: 0 Error Block 0
<date> <system name> scsi: Vendor: <vendor> Serial Number:
0400759B006E
<date> <system name> scsi: Sense Key: Unit Attention
<date> <system name> scsi: ASC: 0x2a (<vendor unique code
0x2a>), ASCQ: 0x4, FRU: 0x0

これらの情報メッセージは無視しても構いません。
Cleaning up the coordinator disks...
Cleaning up the data disks for all shared disk groups...
Successfully removed SCSI-3 persistent registration and
reservations from the coordinator disks as well as the
shared data disks.
Reboot the server to proceed with normal cluster startup...
#

4

クラスタ内のすべてのノードを再起動します。

vxfenswap ユーティリティについて
vxfenswap ユーティリティを使用すると、オンライン状態のクラスタに属するコーディネー
タディスクを交換できます。ユーティリティは、新しいディスクのシリアル番号がすべての
ノード上で同じであること、また、新しいディスクが I/O フェンシングをサポートしているこ
とを確認します。
vxfenswap（1M）のマニュアルページも参照してください。

コーディネータディスクの必要条件について詳しくは、『Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。
次の場合には、I/O フェンシングを停止することなくコーディネータディスクを交換できま
す。
■

ディスクに障害が発生した、または操作不能になったため、新しいディスクグループ
に切り替えたい。
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p.82 の 「クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディスクの交
換」 を参照してください。
p.85 の 「オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグループの交換」
を参照してください。
クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクを交換したい場合は、vxfenswap
ユーティリティを使えません。ユーティリティがコーディネータディスクを交換するため
に実行する手順を、手動で行う必要があります。
p.262 の 「クラスタがオフラインのときの損傷ディスクの交換」 を参照してください。
■

RAW デバイスと DMP デバイスの間でディスクインターフェースを切り替えたい場合。
p.86 の 「オンラインになっているクラスタのディスク操作ポリシーの変更」 を参照して
ください。

■

コーディネータディスクに登録されたキーが失われた場合。
このようなケースでは、クラスタはスプリットブレイン状態になったときにパニックするこ
とがあります。vxfenswap コマンドを使って、コーディネータディスクを同じディスクと
交換できます。ディスクの交換中、データ破損のリスクを負うことなく、失われたキーは
再び登録されます。
p.87 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

vxfenswap 操作が成功しなかった場合、vxfenswap -a cancel コマンドを使えば、
vxfenswap ユーティリティが行った変更を手動でロールバックできます。ディスク交換の
処理が進行中にノードに障害が発生した場合、またはディスク交換を中止した場合は、
このコマンドを実行する必要があります。

クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディ
スクの交換
稼働中のクラスタに属する 1 つ以上のコーディネータディスクの追加、削除、交換の手順
を確認します。
警告: vxfenswap スクリプトがコーディネータディスクのセットを交換する前に、いずれか
のノードがクラスタメンバーシップから切り離された場合には、クラスタがパニックになりま
す。
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クラスタがオンラインのときに、コーディネータディスクグループのディスクを交換するに
は

1

システム間通信が正常に機能していることを確認します。

2

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

3

コーディネータディスクグループをインポートします。
/etc/vxfendg ファイルには、コーディネータディスクを含むディスクグループの名前
（通常は vxfencoorddg）が記述されているため、次のコマンドを使います。
# vxdg -tfC import `cat /etc/vxfendg`

ここで、
-t は、ディスクグループが、ノードを再起動するまでの間だけインポートされることを
指定します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。このオプションは、アクセスできな
いディスクがある場合に必要です。
-C は、すべてのインポートロックを削除することを指定します。

4

ディスクグループからディスクを削除するには、VxVM ディスク管理者のユーティリ
ティ vxdiskadm を使います。
また、既存のコーディネータディスクグループを破壊することもできます。たとえば、
次のようになります。
■

コーディネータ属性がオンに設定されているかどうかを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |

■

grep flags: | grep coordinator

コーディネータ属性値がオンに設定されている場合は、コーディネータディスク
グループのこの属性もオフにする必要があります。
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# vxdg -g vxfencoordg set coordinator=off
■

ディスクグループを破壊します。
# vxdg destroy vxfencoorddg

5

新しいディスクをノードに追加し、それを VxVM ディスクとして初期化して、
vxfencoorddg ディスクグループに追加します。
手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストー
ル/設定ガイド』を参照してください。
ディスクグループの内容が変更されても、I/O フェンシングは同じ状態のままである
点に留意してください。

6

正しいディスクポリシーが指定されるように /etc/vxfenmode ファイルが更新される
ことを確認します。
詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』
を参照してください。

7

一方のノードで、vxfenswap ユーティリティを起動します。ユーティリティに対してディ
スクグループを指定する必要があります。
次のいずれかの操作をします。
■

通信に ssh を使う場合は、次を実行します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap -g diskgroup

■

通信に rsh を使う場合は、次を実行します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap -g diskgroup -n

このユーティリティにより以下のタスクが実行されます。
■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを取ります。

■

各ノードで変更されたディスクグループにして、テストファイル /etc/vxfentab.test
を作成します。

■

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

■

すべてのノードで新しいディスクのシリアル番号が同一であることを確認します。
チェックが失敗すると、スクリプトは終了します。

■

新しいディスクが各ノードの I/O フェンシングをサポートできるかを検証します。
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8

ディスクの確認と検証が終了したら、ユーティリティから処理の成功が通知され、コー
ディネータディスクの新しいセットをコミットするかどうかの確認を求めてきます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

9

ユーティリティから出力されるメッセージを確認し、ディスクグループを交換するかの
確認を入力します。ディスクグループを交換しない場合は、手順 10 にスキップしま
す。
ユーティリティが正しくコミットした場合、ユーティリティは /etc/vxfentab.test ファイ
ルを /etc/vxfentab ファイルに移動します。
/etc/vxfendg ファイルで指定したのとは異なるディスクグループを指定した場合、
ユーティリティは /etc/vxfendg ファイルを更新します。

10 ディスクグループを交換したくない場合は n と入力します。
vxfenswap ユーティリティはコーディネータディスクに対するすべての変更をロール
バックします。

オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグルー
プの交換
vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネータディスクグループを交換することもでき
ます。
コーディネータディスクグループを交換するには

1

システム間通信が正常に機能していることを確認します。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)
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3

/etc/vxfendg ファイルにある現在のコーディネータディスクグループの名前（通常
は、vxfencoorddg）を探します。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg

4

現在のコーディネータディスクグループの置き換えに利用できる代替ディスクグルー
プを見つけます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
c2t0d0s2
c2t1d0s2
c4t0d0
c4t0d1
c4t0d2
c4t0d3
c4t0d4
c4t0d5
c4t0d6

5

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

任意のノードで、vxfenswap ユーティリティを起動します。たとえば、vxfendg がコー
ディネータディスクグループとして使いたい新しいディスクグループである場合
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap -g vxfendg [-n]

6

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

オンラインになっているクラスタのディスク操作ポリシーの変更
オンラインになっているクラスタでは、vxfenswap ユーティリティを使ってディスク操作ポ
リシーを RAW から DMP に変更できます。
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ディスク操作ポリシーを変更するには

1

システム間通信が正常に機能していることを確認します。

2

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

3

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

4

任意のノードで、vxfenswap ユーティリティを起動します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap -g vxfencoordg [-n]

5

ディスクポリシーの変更を確認します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: raw

コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ
コーディネータディスクで登録したキーが紛失した場合、スプリットブレインが発生すると、
クラスタはパニックになることがあります。
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vxfenswap ユーティリティを使えば、コーディネータディスクを同じディスクと交換できま
す。vxfenswap ユーティリティは、ディスクの交換時に紛失キーを登録します。
コーディネータディスク上の紛失キーをリフレッシュするには

1

システム間通信が正常に機能していることを確認します。

2

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

3

次のコマンドを実行し、キーのないコーディネータディスクを表示します。
# vxfenadm -g all -f /etc/vxfentab
Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 0
No keys...
...

4

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

5

キーがコーディネータディスクに原子的に配置されたことを確認します。
# vxfenadm -g all -f /etc/vxfentab
Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 4
...

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

「VCS 設定への新しい CFS システムの追加」

■

「cfsmount を使った CFS ファイルシステムのマウント」

■

「CFS ファイルシステムのサイズ変更」

■

「CFS ファイルシステムの状態の確認」

■

「CFS ポートの確認」

■

「CFS エージェントログファイル」

CFS の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を参
照してください。
p.270 の 「CFS のトラブルシューティング」 を参照してください。

VCS 設定への新しい CFS システムの追加
エディタを使って、VCS のメインの main.cf ファイルに CFS ファイルシステムを追加する
には
# cfsmntadm add galaxy_ocr ocrvotevol /ocrvote grp10g ¥
all=suid,rw
Mount Point is being added...
/ocrvote added to the cluster-configuration

コマンドについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation Cluster File System 管理者
ガイド』を参照してください。

cfsmount を使った CFS ファイルシステムのマウント
cfsmount を使って CFS ファイルシステムをマウントするには
# cfsmount /ocrvote
Mounting...
[/dev/vx/dsk/galaxy_ocr/ocrvotevol]
mounted successfully at /ocrvote on galaxy
[/dev/vx/dsk/galaxy_ocr/ocrvotevol]
mounted successfully at /ocrvote on nebula

コマンドについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation Cluster File System 管理者
ガイド』を参照してください。
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CFS ファイルシステムのサイズ変更
CFS ファイルシステムがいっぱいであることを示すメッセージがコンソールに表示されて
いる場合、ファイルシステムのサイズを変更することができます。vxresize コマンドを使
うと、CFS ファイルシステムをサイズ変更できます。
次のコマンドを使うと、Oracle バイナリ CFS を含むファイルシステム（この Oracle バイナ
リボリュームは CFS マウント済みです）をサイズ変更できます。
# vxresize -g galaxy_ora ora_vol +2G

ここで、galaxy_ora は CVM ディスクグループ、ora_vol はボリューム、+2G はボリューム
のサイズを 2 GB 増やすことを意味します。

CFS ファイルシステムの状態の確認
「cfscluster status」コマンドを実行し、ノードと各ノード上にあるマウントポイントの状態を
表示します。
# cfscluster status
Node
: nebula
Cluster Manager : not-running
CVM state
: not-running
MOUNT POINT
SHARED VOLUME DISK GROUP
/ocrvote
ocrvotevol
galaxy_ocr
/oracle
ora_vol
galaxy_ora
/crshome
ora_crs_vol
galaxy_crs
/oradata1
ora_data1_vol galaxy_data1

STATUS
NOT MOUNTED
NOT MOUNTED
NOT MOUNTED
NOT MOUNTED

/arch

galaxy_data1

NOT MOUNTED

DISK GROUP
galaxy_ocr
galaxy_ora
galaxy_crs
galaxy_data1
galaxy_data1

STATUS
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED

archivol

Node
: galaxy
Cluster Manager : running
CVM state
: running
MOUNT POINT
SHARED VOLUME
/ocrvote
ocrvotevol
/oracle
ora_vol
/crshome
ora_crs_vol
/oradata1
ora_data1_vol
/arch
archivol

CFS ポートの確認
CFS は、ノード間の通信にポート 'f' を使います。CFS ポートの状態は、次のように確認で
きます。
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# gabconfig -a | grep "Port f"

CFS エージェントログファイル
/var/VRTSvcs/log ディレクトリにある CFS エージェントログファイルを使って、CFS の問
題をデバッグすることができます。
# cd /var/VRTSvcs/log
# ls
CFSMount_A.log
CFSfsckd_A.log
engine_A.log

エージェントフレームワーク情報は engine_A.log ファイルに、エージェントエントリポイン
ト情報は CFSMount_A.log ファイルと CFSfsckd_A.log ファイルにあります。

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

「すべての CVM 共有ディスクの一覧表示」

■

「手動による CVM クラスタメンバーシップの確立」

■

「共有ディスクグループの手動インポート」

■

「共有ディスクグループの手動デポート」

■

「手動による共有ディスクの起動」

■

「CVM ポートの状態の評価」

■

「CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認」

■

「CVM メンバーシップの状態の確認」

■

「CVM 共有ディスクグループの状態の確認」

■

「アクティブ化モードの確認」

■

「CVM ログファイル」

CVM の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を
参照してください。
p.265 の 「CVM のトラブルシューティング」 を参照してください。

すべての CVM 共有ディスクの一覧表示
次のコマンドを使って、すべての CVM 共有ディスクを一覧表示できます。
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# vxdisk -o alldgs list |grep shared

手動による CVM クラスタメンバーシップの確立
次のコマンドを実行して、CVM を手動で起動します。
# vxclustadm -m vcs -t gab startnode
vxclustadm:initialization completed
vxclustadm は、クラスタの設定情報のある main.cf を読み取るため、実行されている

VCS には依存しないことに注意します。通常は hastart（VCS start）コマンドによって
CVM が自動的に起動されるため、vxclustadm startnode コマンドを実行する必要は
ありません。

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

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

手動による共有ディスクの起動
手動による CVM 共有ディスクグループのインポートの後には、次のようにディスクグルー
プのボリュームを手動で起動する必要があります。
# vxvol -g diskgroupname startall
ボリュームが起動されているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -htrg diskgroupname | grep ^v

CVM ポートの状態の評価
CVM カーネル（vxio ドライバ）は、カーネルメッセージングにポート V を、クラスタノード
間の vxconfigd 通信にポート 'v' を使います。次のコマンドでは、CVM ポートの状態が
表示されます。
# gabconfig -a | egrep "Port v|Port w"
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CVM が SF Oracle RAC クラスタで実行されているかどうかの確認
次のオプションを使って、SF Oracle RAC で CVM が起動されているか、または起動され
ていないかを確認できます。
次の出力が、クラスタのメンバーになっていないノードに表示されます。
# vxdctl -c mode
mode:enabled:cluster inactive

# vxclustadm -v nodestate
state:out of cluster

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

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

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

CVM Nid
0
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

CVM メンバーシップの状態の確認
CVM の状態は、次のように確認できます。
# vxclustadm -v nodestate
state: joining
nodeId=0
masterId=0
neighborId=0
members=0x1
joiners=0x0
leavers=0x0
reconfig_seqnum=0x0
reconfig: vxconfigd in join
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状態は、CVM がカーネルレベルの参加を完了し、vxconfigd レベルの参加を行ってい
る最中であることを示します。
vxdctl -c mode コマンドは、ノードが CVM マスターか CVM スレーブかを示していま

す。

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

アクティブ化モードの確認
SF Oracle RAC クラスタでは、共有ディスクグループの有効化は、次のようにクラスタノー
ドそれぞれで「shared-write」に設定される必要があります。
# vxdg -g diskgroupname set activation=sw
次のコマンドを実行すると、「shared-write」の有効化が設定されているかどうかが表示さ
れます。
# vxdg list galaxy_ora |grep activation
local-activation:shared-write

CVM ログファイル
/var/VRTSvcs/log ディレクトリには、エージェントログファイルが格納されています。
# cd /var/VRTSvcs/log
# ls -l *CVM* engine_A.log vxfen.log
CVMCluster_A.log
# CVM Agent log
CVMVolDg_A.log
# CVM VolDg Agent log
CVMVxconfigd_A.log
# CVM vxconfigd Agent log
engine_A.log
# VCS log
vxfen.log
# Fencing log

vxconfigd.log ファイルを使って CVM の設定に関する問題のトラブルシューティングを
行うことができます。このファイルは、/var/adm/ras/vxconfigd.log にあります。
cmdlog ファイルを使って、すでに実行された CVM コマンドからなるリストを表示すること
ができます。このファイルは、/var/adm/vx/cmdlog にあります。
詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
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Oracle の管理
この項では、次の Oracle 管理タスクの手順について説明します。
■

「 データベースの作成」

■

「Oracle のスワップ領域の増加」

■

「CRS の停止」

■

「CRS オブジェクトの状態の判別」

■

「Oracle データベースインスタンスの登録解除」

■

「CRS の仮想 IP アドレスの設定」

■

「CRS オブジェクトを開始および停止するように Oracle グループを設定する」

■

「リスナーの設定」

■

「Oracle リスナーの起動または停止」

■

「srvctl を使ったノードアプリケーションの管理」

■

「Oracle Enterprise Manager エージェントの起動」

■

「Oracle グループの障害のクリア」

■

「Oracle サービスグループの開始および停止」

Oracle の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項
を参照してください。
p.272 の 「Oracle のトラブルシューティング」 を参照してください。

データベースの作成
データベースを作成するには、次のように dbca コマンドを実行します。
$ export DISPLAY=display.ip
$ dbca

詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

Oracle のスワップ領域の増加
必要となる最小スワップ領域は 4 GB です。スワップ領域には RAM サイズの 2 倍を設定
することをお勧めします。スワップ領域について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照し
てください。
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Oracle のスワップ領域を増やすには

1

利用可能な空きスワップ領域の量を調べます。
# swap -l
device
/dev/hd6

2

maj,min
10, 2

total
512MB

free
505MB

必要に応じてスワップ領域を増やします。
# chps -s '40' hd6

CRS の停止
VCS の制御外で CRS を手動で停止する必要がある場合、次のコマンドを実行します。
# $CRS_HOME/bin/crsctl stop crs
Stopping resources.
Successfully stopped CRS resources
Stopping CSSD.
Shutting down CSS daemon.
Shutdown request successfully issued.

CRS オブジェクトの状態の判別
CRS オブジェクトの状態を判別するには
# $CRS_HOME/bin/crs_stat -t
Name
Type
Target
State
Host
-----------------------------------------------------------ora....11.inst application
ONLINE
OFFLINE
ora....12.inst application
ONLINE
OFFLINE
ora.sample3.db application
ONLINE
OFFLINE
ora....EY.lsnr application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.gsd application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.ons application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.vip application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora....ER.lsnr
ora....ver.gsd
ora....ver.ons
ora....ver.vip

application
application
application
application

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

nebula
nebula
nebula
nebula

CRS オブジェクト「gsd」「ons」「vip」「lsnr」は、ノード galaxy および nebula のノードアプ
リケーションです。
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Oracle データベースインスタンスの登録解除
CRS コマンドまたは srvctl ユーティリティを使って、Oracle データベースインスタンスの
登録を解除できます。
Oracle データベースインスタンスを登録解除するには

1

最初に、Oracle CRS で登録されているリソースの現在の状態を確認します。
# $CRS_HOME/bin/crs_stat -t
Name
Type
Target
State
Host
-----------------------------------------------------------ora....31.inst application
OFFLINE
OFFLINE
ora....32.inst application
OFFLINE
OFFLINE
ora.sample3.db
application
OFFLINE
OFFLINE
ora....EY.lsnr application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.gsd application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.ons application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.vip application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora....ER.lsnr application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.gsd application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.ons application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.vip application
ONLINE
ONLINE
nebula

2

Oracle データベースおよびインスタンスを Oracle CRS から登録解除します。CRS
コマンドまたは srvctl ユーティリティを使って、登録を解除できます。
CRS コマンドを使う場合
$ $CRS_HOME/bin/crs_unregister ora.sample3.sample31.inst
$ $CRS_HOME/bin/crs_unregister ora.sample3.sample32.inst
$ $CRS_HOME/bin/crs_unregister ora.sample3.db

srvctl ユーティリティを使う場合
$ srvctl remove instance -d sample3 -i sample31
Remove instance sample31 from the database sample3? (y/[n]) y
$ srvctl remove instance -d sample3 -i sample32
Remove instance sample32 from the database sample3? (y/[n]) y
$ srvctl remove database -d sample3
Remove the database sample3? (y/[n]) y

3

インスタンスの登録を解除したら、CRS リソースの状態を次のように表示できます。

97

98

第 3 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
Oracle の管理

# $CRS_HOME/bin/crs_stat -t
Name
Type
Target
State
Host
-----------------------------------------------------------ora....EY.lsnr application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.gsd application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.ons application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.vip application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora....ER.lsnr application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.gsd application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.ons application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.vip application
ONLINE
ONLINE
nebula

4

Oracle データベースおよびインスタンスを Oracle CRS に再度登録します。
$ srvctl add database -d sample3 -o $ORACLE_HOME
$ srvctl add instance -d sample3 -i sample31 -n galaxy
$ srvctl add instance -d sample3 -i sample32 -n nebula

5

CRS リソースの状態を表示します。CRS リソースの状態は、次のように表示されます。
# $CRS_HOME/bin/crs_stat -t
Name
Type
Target
State
Host
-----------------------------------------------------------ora....31.inst application
OFFLINE
OFFLINE
ora....32.inst application
OFFLINE
OFFLINE
ora.sample3.db
application
OFFLINE
OFFLINE
ora....EY.lsnr application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.gsd application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.ons application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora.galaxy.vip application
ONLINE
ONLINE
galaxy
ora....ER.lsnr application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.gsd application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.ons application
ONLINE
ONLINE
nebula
ora....ver.vip application
ONLINE
ONLINE
nebula

6

VCS はデータベースを開始するように（この例では）設定されているので、データ
ベースを Oracle CRS 設定の手動モードにします。
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$ srvctl modify database -d sample3 -y manual

7

srvctl ユーティリティを使って、データベースの設定を確認します。
$ srvctl config database -d sample3
galaxy sample31 /oracle/orahome
nebula sample32 /oracle/orahome

CRS の仮想 IP アドレスの設定
CRS の仮想 IP アドレスを設定するには
# export DISPLAY=display.ip
# $CRS_HOME/bin/vipca

ここで、display.ip は、IP アドレスの表示です。
詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

CRS オブジェクトを開始および停止するように Oracle グループを設定
する
シマンテック社では、CRS オブジェクトを開始および停止するように VCS 内の Oracle グ
ループを設定することをお勧めします。
次のサンプル main.cf の抜粋は、CRS インスタンスオブジェクトを開始するように VCS を
設定する方法を示しています。
Oracle Ora_1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = PROD11
Sid @nebula = PROD12
Owner = oracle
Home = "/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
OnlineTimeout = 900
)

リスナーの設定
リスナーを設定するには
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$ export DISPLAY=display.ip
$ netca

詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

Oracle リスナーの起動または停止
Oracle リスナーに問題が発生している場合、oracle user としてリスナーを停止および再
起動できます。
Oracle リスナーを起動するには
$ lsnrctl start

Oracle リスナーを停止するには
$ lsnrctl stop

Oracle リスナーの状態を調べるには
$ lsnrctl status

詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

srvctl を使ったノードアプリケーションの管理
ノード galaxy でノードアプリケーションを起動するには
$ srvctl start nodeapps -n galaxy

ノード nebula でノードアプリケーションを停止するには
$ srvctl stop nodeapps -n nebula

ノードアプリケーションを削除するには
$ srvctl remove nodeapps -n galaxy

ノードアプリケーションを追加するには
$ srvctl add nodeapps -n galaxy ¥
-A galaxy_v/255.255.248.0/en0 -o /crshome/crs

データベース設定を変更して手動モードを使うには
$ srvctl modify database -d dbsample -y manual

srbctl でインスタンスを表示するには
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$ srvctl config database -d dbsample
galaxy dbsample1 /oracle/orahome
nebula dbsample2 /oracle/orahome

詳しくは、Oracle CRS のマニュアルを参照してください。

Oracle Enterprise Manager エージェントの起動
Oracle Enterprise Manager を使うには、次のコマンドを実行してエージェントを起動し
ます。
$ emctl start agent

詳しくは、Oracle OEM のマニュアルを参照してください。

Oracle グループの障害のクリア
Oracle グループの障害が発生した場合、次のコマンドを実行して障害をクリアし、グルー
プをオンラインにできます。
# hagrp -clear grp10g -sys galaxy
# hagrp -clear grp10g -sys nebula
# hagrp -online grp10g -sys galaxy
# hagrp -online grp10g -sys nebula

Oracle サービスグループの開始および停止
ノード「galaxy」および「nebula」で Oracle サービスグループ「grp10g」を開始するには
# hagrp -online grp10g -sys galaxy
# hagrp -online grp10g -sys nebula

ノード「galaxy」および「nebula」で Oracle サービスグループ「grp10g」を停止するには
# hagrp -offline grp10g -sys galaxy
# hagrp -offline grp10g -sys nebula

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

101

102

第 3 章 SF Oracle RAC とそのコンポーネントの管理
ODM の管理

■

「ODM ポートの確認」

■

「ODM の起動」

ODM の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を
参照してください。
p.277 の 「ODM のトラブルシューティング」 を参照してください。

ODM ポートの確認
ODM を SF Oracle RAC で有効にすることをお勧めします。次のコマンドを実行し、ODM
が実行されていることを確認します。
# gabconfig -a | grep "Port d"

ODM の起動
次の手順では ODM を起動する方法について説明します。
ODM を起動するには

1

次を実行します。
# /etc/init.d/vxgms start

2

次を実行します。
# /etc/init.d/odm start

2
SF Oracle RAC を使った
データベース管理

■

Oracle のリポジトリデータベースの設定と管理

■

Storage Checkpoint と Storage Rollback の使用

■

Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の使用
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Oracle のリポジトリデータ
ベースの設定と管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

リポジトリデータベースについて

■

sfua_db_config スクリプトを使った、リポジトリデータベースの設定

■

リポジトリデータベースの作成と設定

■

リポジトリ用のランタイム管理タスク

■

SF Oracle RAC 設定への新しいシステムの追加

リポジトリデータベースについて
Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリ、つまりポジトリデータベースには、
SF Oracle RAC で必要なメタデータ情報が格納されます。この情報には、ユーザーデー
タベース、スナップショットデータベース、ストレージ設定、スケジュール設定済みタスク、
ストレージ統計などのデータがあります。
メモ: リポジトリデータベースが、SF Oracle RAC の初期インストールと設定以外で必要に
なるのは、ごくわずかな操作のみです。
このリリースの SF Oracle RAC では、リポジトリはリレーショナルデータベースに格納され、
VxDBMS と呼ばれる軽量型の組み込みリレーショナル DBMS によって管理されます。
VxDBMS は、Sybase ASA（Adaptive Server Anywhere）DBMS の特別な OEM 版で、
シマンテック社から配布、サポートを行います。SFDB リポジトリデータベースは、データ
ベースファイル dbed_db.db とトランザクションログファイル yymmddxx.log で構成され
ます。

106

第 4 章 Oracle のリポジトリデータベースの設定と管理
sfua_db_config スクリプトを使った、リポジトリデータベースの設定

VxDBMS は、アクセス権と設定が適切なネットワーク上の任意のホストからのリモートクラ
イアントによるアクセスをサポートします。
メモ: この章の説明は、SF Oracle RAC の設定にのみ適用されます。単一インスタンスの
設定や単一インスタンスのコマンドなど、単一インスタンスに関する情報については、適
切な Storage Foundation のマニュアルを参照してください。

sfua_db_config スクリプトを使った、リポジトリデータベー
スの設定
SF Oracle RAC のインストールと VCS の設定が終了した後、sfua_db_config スクリプト
を使ってリポジトリデータベースの作成と設定を行えます。
sfua_db_config スクリプトは、システムで SF Oracle RAC 設定が実行されていることを検
出し、自動的にリポジトリデータベースを設定します。
リポジトリデータベースの設定により、次の SF Oracle RAC 機能が使えるようになります。
■

Storage Checkpoint と Storage Rollback

■

Database FlashSnap

■

Database Dynamic Storage Tiering

メモ: 上記に記載した SF Oracle RAC 機能については、以降の章で説明します。

リポジトリデータベースの作成と設定
sfua_db_config スクリプトを実行する前に、次の必要条件を確認してください。
■

少なくとも 1 つのボリュームが設定されたディスクグループがあることを確認してくださ
い。ボリュームは、リポジトリデータベースを格納するために使います。共有ストレージ
上に存在するディスクグループ内の VxVM ボリューム上で VxFS ファイルシステムが
作成されている必要があります。

■

ボリューム上のストレージはノード間で共有される必要がありますが、ディスクグルー
プは常に 1 つのノードからのみ認識されます。
2 つのノードが 1 つのディスクグループにアクセスするリポジトリデータベース設定の
概念については、以下の 図 4-1 を参照してください。

■

ボリュームは起動され、ファイルシステムがマウントされている必要があります。

■

パブリック NIC インターフェース用に重複のない仮想 IP アドレスを入手します。

■

パブリック NIC インターフェース用にデバイス名を入手します（例: hme0）。
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■

パブリック NIC インターフェース用にサブネットマスクを入手します。

図 4-1

リポジトリデータベースの概念図

ノード 1

ノード 2

VxFS ファイル
システム
リポジトリデータベース
を含むボリューム
ディスク

ディスクグループ
リポジトリデータベースを作成し、設定するには

1

root ユーザーで次のコマンドを入力し、sfua_db_config スクリプトを実行します。
# /opt/VRTSdbcom/bin/sfua_db_config

メモ: このコマンドは 1 つのノードで実行する必要があります。ディスクグループが、
その 1 つのノードから認識されていることを確認してください。

2

SF Oracle RAC のリポジトリデータベースの設定例を次に示します。
Welcome to the SFORA configuration script.
This script creates repository for standalone and HA
configuration. Please create a Veritas File System on a Veritas
Volume and mount it, before starting configuration using this
script. This mount point will be used to store repository. The
following is required to configure $prod repository for HA
solution:
* A mount point of already mounted Veritas Volume on a shared
storage, with Veritas File system.
* A public NIC used by each system in the cluster.
* A Virtual IP address and netmask.
Press enter to continue.
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Enter Veritas filesystem mount point for SFORA repository:
/sfua_rep

プロンプトが表示されたら、次の情報を入力します。
Enter the NIC for system galaxy for HA Repository
configuration:hme0
Enter the NIC for system nebula for HA Repository
configuration:hme0
Enter the Virtual IP address for repository
failover:10.182.186.249
Enter the netmask for public NIC interface:255.255.0.0
The following information will be used for SFORA HA configuration:
Public IP address: 10.182.186.249
Subnet mask: 255.255.0.0
Public interface: galaxy-hme0, nebula-hme0
Mount point: /sfua_rep
Volume Name for mount point: dbed_rep
Diskgroup for mount point: sfua_rep
Is this correct (y/n/q) [y]? y
Repository database configured successfully for HA.

3

アップグレードしている場合、古いリポジトリ情報を新しいリポジトリに移行します。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC をインストールまたはアップグレード
している場合、dbed_update コマンドを実行します。dbed_update コマンドは、
Veritas Storage Foundation for Oracle SFDB リポジトリの作成または更新を行い
ます。リポジトリが既に存在する場合、このコマンドはそのリポジトリを更新します。
メモ: リポジトリを SFRAC for Oracle バージョン 4.1 からバージョン 5.0 にアップグ
レードする場合は、次の説明に従って dbed_update コマンドを実行します。リポジ
トリを SFRAC for Oracle バージョン 5.0 からそれより後のバージョンにアップグレー
ドする場合は、/sfua_db_config を実行するとリポジトリが自動的にアップグレード
されます。
dbed_update コマンドの構文は次のとおりです。
dbed_update -S ORACLE_SID -H ORACLE_HOME¥
[-G <SERVICE_GROUP>] [-P <ORACLE_PFILE>]
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dbed_update コマンドを使うには、データベースが起動し、すでに稼働している必

要があります。また、-S オプションと -H オプションを使って ORACLE_SID 変数と
ORACLE_HOME 変数を指定する必要があります。

sfua_db_config を使った、SFDB リポジトリの確認
何らかの理由で VxDBMS の処理が実行されないか、またはその処理に問題が生じてい
る場合は、sfua_db_config コマンドを使って、リポジトリデータベースとそのサーバーの
状態を確認します。
リポジトリの状態を確認するには、このコマンドに -o dbstatus オプションを指定します。
たとえば、次のようになります。
# /opt/VRTSdbcom/bin/sfua_db_config -o dbstatus

SFDB リポジトリの問題のトラブルシューティングを行うには、 p.268 の 「リポジトリデータ
ベースのトラブルシューティング」 を参照してください。

管理者権限の設定
データベース管理者が SF Oracle RAC を使ってデータベースを管理できるようにするに
は、権限設定を変更する必要があります。
SF Oracle RAC のインストール中に、データベース管理者のアクセスを許すかどうかが問
われます。SF Oracle RAC のインストール中に権限を変更しなかった場合は、後で変更
することができます。
インストール時の /opt/VRTSdbed ディレクトリに対するデフォルト設定では、root でログ
インした場合のみこのディレクトリにアクセスできます。
root 以外のユーザーのアクセスを有効にするには
◆

root 以外のユーザーによるアクセスを可能にするには、次の chown コマンドと chmod
コマンドを使います。
# chmod 750 /opt/VRTSdbed # chown oracle:dba /opt/VRTSdbed

リポジトリ用のランタイム管理タスク
SFDB リポジトリに関する大部分の処理が、SFDB コードによって自動的に処理されます。
管理者が処理する必要があるのは、SFDB のバックアップ、アクティビティのリストア、リポ
ジトリのハードディスク容量使用率の監視のみです。インストール中に設定ファイル
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が生成され、SFDB リポジトリで使われるファイルシ
ステムやボリュームが記録されます。rc ファイルを使ってシステムが再起動されると、
VxDBMS サーバーが自動的に開始されます。
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sfua_rept_adm を使ったリポジトリのバックアップとリストア
SFDB リポジトリのバックアップやリストアを管理するには、sfua_rept_adm コマンドを使
います。
このコマンドを実行すると、次のことが実現できます。
■

バックアップの形式（完全または増分）、バックアップの開始時間と実行頻度、バック
アップファイルの保存ディレクトリなどを指定することにより、SFDB リポジトリを自動的
にバックアップするスケジュールを作成、設定可能にします。

■

バックアップファイルからリポジトリのリストアを実行します。

■

既存のバックアップスケジュールの有効、無効を切り替えます。

■

空き容量を監視するスケジュールを作成、設定して、リポジトリを含むファイルシステ
ムにおいて空き容量が指定のしきい値に達したときに警告の電子メールを送信しま
す。

■

既存の空き容量監視スケジュールの有効、無効を切り替えます。

メモ: sfua_rept_adm コマンドを使うには、root としてログインする必要があります。
表 4-1

sfua_rept_adm コマンドオプション

コマンドオプション

説明

-h

sfua_rept_adm コマンドのヘルプを表示します。

-m backup_dest

このコマンドオプションは、リポジトリのバックアップデータを保存
するディレクトリを指定します。

-o backup_sched

このコマンドオプションは、完全バックアップスケジュールまたは
増分バックアップスケジュールを作成します。
バックアップの形式は、さらに -t オプションを付加します。1 回の
実行につき作成できるのは、完全または増分のいずれかのバッ
クアップスケジュールのみとなります。2 回目のスケジュール作成
では、同じ形式で現存するいかなるバックアップスケジュールも
上書きされます。
バックアップスケジュールを作成すると、そのスケジュールは自動
的に有効となります。

-o backup_enable

このコマンドオプションは、-t オプションが指定された場合と同様
に既存の完全または増分バックアップスケジュールを再度有効
にします。
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コマンドオプション

説明

-o backup_disable

このコマンドオプションは、-t オプションが指定された場合と同様
に既存の完全または増分バックアップスケジュールを無効にしま
す。

-o restore

このコマンドオプションは、-m オプションで指定したディレクトリ内
のバックアップファイルから SFDB リポジトリをリストアします。

-o space_monitor

このコマンドオプションは、SFDB リポジトリを含むファイルシステ
ムにおいて空き容量が、-w オプションで指定したしきい値まで少
なくなるか、またはそれを下回ると、警告メッセージを電子メール
で送信するように空き容量を監視するスケジュールを作成、設定
します。

-o
space_monitor_enable

このコマンドオプションでは、バックアップスケジュールがすでに
1 つでも作成されていると、空き容量を監視するスケジュールが
有効となります。

-o
このコマンドオプションでは、バックアップスケジュールがすでに
space_monitor_disable 1 つでも作成されていると、空き容量を監視するスケジュールが
無効となります。
-t full | incr

このコマンドオプションは、-o オプションをさらに追加することで
バックアップ形式の作成、または有効や無効を指定します。完全
バックアップの場合は full を、増分バックアップの場合は incr を
指定します。増分バックアップにより、SFDB リポジトリのデータ
ベーストランザクションログを -m オプションで指定したディレクト
リにコピーします。完全バックアップにより、これらのトランザクショ
ンログファイルとデータベースファイルをコピーします。
同時に有効にできるバックアップスケジュールは 2 つだけです。
1 つは増分バックアップで、もう 1 つは完全バックアップです。た
とえば、同時に異なる増分バックアップスケジュールを作成する
ことはできません。

-f backup_freq

このコマンドオプションは、-s オプションで指定する開始時間から
のスケジュール化されたバックアップの頻度を h（時）、d（日）、w
（週）などのように指定します。デフォルトでは、バックアップ頻度
の値は、1 時間単位（h）で指定されることを想定しています。

-s start_time

このコマンドオプションは、バックアップ処理の開始時間を、
hh:mm:ss の書式で指定します。
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コマンドオプション

説明

-w warn_threshold

このコマンドオプションは、空き容量監視スケジュールに使う警告
用のしきい値を指定します。値にはバックアップファイルを格納す
るファイルシステム上の空き容量をパーセント表記で指定します。
空き容量のパーセンテージが、このしきい値まで降下するか、ま
たは下回ると、この空き容量監視スケジュールの他の設定に従っ
て、警告メッセージが電子メールで送信されます。

-e notify_email

このコマンドオプションは、リポジトリのファイルシステムにおいて
空き容量が、-w オプションで指定したしきい値を下回る場合に、
警告メッセージを送信する電子メールアドレスを指定します。

-u smtp_sender

このコマンドオプションは、リポジトリのファイルシステムにおいて
空き容量が、-w オプションで指定したしきい値を下回る場合に送
られる警告メッセージの SMTP 送信者を指定します。

-s smtp_server

このコマンドオプションは、リポジトリのファイルシステムにおいて
空き容量が、-w オプションで指定したしきい値を下回る場合に、
警告メッセージを送信する SMTP 電子メールサーバーを指定し
ます。

SFDB リポジトリのバックアップスケジュールを作成するには
SFDB リポジトリのバックアップスケジュールを作成するには、次のように sfua_rept_adm
-o backup_sched コマンドを使います。
たとえば、次のようになります。
# /opt/VRTSdbcom/bin/sfua_rept_adm -o backup_sched -t full|incr -f ¥
backup_freq -s start_time -m backup_dest

バックアップスケジュールを作成すると、そのスケジュールは自動的に有効となります。
バックアップスケジュールの形式は、増分（-t incr）と完全（-t full）のうちいずれか一方の
みを作成することができます。新しいバックアップスケジュールを作成する場合、現在有
効となっているすべてのバックアップスケジュールは自動的に新しいスケジュールと置き
換えられます。現在のバックアップスケジュールは、-o backup_disable コマンドで無
効にすることができます。また、-o backup_enable コマンドを実行すると、再度有効とな
ります。
HA 環境では、NFS を使ってすべてのノードにバックアップ先のディレクトリをマウントしま
す。
メモ: SFDB リポジトリについては、バックアップは同じディスクグループ内の別のディスク
の別のボリュームに置かれます。
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作成したバックアップから SFDB リポジトリをリストアするには
バックアップから SFDB リポジトリをリストアするには、次のように sfua_rept_adm -o
restore コマンドを使います。
たとえば、次のようになります。
# /opt/VRTSdbcom/bin/sfua_rept_adm -o restore -m backup_dest

このコマンドでは、-m backup_dest で指定したバックアップディレクトリから、完全バック
アップファイルとすべての増分バックアップファイルを使ってリポジトリをリストアします。

リポジトリのバックアップが失敗したかどうかを判断するには
リポジトリのバックアップが失敗したかどうかを判断するには、次のいずれかの方法で行
います。
■

スケジュール設定されたバックアップが実行される時点で受信されるエラーメッセージ
のシステムコンソールを確認します。

■

-m backup_dest オプションで指定したバックアップディレクトリ内に適切なバックアッ
プファイルがあるかどうかを確認します。スケジュール設定するリポジトリのバックアッ
プ形式から、このバックアップディレクトリ内のファイルを確認します。増分バックアップ
がスケジュールされて実行された場合、リポジトリのトランザクションログファイル
（yymmddxx.log）のみが、そのディレクトリに作成されます。完全バックアップがスケ
ジュールされて実行された場合は、トランザクションログファイルとリポジトリのデータ
ベースファイル（dbed_db.db）の両が作成されます。

SFDB リポジトリの空き容量の監視
ファイルシステムが埋まることによる SFDB リポジトリの障害を防止するために、
sfua_rept_adm -o space_monitor コマンドを使って監視スケジュールを作成します。
表 4-1 は、空き容量の監視スケジュールを作成したり、そのスケジュールを有効または無
効にするオプションをはじめ、sfua_rept_adm コマンドオプションをすべて示します。
このスケジュールでは、リポジトリのファイルシステムにおける有効な空き容量を監視しま
す。空き容量が、指定のしきい値（パーセント表記）を下回る場合は、警告メッセージが設
定されたユーザーに電子メールで送られます。
メモ: sfua_rept_adm コマンドを使うには、root としてログインする必要があります。
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リポジトリのファイルシステムにおける空き容量を監視するスケ
ジュールを作成するには
リポジトリのファイルシステムの空き容量を監視するスケジュールを作成するには、次の
sfua_rept_adm -o space_monitor コマンドを使います。
たとえば、次のようになります。
# /opt/VRTSdbcom/bin/sfua_rept_adm -o space_monitor -w warn_threshold ¥
-e notify_email -u smtp_sender -s smtp_server

空き容量の監視スケジュールを作成すると、そのスケジュールは自動的に有効となりま
す。SFDB リポジトリを含むファイルシステムの空き容量が、-w warn_threshold で指定
したしきい値を下回るときは、-e notify_email で指定した電子メールアドレスに警告メッ
セージが送信されます。

SF Oracle RAC 設定への新しいシステムの追加
新しいシステムを既存の SF Oracle RAC 設定に追加するとき、同じリポジトリデータを共
有できるように、システムを既存の SFDB リポジトリにも追加する必要があります。
新しいシステムを SFDB リポジトリに追加するには

1

Veritas SF Oracle RAC をインストールした後、新しいシステムをクラスタに追加しま
す。
この手順の詳細については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC イン
ストール/設定ガイド』を参照してください。

2

次のように hasys コマンドを使ってシステムが動作していることを確認します。
# hasys -state
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3

次のコマンドシーケンスを実行して、システムを Sfua_Base グループに追加します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify Sfua_Base SystemList -add new_sys sys_id
# hares -modify sfua_ip Device new_sys_NIC -sys new_sys
# haconf -dump -makero

4

rcp、tcp、scp などのリモートファイルコピーユーティリティを使って既存のノードから
新しいシステムに /etc/vx/vxdbed/ .odbc.ini ファイルをコピーします。
たとえば、次のように rcp を使います。
# rcp /etc/vx/vxdbed/.odbc.ini new_sys:/etc/vx/vxdbed
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5
Storage Checkpoint と
Storage Rollback の使用
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 Storage Checkpoint と Storage Rollback について

■

バックアップとリストアにおける Storage Checkpoint と Storage Rollback の使用

■

Storage Checkpoint 領域の必要条件の判断

■

Storage Checkpoint のパフォーマンス

■

Storage Checkpoint によるデータベースのバックアップとリカバリ

■

Oracle リカバリのガイドライン

■

Storage Checkpoint のコマンドラインインターフェース（CLI）の使用

■

CLI 例

SF Oracle RAC の Storage Checkpoint と Storage
Rollback について
Veritas Storage Checkpoint 機能は、Veritas File System パッケージの一部として SF
Oracle RAC で利用でき、この機能を使うことによって、Oracle データベースの効率的な
バックアップとリカバリが実現できます。Storage Checkpoint をマウントして、標準のファ
イルシステム操作の実行や、セカンダリデータベースの起動を行なうこともできます。ここ
では、Storage Checkpoint と Storage Rollback について、また Storage Foundation
for Oracle RAC での使用方法について説明します。
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メモ: Veritas Storage Foundation for Oracle RAC はこのマニュアルで説明されている
SFDB 機能のみサポートしています。また、この章の説明は、Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC の設定にのみ適用されます。単一インスタンスの設定および単一インス
タンスの Storage Checkpoint と Storage Rollback については、該当する Storage
Foundation のマニュアルを参照してください。

バックアップとリストアにおける Storage Checkpoint と
Storage Rollback の使用
Storage Checkpoint と Storage Rollback により、Oracle データベースの効率的なバッ
クアップとリカバリが可能になります。

Storage Checkpoint
Storage Checkpoint では、データベースの正確なイメージがすぐに作成され、Storage
Checkpoint が作成された時点からのデータベースの一貫したイメージが得られます。
Veritas Storage Checkpoint イメージは、Veritas Storage Foundation のコマンドライ
ンインターフェース（CLI）で管理および使用できます。
メモ: Storage Checkpoint は、システムの再ブート後も削除されません。

Storage Rollback
直接 Storage Checkpoint 機能を実行するアプリケーションが、Storage Rollback です。
各 Storage Checkpoint はファイルシステムの一貫したポイントインタイムイメージであり、
また、このオンディスクバックアップに対するリストア機能を実装したアプリケーションが
Storage Rollback です。Storage Rollback は、Storage Checkpoint に含まれる変更さ
れたブロックをプライマリファイルシステムにロールバックすることによって、データベース
のリストアを高速化します。

Storage Checkpoint と Storage Rollback のプロセス
Storage Checkpoint は、マウントされているファイルシステム（プライマリファイルシステ
ム）の「クローン」を作成するための効率のよいディスクおよび I/O スナップショットテクノロ
ジです。スナップショットファイルシステムと同様に、Storage Checkpoint は、Storage
Checkpoint が作成された時点でのファイルシステムのスナップの正確なイメージとして
表示されます。ただし、個別のディスク領域を使うスナップショットファイルシステムとは異
なり、すべての Storage Checkpoint は、プライマリファイルシステムが存在する、同じ空
き領域プールを共有します（Storage Checkpoint 割り当てポリシーが割り当てられてい
る場合を除く）。
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メモ: また、Storage Checkpoint を読み取り専用モードまたは、読み取りおよび書き込み
モードとしてマウントすることによって、通常のファイルシステムと同様に Storage
Checkpoint ファイルにアクセスできるようになります。Storage Checkpoint は、
dbed_ckptcreate コマンドを使って作成します。
最初は、Storage Checkpoint にはデータが格納されていません。Storage Checkpoint
には、i ノード一覧とプライマリファイルセットのブロックマップだけが格納されています。こ
のブロックマップは、プライマリファイルシステムの実データを指します。Storage
Checkpoint には i ノード一覧とブロックマップだけが必要で、データはコピーされないた
め数秒で作成でき、領域もほとんど必要ありません。
Storage Checkpoint 実行時は、読み取り要求をプライマリファイルシステム上のデータ
の検索、該当するブロックマップのバッファへの読み取り、データ要求プロセスへの返答
をひとまとまりの処理として実行します。書き込み操作によって、プライマリファイルシステ
ム上のデータブロックへの更新が要求されると、書き込み要求を処理する前に古いデー
タを Storage Checkpoint にコピーし、その後、プライマリファイルシステムが新しいデー
タで書き込み要求を実行します。このため、Storage Checkpoint には、Storage
Checkpoint の作成時点のプライマリファイルシステムの正確なビューが保持されます。
古いデータは、一度保存するだけで済むため、プライマリファイルシステム上のブロック
n に対する書き込みがさらに行われても、Storage Checkpoint にコピーされることはあり
ません。プライマリファイルシステム上のデータブロックが変更されると、Storage
Checkpoint には、プライマリファイルシステムからコピーされたもとのデータが順次書き
込まれていきます。これにより、Storage Checkpoint のブロックマップのうちプライマリファ
イルシステム上のもとのブロックを指すものが徐々に減少していきます。
Storage Rollback は、プライマリファイルシステム上のデータベース、表領域またはデー
タファイルを Storage Checkpoint で作成されたポイントインタイムイメージにリストアしま
す。Storage Rollback は、該当する Storage Checkpoint のビフォアイメージをプライマ
リファイルシステムにコピーすることによって行われます。Storage Checkpoint と同様に、
Storage Rollback では、ファイルレベルではなく、ブロックレベルでリストア処理が実行さ
れます。Storage Rollback は、dbed_ckptrollback コマンドを使って実行します。
データベースの構造を変更するとき（たとえば、データファイルの追加、削除、PFILE か
ら SPFILE への変換、SPFILE から PFILE への変換）、dbed_update を実行する必要が
あります。
たとえば、次のようになります。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S $ORACLE_SID -H $ORACLE_HOME

マウントされた Storage Checkpoint は、次のようにさまざまなアプリケーションソリューショ
ンに使えます。
■

バックアップ

■

データ保全調査
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■

アップグレード

■

データベースの修正

■

データ複製ソリューション

Storage Checkpoint を読み取りおよび書き込みモードとしてマウントすると、このコマン
ドは、この Storage Checkpoint へのロールバックを行うことができないようにします。その
ため、不正に修正された Storage Checkpoint データによって、データベースが破損す
ることがありません。Storage Checkpoint が読み取りおよび書き込みモードとしてマウン
トされている場合、dbed_ckptmount コマンドを実行すると、シャドー Storage Checkpoint
が作成され、これが読み取りおよび書き込みモードとしてマウントされます。これにより、
データベースをもとの Storage Checkpoint にロールバックすることができるようになりま
す。
マウントされた Storage Checkpoint の詳細については、次を参照してください。
p.141 の 「dbed_ckptmount を使った Storage Checkpoint のマウント」 を参照してくだ
さい。

Storage Checkpoint 領域の必要条件の判断
BLI バックアップおよび Storage Rollback をサポートするには、ファイルシステムに、
Storage Checkpoint を格納するためにディスク領域を事前に確保する必要があります。
必要となる追加領域は、Storage Checkpoint の使用方法によって異なります。ブロック
変更の追跡に使われる Storage Checkpoint には、ファイルシステムのブロックマップの
みが格納されるため、必要となる追加領域は小さくて済みます（ファイルシステムサイズの
1 % 未満）。
バックアップの実行時にデータベースがオンラインの場合、各ファイルシステムで Storage
Checkpoint 用に必要となる追加領域は、バックアップ対象の期間とデータベースの作
業負荷によって異なります。通常のデータベース設定では、バックアップ中の作業負荷
が小さい、またはバックアップ対象の期間が比較的短い（差分バックアップなど）場合、追
加領域は、ファイルシステムサイズの 10 % あれば十分です。完全バックアップの実行
中、データベースにビジー作業負荷が存在する場合は、さらに領域が必要な場合があり
ます。
Storage Checkpoint と Storage Rollback をサポートするために、VxFS は、Storage
Checkpoint が作成された最初の時点でのブロック内容を追跡する必要があります。必
要となる追加領域は、Storage Checkpoint の作成以降に変更されたブロック数に比例
します。変更されたブロック数は、変更回数と異なる場合があります。たとえば、1 つの
データブロックが何回も変更された場合、もとのブロック内容を格納するために新規ブロッ
クの割り当てが必要となるのは、最初の変更時だけです。同じブロックに対する 2 回目以
降の変更では、オーバーヘッドもブロックの割り当ても必要ありません。
Storage Checkpoint が保持されているファイルシステムの領域が不足した場合、デフォ
ルトで VxFS は、Oracle インスタンスの失敗の原因となる ENOSPC エラーコード（UNIX
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errno 28- No space left on device）を返すことなく、最も古い Storage Checkpoint を
自動的に削除します。Storage Checkpoint を自動的に削除することによって、期待され
る I/O セマンティクスは確保されますが、同時に Storage Checkpoint によるリカバリ機
能が失われます。
テープまたは他のオフラインメディアから、データが飽和した Storage Checkpoint を保
持しているファイルシステムをリストアする際、ファイルシステムには追加の空き領域が必
要です。追加領域は、Storage Checkpoint の一貫したイメージの保存に必要なコピー
オンライトアルゴリズムに対応するために必要です。必要とされる空き領域の量は、リスト
アするサイズとファイルシステム上の Storage Checkpoint 数によって異なります。
ファイルシステム全体をリストアする場合、一般に、既存の Storage Checkpoint は必要
なくなります。mkfs コマンドを使って、ファイルシステムを再作成するだけで、テープなど
のオフラインメディアからファイルシステムをリストアできます。
ファイルシステム上の一部のファイルをリストアする場合、最初に、不要になったデータが
飽和した Storage Checkpoint を削除する必要があります。ファイルシステムの空き領域
が残り少ない場合にリストアを成功させるには、データが満杯のすべての Storage
Checkpoint を削除することが必要な場合があります。
不要な Storage Checkpoint を削除しないようにするには、低いクォータ限度を使うので
はなく、SFDB ユーティリティを使って、ファイルシステム領域の使用率を監視する監視
エージェントを設定します。ファイルシステムの領域使用率が事前に設定されたしきい値
（使用率 95 % など）を超えると、監視エージェントは、システム管理者にアラートを出しま
す。また、オプションでボリュームやファイルシステムを拡張することもできます。電子メー
ルまたは syslogd（1M）プログラムを使うか、単純なログファイルにメッセージを記録する
ことによって、領域使用率の状態とファイルシステムのサイズ変更に関してシステム管理
者に自動的に通知できます。
ボリュームやファイルシステムの拡張に備え、ディスクの空き領域は常に確保してくださ
い。また、ファイルシステムを最初に作成するときに、各ファイルシステムに十分な領域を
事前に割り当てることも、ファイルシステム、ファイルシステムが常駐している論理ボリュー
ムを手動で拡張することもできます。
詳細については、vxassist（1）および fsadm_vxfs（1）の各マニュアルページを参照し
てください。

Storage Checkpoint のパフォーマンス
Veritas ファイルシステムは、Storage Checkipoint およびプライマリファイルシステムの
読み取りおよび書き込みアクセスの処理効率が最適化されます。一般に Storage
Checkpoint からの読み取りは、通常の VxFS ファイルシステムから読み取る場合と同程
度のスループットで実行されるため、バックアップを VxFS ファイルシステムの速度の上限
で実行できます。
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データブロックへの最初の書き込み時には、古いデータが読み取られ、そのデータが
Storage Checkpoint に書き込まれてから、最後に新しいデータがプライマリファイルシス
テムに書き込まれます。そのため一般に、プライマリファイルシステムへの書き込みは、
Storage Checkpoint の影響を受けます。ただし、同じファイルシステム上に複数の
Storage Checkpoint が作成されていても、書き込みは遅くなりません。この問題が発生
するのは、最初にブロックへ書き込むときだけです。それ以降に行われるインテントログ
への書き込みや i ノードの更新などの操作は、通常の速度で実行されます。
Storage Checkpoints がデータベースに与える処理速度の影響は、データベースファイ
ルがダイレクト I/O ファイルの場合小さくなります。Storage Checkpoint が変更された情
報のみを追跡する場合、通常の OLTP 作業負荷では、スループットに 5% 未満の処理
速度の低下が起きることが観察されています。Storage Checkpoint を Storage Rollback
に使っている場合、それよりも大きい処理速度の低下（約 10% から 20%）が OLTP 作業
負荷で観察されています。意思決定支援環境やデータウェアハウジング環境では、ほと
んどの場合、処理速度の低下を小さくする必要があります。
Storage Checkpoint に対する読み取り速度は、プライマリファイルシステムに関するす
べてのディスク I/O によって低下するため、プライマリファイルシステムがビジーの場合は
Storage Checkpoint からの読み取りが影響を受けます。したがって、データベースの
バックアップは、データベースがあまり使われていないときに行うことをお勧めします。

Storage Checkpoint によるデータベースのバックアップ
とリカバリ
図 5-1 以下に、Storage Checkpoint によるデータベースのバックアップとリカバリの一般
的なプロセスを示します。
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Storage Checkpoint によるデータベースのバックアップとリカバリ

図 5-1

Storage Checkpoint のオプションの指定

Online

Offline

Storage Checkpoint の確認

Storage Checkpoint 使用した
バックアップ

Storage Checkpoint を使った
データベースのリカバリ

以降の各項でこのプロセスについて説明します。
■

「Storage Checkpoint のオプションの指定」

■

「Storage Checkpoint の確認」

■

「Storage Checkpoint を使ったバックアップの作成」

■

「Storage Checkpoint を使ったデータベースのリカバリ」

Storage Checkpoint のオプションの指定
Storage Checkpoint は、次のいずれかのオプションを指定して作成できます。
■

Online

■

Offline

オンラインオプションを指定して Storage Checkpoint を作成するには、データベースを
オンラインにし、データベースの ARCHIVELOG モードを有効にする必要があります。
メモ: アーカイブログの有効化について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してくださ
い。
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オフラインオプションを指定する場合、データベースをオフライン状態にしてください。
Storage Checkpoint の作成中は、表領域がバックアップモードになります。Storage
Checkpoint の作成には数秒しかかからないため、表領域がオンラインバックアップモー
ド中に生成される追加 REDO ログは、ごく小さいものとなります。データベース全体また
は個別の表領域またはデータファイルをオンラインまたはオフラインの Storage Checkpoint
にロールバックできます。ロールバック完了後、オンライン Storage Checkpoint を使って
いた場合は、データベースをロールフォワードしてデータベースをリストアできます。
メモ: リカバリを簡単にするには、Storage Checkpoint の作成時にデータベースがオン
ラインでもオフラインでも、常に ARCHIVELOG モードを有効にしてください。

Storage Checkpoint の確認
Storage Checkpoint を作成した後、この Storage Checkpoint を使ってデータベースを
バックアップまたはリストアする前に、Storage Checkpoint にエラーがないことを確認で
きます。
使用上の留意点

詳しくは、dbed_ckptcreate（1M）と dbed_ckptmount（1M）のマニュ
アルページを参照してください。

p.136 の 「dbed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成」 を参照してください。
p.141 の 「dbed_ckptmount を使った Storage Checkpoint のマウント」 を参照してくだ
さい。
Storage Checkpoint を使えるのは、論理エラー（人為的エラーなど）からリストアする場
合に限られます。メディア障害が原因で行われるファイルのリストアには Storage
Checkpoint を使えません。これは、すべてのデータブロックが同一物理デバイス上にあ
るためです。
メディア障害が発生した場合は、テープのバックアップや別のメディアに保存されている
データベースファイルのコピーから、データベースをリストアする必要があります。物理的
なメディア障害と論理エラーの両方から重要なデータを保護するには、データの冗長性
（ミラー化されたディスク）と Storage Checkpoint を組み合わせて使うことをお勧めしま
す。

第 5 章 Storage Checkpoint と Storage Rollback の使用
Storage Checkpoint によるデータベースのバックアップとリカバリ

125

Storage Checkpoint にエラーがないかどうかを確認するには

1

oracle ユーザーとして、次のコマンドを実行して Storage Checkpoint を作成、マウ
ントします。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate -S PROD1 -H $ORACLE_HOME¥
-o online
Storage Checkpoint Checkpoint_1210149848 created.
$ mkdir /tmp/ckpt_ro
$

/opt/VRTS/bin/dbed_ckptmount -S PROD1¥

-c Checkpoint_1210149848 -m /tmp/ckpt_ro -o ro

指定したマウントポイントディレクトリが存在しない場合、dbed_ckptmount コマンド
は、Oracle DBA ユーザーにディレクトリを作成する権限がある場合、そのディレクト
リを作成して、Storage Checkpoint をマウントします。

2

Storage Checkpoint の内容を検査します。
$ ls -l /tmp/ckpt_ro/ora_data/PROD/
total 14023952
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1
-rw-r----1

oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle

oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall
oinstall

15581184 May 7 16:44 control01.ctl
15581184 May 7 16:44 control02.ctl
15581184 May 7 16:44 control03.ctl
1536 May 4 18:48 orapwPROD
52429312 May 7 16:36 redo01.log
52429312 May 7 16:44 redo02.log
52429312 May 7 15:43 redo03.log
52429312 May 7 15:42 redo04.log
4096 May 7 15:42 spfilePROD.ora
293609472 May 7 16:44 sysaux01.dbf
5693775872 May 7 16:44 system01.dbf
791683072 May 6 22:06 temp01.dbf
41951232 May 7 16:44 undotbs01.dbf
97525760 May 7 16:44 undotbs02.dbf
5251072 May 7 16:44 users01.dbf
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3

Quick I/O ファイルに対して、dbv ツールを実行します。たとえば、次のようになりま
す。
$ $ORACLE_HOME/bin/dbv file=/tmp/ckpt_ro/ora_data/PROD/undotbs01.dbf
DBVERIFY: Release 10.2.0.3.0 - Production on Wed May 7 16:52:15 2008
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
DBVERIFY - Verification starting : FILE
= /tmp/ckpt_ro/ora_data/PROD/undotbs01.dbf
DBVERIFY - Verification complete
Total Pages Examined
: 5120
Total Pages Processed (Data) : 0
Total Pages Failing
(Data) : 0
Total Pages Processed (Index): 0
Total Pages Failing
(Index): 0
Total Pages Processed (Other): 4841
Total Pages Processed (Seg) : 0
Total Pages Failing
(Seg) : 0
Total Pages Empty
: 279
Total Pages Marked Corrupt
: 0
Total Pages Influx
: 0
Highest block SCN
: 2516312 (0.2516312)

たとえば、次のようになります。
$ $ORACLE_HOME/bin/dbv file=/tmp/ckpt_ro/ora_data/PROD/undotbs02.dbf
DBVERIFY: Release 10.2.0.3.0 - Production on Wed May 7 16:52:20 2008
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
DBVERIFY - Verification starting : FILE
= /tmp/ckpt_ro/ora_data/PROD/undotbs02.dbf
DBVERIFY - Verification complete
Total Pages Examined
: 11904
Total Pages Processed (Data) : 0
Total Pages Failing
(Data) : 0
Total Pages Processed (Index): 0
Total Pages Failing
(Index): 0
Total Pages Processed (Other): 11662
Total Pages Processed (Seg) : 0
Total Pages Failing
(Seg) : 0
Total Pages Empty
: 242
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Total Pages Marked Corrupt
Total Pages Influx
Highest block SCN

: 0
: 0
: 2516289 (0.2516289)

Storage Checkpoint を使ったバックアップの作成
データベースのバックアップを作成するには、dbed_ckptcreate コマンドを使って Storage
Checkpoint を作成し、dbed_ckptmount コマンドを使ってその Storage Checkpoint を
読み取り専用でマウントしたうえで、tar や cpio などのツールを使ってデータベースの
バックアップを作成します。
使用上の留意点

詳しくは、dbed_ckptcreate（1M）、dbed_ckptmount（1M）、tar（1）、
cpio（1）の各マニュアルページを参照してください。

p.136 の 「dbed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成」 を参照してください。
p.141 の 「dbed_ckptmount を使った Storage Checkpoint のマウント」 を参照してくだ
さい。
次のサンプル手順では、すべてのデータベースデータファイルは、/db01 という名前の
VxFS ファイルシステムに存在しているものとします。
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コマンドラインを使って、フリーズしたデータベースイメージをバックアップするには

1

Oracle ユーザーとして、dbed_ckptcreate コマンドを使って Storage Checkpoint
を作成します。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate -S PROD -H /oracle/product ¥
-o online

Creating online Storage Checkpoint of database PROD.
Storage Checkpoint Checkpoint_903937870 created.

2

dbed_ckptmount コマンドを使って Storage Checkpoint をマウントします。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptmount -S PROD -c Checkpoint_903937870 ¥
-m /tmp/ckpt_ro

指定したマウントポイントディレクトリが存在しない場合、dbed_ckptmount コマンド
は、Oracle DBA ユーザーにディレクトリを作成する権限がある場合、そのディレクト
リを作成して、Storage Checkpoint をマウントします。

3

tar を使って、Storage Checkpoint をバックアップします。
$ cd /tmp/ckpt_ro
$ ls
db01
$ tar cvf /tmp/PROD_db01_903937870.tar ./db01

Storage Checkpoint を使ったデータベースのリカバリ
Storage Checkpoint では、ブロックの変更前のビフォアイメージが記録されるため、それ
らのイメージを使ってファイルシステムベースの Storage Rollback を実行すると、Storage
Checkpoint を作成した正確な時点の状態にロールバックできます。Storage Checkpoint
はオンライン状態のバックアップとして考えることができ、バックアップからデータベース全
体、表領域または 1 個のデータベースファイルをロールバックできます。Storage
Checkpoint を使ったロールバックやリストアは、変更されたデータブロックのみをリストア
する処理であるため一般的に短時間で済みます。
Storage Checkpoint の作成後に行ったデータベースの変更内容によっては、現在のコ
ントロールファイルを使ってオンラインまたはオフラインの Storage Checkpoint の Storage
Rollback を実行した後でデータベースの不完全リカバリを実行できないことがあります。
たとえば、制御ファイルにデータファイルの追加または削除を記録する直前の時点への
データベースの部分的なリカバリを実行することはできません。
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このような場合のリカバリ手段を提供するため、Storage Checkpoint の作成直後のデー
タベースに対応したコントロールファイルのバックアップコピー
が、/etc/vx/SFDB/$ORACLE_SID/checkpoint_dir/CKPT_NAME ディレクトリの下に保存
されます。必要な場合、このファイルを使って、データベースのリカバリを実行できます。
可能な場合は、コントロールファイルの ASCII 版とバイナリ版の両方が
/etc/vx/SFDB/$ORACLE_SID/checkpoint_dir/CKPT_NAME ディレクトリ内に残されます。
領域を節約するために、バイナリ版は圧縮されます。
警告: これら代替制御ファイルを使ってデータベースのリカバリを行う際は、細心の注意
が必要です。
ユーザーが午後 4 時直後に誤って表を削除し、削除した直前の状態にデータベースを
リカバリするとします。Storage Checkpoint（Checkpoint_903937870）はデータベース
が稼動していた午前 11 時に作成されています。また、ARCHIVELOG モードが有効に
なっています。
Storage Checkpoint を使ってデータベースをリカバリするには

1

root ユーザーでデータベースの VCS サービスグループをフリーズさせます。
# hagrp -freeze Service_Group

2

影響を受けたデータファイル、表領域、データベースがオフライン状態であることを
確認します。

3

Storage Rollback を使って、表データを含んでいたデータベースのデータファイル
を午前 11 時に作成した Storage Checkpoint からロールバックします。
たとえば、次のようになります。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptrollback -S $ORACLE_SID -H¥
$ORACLE_HOME -c Checkpoint_1206725007

このコマンドに関する他の例（データベース、表領域、またはデータファイル）:
p.145 の 「dbed_ckptrollback を使った Storage Rollback の実行」 を参照してくだ
さい。

4

データベースインスタンスを起動します（停止している場合）。

5

サービスグループをフリーズ解除します。
# hagrp -unfreeze Service_Group
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6

テーブルが削除される前の時点にアーカイブログを再適用して、データベースを午
後 4 時の時点にリカバリするには、次のいずれかのコマンドを使います。
SQL> recover database until cancel
SQL> recover database until change
SQL> recover database until time

7

次のコマンドでデータベースをオープンします。
SQL> alter database open resetlogs

8

午前 11 時に作成した Storage Checkpoint、それより前に作成したすべての Storage
Checkpoint を削除します。

9

新しい Storage Checkpoint を作成します。

Oracle リカバリのガイドライン
最適な Oracle リカバリを行うには、次の手順を実行する必要があります。
■

「Storage Rollback 前の全制御ファイルのバックアップ」

■

「制御ファイルがロールバックされないことの確認」

■

「すべてのアーカイブ REDO ログが利用可能であることの確認」

■

「メディアのリカバリ手順」

Storage Rollback 前の全制御ファイルのバックアップ
その後の Oracle リカバリが正常に行われない場合は、このガイドラインを使ってください。
Oracle では、Oracle データベースごとに制御ファイルのコピーを少なくとも 2 部作成し、
それぞれ異なるディスクに保存することをお勧めします。制御ファイルは、データベース
構造を変更する前後にもバックアップする必要があります。
メモ: dbed_ckptcreate コマンドを実行すると、Storage Checkpoint の作成時に制御
ファイルとログ情報が自動的に保存されます。
p.136 の 「dbed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成」 を参照してください。
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制御ファイルがロールバックされないことの確認
制御ファイルは、データベースの構造を記述する小さいバイナリファイルで、データベー
スをマウント、オープンおよび保持する際に必要となります。制御ファイルに格納されるの
は、必要なすべてのデータベースファイル情報、ログファイル情報、データベース名、デー
タベース作成のタイムスタンプおよび修復に必要な Storage Checkpoint やログシーケ
ンスの情報などの同期化情報です。
制御ファイルをロールバックすると、データベースの物理構造と制御ファイルの間に不整
合が生じる場合があります。
保持する必要のない構造上の変更から修復するために、データベースをロールバックす
る場合は、dbed_ckptcreate コマンドで作成されたバックアップの制御ファイルを使うこ
とができます。バックアップの制御ファイルは、
$VXDBA_DBPATH/$ORACLE_SID/checkpoint_dir/CKPT_NAME ディレクトリに格納されま
す。

すべてのアーカイブ REDO ログが利用可能であることの確認
データベースの完全なリカバリを行うには、オンライン状態のデータベースバックアップと
アーカイブログが必要です。
すべてのアーカイブログ情報を一覧表示するには V$ARCHIVED_LOG で、アーカイブ
先の場所を一覧表示するには V$ARCHIVE_DEST でクエリーを実行します。
メモ: アーカイブされた情報の問い合わせについて詳しくは、Oracle のマニュアルを参照
してください。
SF Oracle RAC の場合、アーカイブログの記録先は Veritas クラスタファイルシステム上
に存在する必要があります。
必要なアーカイブ REDO ログファイルをリストアするために、V$LOG_HISTORY に対す
るクエリーを行い、すべてのアーカイブ REDO ログ履歴を表示させることも、
V$RECOVERY_LOG に対するクエリーを行い、リカバリに必要なアーカイブ REDO ログ
だけを表示させることもできます。必要なアーカイブ REDO ログファイルは、
LOG_ARCHIVE_DEST パラメータに指定された宛先または別の位置にリストアできます。
アーカイブ REDO ログが別の場所にリストアされた場合は、メディアのリカバリ時に ALTER
DATABASE RECOVER ...FROM を使います。
Storage Rollback の実行後、Oracle リカバリを実行し、アーカイブ REDO ログの一部ま
たは全部を適用します。
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メモ: データベース（制御ファイルと REDO ログを含む）を Storage Checkpoint にロール
バックした後で、Oracle データベースインスタンスをリカバリする必要があります。データ
ベースのロールフォワードはサポートされていません。つまり、アーカイブ REDO ログを適
用することはできません。

メディアのリカバリ手順
次に、メディアの完全なリカバリと部分的なリカバリの手順を示します。
メディアのリカバリ手順
■

メディアの完全なリカバリを実行するには、次のように入力します。
SQL> SET AUTORECOVERY ON;
SQL> RECOVER DATABASE;

■

部分的なメディアリカバリを実行するには、次のいずれかを使います。
SQL> RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;
SQL> RECOVER DATABASE UNTIL TIME 'yyyy-mm-dd:hh:mm:ss';

（../bdump/alert*.log ファイルを確認して、エラーが発生した時間を確認できます。）
SQL> RECOVER DATABASE UNTIL TIME 'yyyy-mm-dd:hh:mm:ss'¥
using backup controlfile;
SQL> RECOVER DATABASE UNTIL CHANGE scn;
■

部分的なメディアリカバリ後にデータベースを開くには、次を使います。
SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

RESETLOGS により、ログシーケンスがリセットされます。RESETLOGS オプションは、
部分的なメディアリカバリ後に必要です。RESETLOGS オプションを付けてデータベー
スを開いた後で、ロールバックした Storage Checkpoint と、それ以前の Storage
Checkpoint を削除します。これらの古い Storage Checkpoint は、以降の Storage
Rollback には使えません。これらの Storage Checkpoint を削除した後で、必ず新
しい Storage Checkpoint を作成してください。
警告: 同じ Storage Checkpoint に 2 回以上ロールバックしようとすると、データが破損
する可能性があります。ロールバック後は、必ずロールバックに使った Storage Checkpoint
を削除してから、新しい Storage Checkpoint を作成します。
リカバリについて詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。
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Storage Checkpoint のコマンドラインインターフェース
（CLI）の使用
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC では、コマンドラインインターフェースか
ら多数の主要操作を行えます。コマンドラインインターフェースによって、コマンド操作を
スクリプトやその他の管理処理に組み入れることができます。
メモ: SF Oracle RAC のコマンドラインインターフェースは、リポジトリに収集され、格納さ
れている特定の表スペースやコンテナの情報によって異なります。リポジトリは、いくつか
の CLI コマンドによってデフォルトで更新されます。また、dbed_update コマンドを使っ
て定期的にリポジトリを最新の状態にしておくことが重要です。

メモ: SF Oracle RAC データベースでは、このコマンドを実行するときは、$ORACLE_SID
を $ORACLE_SID=instance_name に置き換え、インスタンスが実行中のインスタンス名
を指定してください。

コマンドの概要
コマンドラインインターフェースでサポートされている SF Oracle RAC コマンド
は、/opt/VRTS/bin ディレクトリに格納されています。
このコマンドのオンラインマニュアルページは、/opt/VRTS/man ディレクトリに格納され
ています。
表 5-1に、コマンドラインで利用可能なコマンドについてまとめます。
表 5-1

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC Checkpoint のコマンド

コマンド

説明

dbed_update

Veritas Storage Foundation for Oracle の SFDB リポジトリを
作成または更新するコマンド。
p.135 の 「dbed_update を使ったリポジトリの作成または更新」 を
参照してください。

dbed_checkconfig

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 環境にある Oracle
データベースの設定をチェックするコマンド。

メモ: このコマンドは、SF Oracle RAC のローカルインスタンスの
みをチェックします。
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コマンド

説明

dbed_saveconfig

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 環境にある Oracle
データベースの設定を保存するコマンド。

メモ: このコマンドは、SF Oracle RAC のローカルインスタンスの
設定のみを保存します。
dbed_ckptcreate

Oracle データベースの Storage Checkpoint を作成するコマン
ド。
p.136 の 「dbed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作
成」 を参照してください。

dbed_ckptdisplay

Oracle インスタンスに関連付けられている Storage Checkpoint
を表示するコマンド。
p.137 の 「dbed_ckptdisplay を使った Storage Checkpoint の
表示」 を参照してください。

dbed_ckptmount

Oracle インスタンスの Storage Checkpoint をマウントするコマ
ンド。
p.141 の 「dbed_ckptmount を使った Storage Checkpoint のマ
ウント」 を参照してください。

dbed_ckptpolicy

MVS ファイルシステム（MVS）の Storage Checkpoint 割り当て
ポリシーを作成し、管理するコマンド。このコマンドを使うと、
Storage Checkpoint 割り当てポリシーの表示、作成、更新、割
り当て、削除を実行できます。
p.142 の 「dbed_ckptpolicy を使った Storage Checkpoint 割り
当てポリシーの作成および使用」 を参照してください。

dbed_ckptquota

Storage Checkpoint のクォータを管理するコマンド。

メモ: このコマンドは、SF Oracle RAC のローカルインスタンスに
対応する Storage Checkpoint のクォータのみを管理します。
dbed_ckptumount

Oracle インスタンスの Storage Checkpoint をマウント解除する
コマンド。
p.142 の 「dbed_ckptumount を使った Storage Checkpoint の
マウント解除」 を参照してください。

dbed_ckptrollback

Oracle インスタンスを Storage Checkpoint の特定時点におけ
るイメージにロールバックするコマンド。
p.145 の 「dbed_ckptrollback を使った Storage Rollback の実
行」 を参照してください。
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コマンド

説明

dbed_ckptremove

Oracle インスタンスの Storage Checkpoint を削除するコマン
ド。
p.147 の 「dbed_ckptremove を使った Storage Checkpoint の
削除」 を参照してください。
既存すべてのデータベースファイルのクローン作成で Oracle
データベースのコピーを作成し、制御ファイルを適切に再作成す
るコマンド。クローン作成されたこのデータベースは、既存のデー
タベースと同じホストで別の SID を使用する場合に限り起動でき
ます。

dbed_clonedb

p.147 の 「dbed_clonedb を使った Oracle インスタンスのクローン
作成」 を参照してください。

CLI 例
この項では、Storage Checkpoint と Storage Rollback の管理作業を行うための SF
Oracle RAC コマンド例を示します。
メモ: 各コマンドとその構文、および利用可能なオプションの詳細については、個々のマ
ニュアルページを参照してください。

前提条件
それぞれのコマンドを使う前に、次の前提条件と使用上のメモを確認してください。

dbed_update を使ったリポジトリの作成または更新
dbed_update コマンドを使って、リポジトリを作成または更新できます。

メモ: データベースの構造を変更する（たとえば、データファイルの追加、削除、PFILE か
ら SPFILE への変換、SPFILE から PFILE への変換）たびに、dbed_update を実行する
必要があります。
リポジトリの作成前または更新前に、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

データベース管理者としてログインする必要があります（通常、ユーザー
ID は oracle）。
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使用上の留意点

dbed_update コマンドは、SF Oracle RAC で使われる情報が格納さ
れている /etc/vx/vxdbed/$ORACLE_SID ディレクトリにリポジトリを作
成します。リポジトリがすでに存在する場合は、コマンドによってこの情報
が更新されます。
■ データベースは事前に起動しておく必要があり、可変の引数
ORACLE_SID と ORACLE_HOME にはオプションの -S と -H をそれぞ
れ指定する必要があります。
■ 詳細については、dbed_update（1M）のマニュアルページを参照して
ください。
■

リポジトリを更新するには
◆

次のように、dbed_update コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S PROD -H /oracle/product/ORA_HOME

リポジトリの状態を表示するには
◆

次のように、dbed_update コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S PROD -H /oracle/product/ORA_HOME
Repository is up to date.

dbed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成
dbed_ckptcreate コマンドを使って、コマンドラインから Oracle データベースの Storage

Checkpoint を作成できます。
Storage Checkpoint は online、offline のいずれかです。デフォルトでは、Storage
Checkpoint は offline に設定されています。online を指定した場合、Storage
Checkpoint の作成時にデータベースがホットバックアップモードになります。offline を
指定した場合、データベースは停止していると見なされます。
Storage Checkpoint を作成するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

データベース管理者としてログインする必要があります（通常、ユーザー
ID は oracle）。
■ リカバリ機能を最大限に活用するには、Storage Checkpoint の作成時
に、ARCHIVELOG モードを常に有効にしておきます。

使用上の留意点

■

dbed_ckptcreate は、Storage Checkpoint 情報を次のディレクトリに格
納します。
/etc/vx/vxdbed/$ORACLE_SID/checkpoint_dir
■ 詳細については、dbed_ckptcreate（1M）のマニュアルページを参
照してください。
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データベースがオンライン中に Storage Checkpoint を作成するには
◆

次のように、dbed_ckptcreate コマンドを使います。
$/opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o online
Storage Checkpoint Checkpoint_971672043 created.

データベースがオンライン中に、リポジトリを更新せず Storage Checkpoint を作成する
には
◆

次のように、dbed_ckptcreate コマンドを使います。
$/opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o online -n
Storage Checkpoint Checkpoint_971672046 created.

データベースがオフライン中に Storage Checkpoint を作成するには
◆

次のように、dbed_ckptcreate コマンドを使います。
$/opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o offline
Storage Checkpoint Checkpoint_971672049 created.

メモ: デフォルトのオプションは offline です。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを Storage Checkpoint に割り当てるには
◆

次のように、dbed_ckptcreate コマンドを使います。
$/opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o online -p ckpt_data,ckpt_metadata
Storage Checkpoint Checkpoint_971672055 created.

dbed_ckptdisplay を使った Storage Checkpoint の表示
dbed_ckptdisplay コマンドを使って、コマンドラインから Oracle データベースに関連

付けられた Storage Checkpoint を表示できます。
また、このコマンドを使って、ファイルセットクォータの値を表示することもできます。
Storage Checkpoint を表示するには、次の条件を満たす必要があります。
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前提条件

■

使用上の留意点

■

データベース管理者としてログインする必要があります。

dbed_ckptdisplay は、SF Oracle RAC で作成された Storage
Checkpoint を表示するだけでなく、その他の Storage Checkpoint（た
とえば、Capacity Planning ユーティリティと NetBackup によって作成
された Storage Checkpoint）も表示します。
■ 状態フィールドにより、Storage Checkpoint が部分（P）、完了（C）、無
効（I）、マウント済み（M）、読み取り専用（R）、書き込み可能（W）のどの
状態にあるのか、また、Storage Checkpoint のタイプがオンライン（ON）、
オフライン（OF）、インスタント（IN）、不明（UN）のどのタイプであるのかを
確認できます。SF Oracle RAC 環境では、インスタント（IN）Storage
Checkpoint がサポートされていないことに注意してください。
■ Database FlashSnap コマンドは Storage Checkpoint 機能に統合され
ています。スナップショットボリュームから引き継いだ Storage Checkpoint
をセカンダリホストに表示およびマウントすることができます。ただし、制
限があります。
p.197 の 「スナップショットボリュームのマウントとバックアップ」 を参照して
ください。
■ 詳細については、dbed_ckptdisplay（1M）のマニュアルページを参
照してください。

Veritas Storage foundation for RAC で作成された Storage Checkpoint を表示するに
は
◆

次のように dbed_ckptdisplay コマンドを使って、SF Oracle RAC で作成された
Storage Checkpoint の情報を表示します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptdisplay -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME
Checkpoint_975877759
Sun Apr 3 12:50:59 2005
Checkpoint_974428422_wr001Thu May 16 17:28:42 2005
Checkpoint_974428423
Thu May 16 17:28:42 2004

その他の Storage Checkpoint を表示するには
◆

dbed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。:
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptdisplay -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o other
NetBackup_incr_PROD_955187480
NetBackup_full_PROD_95518725

54

NBU
NBU

/db01
/db01

P+R+IN
C+R+ON
P+R+ON

第 5 章 Storage Checkpoint と Storage Rollback の使用
CLI 例

リポジトリを更新せず、その他の Storage Checkpoint を表示するには
◆

dbed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptdisplay -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o other -n
NetBackup_incr_PROD_955187480
NetBackup_full_PROD_95518725
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NBU
NBU

/db01
/db01

すべての Storage Checkpoint を表示するには
◆

dbed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptdisplay -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o all
Checkpoint_971672042
Sun May 15 13:55:53 2005
Checkpoint_903937870
Fri May 13 22:51:10 2005
Checkpoint_901426272
Wed May 11 16:17:52 2005
NetBackup_incr_PROD_955133480
NBU
NetBackup_full_PROD_9551329
52
NBU

C+R+IN
C+R+ON
P+R+ON
/db01
/db01

リポジトリを更新せず、すべての Storage Checkpoint を表示するには
◆

dbed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptdisplay -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o all -n
Checkpoint_971672042
Sun May 15 13:55:53 2005
Checkpoint_903937870
Fri May 13 22:51:10 2005
Checkpoint_901426272
Wed May 11 16:17:52 2005
NetBackup_incr_PROD_955133480
NBU
NetBackup_full_PROD_9551329
52
NBU

C+R+IN
C+R+ON
P+R+ON
/db01
/db01

ファイルセットクォータの値を表示するには
◆

dbed_ckptdisplay コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptdisplay -S PROD -c ¥
Checkpoint_903937870 -Q
Checkpoint_903937870
Filesystem
/oradata1/indx1_1
/oradata1/user1_1
/oradata1/temp
/oradata1/system1

Wed Mar 19 9:12:20 2005
C+R+ON
HardLim
SoftLim
CurrentUse
100000
50000
2028
100000
50000
2028
150000
80000
2142
150000
70000
3092
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dbed_ckptcreate および cron を使った Storage Checkpoint の
スケジュール
dbed_ckptcreate コマンドを使って、cron ジョブまたはその他の管理スクリプトでの

Storage Checkpoint の作成をスケジュール設定できます。
Storage Checkpoint をスケジュール設定するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

データベース管理者としてログインする必要があります（通常、ユーザー
ID は oracle）。

使用上の留意点

■

crontab ファイルを新規作成するか、既存の crontab ファイルを編集し
て Storage Checkpoint 作成エントリに次のスペースで区切ったフィー
ルドを含めます。
minute hour day_of_month month_of_year day_of_week
¥/opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate
ここで、
minute - 0 から 59 までの数値または *
hour - 0 から 23 までの数値または *
day_of_month - 1 から 31 までの数値または *
month_of_year - 1 から 12 までの数値または *
day_of_week - 0 から 6 までの数値（0 は日曜日）または *

前述の各変数は、アスタリスク（正当なすべての値を表す）または要素の
一覧をカンマで区切って指定できます。要素として使えるのは、1 つの
数字、またはハイフンで区切った 2 つの数字（範囲を表す）のいずれか
です。
■ 詳細については、dbed_ckptcreate（1M）、cron（1M）、および
crontab（1）のマニュアルページを参照してください。

cron ジョブを使った Storage Checkpoint 作成のスケジュール
Storage Checkpoint を作成する時刻のスケジュール設定に応じて、crontab ファイルに
エントリを作成します。
■

データベースがオフライン中に、毎日曜日午前 1 時に Storage Checkpoint を作成
するには、次のエントリを crontab ファイルに取り込みます。

0 1 * * 0 /opt/VRTS/bin/dbed_ckptcreate -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -o offline

メモ: これは、ユーザー oracle に関する crontab の例です。
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dbed_ckptmount を使った Storage Checkpoint のマウント
dbed_ckptmount コマンドを使って、コマンドラインからデータベースの Storage

Checkpoint をマウントできます。
Storage Checkpoint をマウントするには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

データベース管理者としてログインする必要があります。

使用上の留意点

■

dbed_ckptmount コマンドは、Storage Checkpoint をファイルシステ
ムの名前空間にマウントする場合に使います。マウントされた Storage
Checkpoint は、マシン上ではファイルシステムとして表示されるため、
通常のファイルシステムベースのあらゆるコマンドで操作できます。
Storage Checkpoint は読み取り専用、または読み取りおよび書き込み
可能としてマウントできます。デフォルトでは、Storage Checkpoint は読
み取り専用としてマウントされます。
rw （読み取りおよび書き込み可能）オプションを指定した場合は、_wrxxx
（xxx は整数）が Storage Checkpoint 名に付け加えられます。
指定したマウントポイントディレクトリが存在しない場合、Oracle データ
ベース所有者にこのディレクトリを作成する権限がある場合に限り、
dbed_ckptmount コマンドは必要なディレクトリを作成してから Storage
Checkpoint をマウントします。
Database FlashSnap コマンドは Storage Checkpoint 機能に統合され
ています。スナップショットボリュームから引き継いだ Storage Checkpoint
をセカンダリホストに表示およびマウントすることができます。ただし、制
限があります。
p.197 の 「スナップショットボリュームのマウントとバックアップ」 を参照して
ください。
詳細については、dbed_ckptmount（1M）のマニュアルページを参照
してください。

■

■

■

■

■

読み取りおよび書き込みオプションを指定して Storage Checkpoint をマウントするには
◆

dbed_ckptmount コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptmount -S PROD -c Checkpoint_971672042 ¥
-m /tmp/ckpt_rw -o rw
Creating Storage Checkpoint on /tmp/ckpt_rw/share/oradata with
name Checkpoint_971672042_wr001

読み取り専用オプションを指定して Storage Checkpoint をマウントするには
◆

dbed_ckptmount コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptmount -S PROD -c Checkpoint_971672042 ¥
-m /tmp/ckpt_ro -o ro
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dbed_ckptumount を使った Storage Checkpoint のマウント解除
dbed_ckptumount コマンドを使って、コマンドラインから Oracle データベースの Storage

Checkpoint のマウントを解除できます。
Storage Checkpoint のマウントを解除するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

使用上の留意点

■

データベース管理者としてログインする必要があります。

dbed_ckptumount コマンドは、ファイルシステムの名前空間から
Storage Checkpoint のマウントを解除する場合に使います。マウントさ
れた Storage Checkpoint は、マシン上ではファイルシステムとして表示
されるため、通常のファイルシステムベースのあらゆるコマンドで操作で
きます。マウントされた Storage Checkpoint が必要なくなった場合、マ
ウントを解除できます。
■ 詳細については、dbed_ckptumount（1M）のマニュアルページを参
照してください。

Storage Checkpoint のマウントを解除するには
◆

dbed_ckptumount コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptumount -S PROD ¥
-c Checkpoint_971672042_wr001

dbed_ckptpolicy を使った Storage Checkpoint 割り当てポリシーの作成
および使用
dbed_ckptpolicy コマンドを使って、MVS ファイルシステム（MVS）用の Storage

Checkpoint 割り当てポリシーを作成し、管理できます。Storage Checkpoint 割り当てポ
リシーによって、ボリュームのリストおよびデータの割り当て順序を指定します。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを作成し、使用するには、次の条件を満たす必要
があります。
前提条件

■

データベース管理者としてログインする必要があります（通常、ユーザー
ID は oracle）。
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使用上の留意点

■

■

■

■

■

■

dbed_ckptpolicy コマンドは、ディスクレイアウトバージョン 6 を使っ
ているファイルシステムでのみ使用可能です。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーを使うには、VxVM ボリュームセッ
トおよび VxFS MVS ファイルシステムの機能が有効になっている必要が
あります。
データベース内の特定のファイルシステムに Storage Checkpoint 割り
当てポリシーを設定する場合は、そのファイルシステムで VxFS の MVS
ファイルシステム機能を有効にする必要があります。
Storage Checkpoint 割り当てポリシーの状態は、partial（部分的）また
は complete（完全）のいずれかです。部分的なポリシーとは、データベー
スで使う一部のファイルシステム上に存在するポリシーです。完全ポリ
シーは、すべてのファイルシステム上に存在するポリシーです。
割り当てポリシーが Storage Checkpoint に割り当てられると、各デバイ
スからの要求の処理は、割り当て機構により、割り当てポリシーで指定さ
れている順に試行されます。この要求をポリシー内のいずれかのデバイ
スで処理できない場合、ファイルシステム内に空き領域がある他のデバ
イスが存在していたとしても、その要求は失敗します。割り当ては、ポリ
シーに記載されているデバイスに対してのみ可能です。
詳細については、dbed_ckptpolicy（1M）のマニュアルページを参
照してください。

Storage Checkpoint 割り当てポリシーを作成するには
◆

dbed_ckptpolicy コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptpolicy -S ORACLE_SID ¥
-o create -pckpt_policy

次のような情報が出力されます。
File System: /mvsfs/v2 (MVS volumes: mvsv4,mvsv5)
Assigned Data Policy: NONE (MVS Volumes: N/A)
Assigned Meta Data Policy: NONE (MVS Volumes: N/A)
Please enter the volume name(s), sperated by space, for the
policy ckpt_policy [skip,quit]: mvsv4
File System: /mvsfs/v1 (MVS volumes: mvsv1,mvsv2,mvsv3)
Assigned Data Policy: NONE (MVS Volumes: N/A)
Assigned Meta Data Policy: NONE (MVS Volumes: N/A)
Please enter the volume name(s), separated by space, for the
policy ckpt_policy [skip,quit]: mvsv2
The following information will be used to create policy
ckpt_sample
ckpt_sample
/mvsfs/v2
mvsv4
ckpt_sample
/mvsfs/v1
mvsv2
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この例は、次のことを前提としています。
■

2 つの MVS ファイルシステム（/mvsfs/v1 と /mvsfs/v2）がデータファイル用に
使われている。

■

ファイルシステム /mvsfs/v1 がボリュームセット mvsvset1 上に作成されている。

■

ファイルシステム /mvsfs/v2 がボリュームセット mvsvset2 上に作成されている。

■

ボリュームセット mvsvset1 には、ボリューム mvsv1、mvsv2、および mvsv3 が
含まれています。

■

ボリュームセット mvsvset2 には、ボリューム mvsv4 および mvsv5 が含まれて
います。

データベース内の Storage Checkpoint 割り当てポリシーを表示するには
◆

dbed_ckptpolicy コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptpolicy -S ORACLE_SID ¥
-n -o display [-cstorage_ckpt | -pckpt_policy]
-p ckpt_policy オプションと -c storage_ckpt オプションを指定しない場合、

出力は次のようになります。
Policy Name
-------------------ckpt
ckpt_data
ckpt_metadata
new_ckpt
ckpt_sample

File System Coverage
-------------------Complete
Complete
Complete
Partial
Complete

-p ckpt_policy オプションを指定した場合、出力は次のようになります。
Policy Name
---------------ckpt_sample
ckpt_sample

File System
----------/mvsfs/v2
/mvsfs/v1

MVS volumes
----------mvsv4
mvsv2

-c storage_ckpt オプションを指定した場合、出力は次のようになります。
Storage Checkpoint File System
------------------ -----------Checkpoint_1095125037/mvsfs/v2
Checkpoint_1095125037/mvsfs/v1

Data PolicyMeta Data Policy
--------------------------ckpt_data
ckpt_metadata
ckpt_data
ckpt_metadata
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Storage Checkpoint 割り当てポリシーを更新するには
◆

dbed_ckptpolicy コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptpolicy -S ORACLE_SID ¥
-n -o update -p ckpt_policy

次のような情報が出力されます。
File System: /mvsfs/v2 (MVS volumes: mvsv4,mvsv5)
Policy: ckpt_sample (MVS volumes: mvsv4)
Please enter the volume name(s), separated by space, for the
policy ckpt_sample [skip,quit]: mvsv5
File System: /mvsfs/v1 (MVS volumes: mvsv1,mvsv2,mvsv3)
Policy: ckpt_sample (MVS volumes: mvsv2)
Please enter the volume name(s), separated by space, for the
policy ckpt_sample [skip,quit]: mvsv2,mvsv3
The following information will be used to create policy
ckpt_sample
ckpt_sample
/mvsfs/v2
mvsv5
ckpt_sample
/mvsfs/v1
mvsv2,mvsv3

Storage Checkpoint 割り当てポリシーを割り当てるには
◆

dbed_ckptpolicy コマンドを次のように使って、指定した Storage Checkpoint に

割り当てポリシーを割り当てます。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptpolicy -S ORACLE_SID ¥
-n -o assign -cckpt_name-pckpt_policy[,ckpt_metadata_policy]

Storage Checkpoint 割り当てポリシーを削除するには
◆

dbed_ckptpolicy コマンドを次のように使って、指定した Storage Checkpoint か

ら割り当てポリシーを削除します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptpolicy -S ORACLE_SID ¥
-n -o remove -pckpt_policy

dbed_ckptrollback を使った Storage Rollback の実行
dbed_ckptrollback コマンドを使って、Oracle データベースを Storage Checkpoint

にロールバックできます。
Storage Rollback を実行するには、次の条件を満たす必要があります。
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前提条件

■

使用上の留意点

■

データベース管理者としてログインする必要があります。

dbed_ckptrollback コマンドは、Oracle データベースを指定の
Storage Checkpoint にロールバックします。Storage Rollback は、デー
タベース全体、特定の表領域、またはデータファイルのリストに対して実
行できます。
データベース全体のデータベースロールバックでは、Storage Rollback
を開始する前にデータベースを停止する必要があります。
dbed_ckptrollback コマンドは、Oracle データベースがアクティブ
の場合は開始しません。ただし、表領域またはデータファイルの Storage
Rollback を実行するには、ロールバック対象の表領域またはデータファ
イルだけをオフラインにするだけでかまいません（データベース全体をオ
フラインにする必要はありません）。
■ dbed_update コマンドを実行する前に、以前のリリースから Storage
Foundation 5.0 for Oracle RAC にアップグレードする必要があります。
これにより、本製品の以前のバージョンで作成された Storage Checkpoint
に回復できます。
■ 詳細については、dbed_ckptrollback（1M）のマニュアルページを
参照してください。

Oracle データベースを Storage Checkpoint にロールバックするには
◆

dbed_ckptrollback コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptrollback -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -c Checkpoint_903937870

表領域を Storage Checkpoint を使ってロールバックするには
◆

次のように、-T オプションを指定して dbed_ckptrollback コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptrollback -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME -T DATA01 -c Checkpoint_903937870

Oracle データベースが稼動中の場合は、このコマンドを実行する前に、表領域をオ
フラインにする必要があります。表領域がオンラインの場合、このコマンドは失敗しま
す。
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データファイルを Storage Checkpoint を使ってロールバックするには
◆

次のように、-F オプションを指定して dbed_ckptrollback コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptrollback -S PROD ¥
-H /oracle/product/ORA_HOME ¥
-F /share/oradata1/data01.dbf,/share/oradata2/index01.dbf ¥
-c Checkpoint_903937870

Oracle データベースが稼動中の場合は、このコマンドを実行する前に、データファ
イルをオフラインにする必要があります。データファイルがオンラインの場合、このコ
マンドは失敗します。

dbed_ckptremove を使った Storage Checkpoint の削除
dbed_ckptremove コマンドを使って、コマンドラインから Oracle データベースの Storage

Checkpoint を削除できます。
Storage Checkpoint を削除するには、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

■

使用上の留意点

■

データベース管理者としてログインする必要があります。

dbed_ckptremove コマンドは、1 つのファイルシステム、または関連
付けられた複数のファイルシステムから Storage Checkpoint を削除す
る場合に使います。Storage Checkpoint は、dbed_ckptcreate（1M）
コマンドを使って作成しておく必要があります。
■ Storage Checkpoint は、削除する前にマウントを解除しておく必要があ
ります。
■ 詳細については、dbed_ckptremove（1M）のマニュアルページを参
照してください。

Storage Checkpoint を削除するには
◆

dbed_ckptremove コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptremove -S PROD ¥
-c Checkpoint_971672042_wr001

dbed_clonedb を使った Oracle インスタンスのクローン作成
dbed_clonedb コマンドを使うと、Storage Checkpoint から Oracle インスタンスのクロー

ンを作成できます。
Storage Checkpoint を使って既存のデータベースのクローンを作成する場合、同一ホ
スト上に作成する必要があります。
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また dbed_clonedb コマンドの使用時に、データベースを手動または自動でリカバリす
ることもできます。
■

クローンデータベースの手動（対話型）リカバリは、-i オプションを使う必要があります
が、ユーザーは、適用するアーカイブログファイルを指定することでリカバリのレベル
を制御できます。

■

このコマンドのデフォルト使用である自動（非対話型）リカバリでは、データベース全
体をリカバリし、すべてのアーカイブログを適用します。アーカイブログの名前を入力
する必要はありません。

Oracle インスタンスのクローンを作成する前に、次の条件を満たす必要があります。
前提条件

まず、Storage Checkpoint を作成する必要があります。
p.136 の 「dbed_ckptcreate を使った Storage Checkpoint の作成」 を
参照してください。
■ データベース管理者としてログインする必要があります。
■

クローンデータベースの作成に必要な十分な領域とシステムリソースが
システムにあることを確認してください。
■ クローンデータベースは、プライマリデータベースと同量のメモリとマシン
リソースを消費します。
■

使用上の留意点

■

dbed_clonedb コマンドは、データベースのコピーを作成し、すべての
既存データベースファイルのクローンを新しい場所に作成する場合に使
います。
■ ORACLE_SID と ORACLE_HOME 環境変数がプライマリデータベースに
設定されている必要があります。
■ ユーザーが、データベースのリカバリ手順に関する基本知識を身に付け
ていることを前提とします。
■ 詳しくは、dbed_clonedb（1M）のマニュアルページを参照してくださ
い。

SF Oracle RAC の
制約事項

■

Instant Checkpoint を使ったデータベースのクローン作成は、SF Oracle
RAC ではサポートされていません。
■ Checkpoint を使ってデータベースをクローン作成する場合、ノードには
同じ SF Oracle RAC のクラスタにあるすべてのノードを指定できますが、
CFS ファイルシステム上にアーカイブログの記録先が必要です。そうしな
い場合は、アーカイブログファイルを手動でコピーする必要があります。

表 5-2 に、dbed_clonedb コマンドのオプションを一覧表示します。
表 5-2

dbed_clonedb コマンドオプション

オプション

説明

-S CLONE_SID

新しい Oracle SID の名前を指定します。この名前が、新しいデータ
ベースインスタンスの名前になります。

第 5 章 Storage Checkpoint と Storage Rollback の使用
CLI 例

オプション

説明

-m MOUNT_POINT

Storage Checkpoint の新しいマウントポイントを指定します。

-c CKPT_NAME

Storage Checkpoint の名前を指定します。

-i

システムによって表示されるプロンプトに応答する必要がある対話式
モードでコマンドを実行します。デフォルトのモードは、非対話式で
す。（オプション）

-o umount

クローンデータベースを停止し、Storage Checkpoint ファイルシステ
ムのマウントを解除します。

-o restartdb

Storage Checkpoint ファイルシステムをマウントし、クローンデータ
ベースを起動します。-o restartdb オプションを指定すると、ク
ローンデータベースのリカバリは試行されません。

-d

-o umount オプションと組み合わせて使います。-d オプションを指
定した場合、クローンデータベースの作成に使われた Storage
Checkpoint がクローンデータベースと一緒に削除されます。

-p

修正する、または起動前にクローンデータベースの初期化パラメータ
ファイルに追加する初期化パラメータを含むファイルを指定します。
pfile_modification_file の書式は、Oracle の初期化パラメータファ
イルの書式と同じです。

手動 Oracle リカバリを使って Oracle インスタンスのクローンを作成するには
◆

次のように dbed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_clonedb -S NEW10 -m /local/ORA_HOME/1 ¥
-c Checkpoint_988813047 -i
Primary Oracle SID is TEST10i
New Oracle SID is NEW10
Checkpoint_988813047 not mounted at /local/oracle10g/1
Mounting Checkpoint_988813047 at /local/oracle10g/1
Using environment-specified parameter file
/local/oracle10g/links/dbs/initTEST10i.ora
Default Oracle parameter file found:
/local/oracle10g/links/dbs/initTEST10i.ora
Copying /local/oracle10g/links/dbs/initTEST10i.ora to
/local/oracle10g/1/testvol
Control file 'ora_control2' path not explicitly specified in
init file; assuming ORACLE_HOME/dbs
All redo-log files found
Copying initTEST10i.ora to initNEW10.ora
in /local/oracle10g/1/testvol
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Altering db_name in initNEW10.ora
Altering control file locations in initNEW10.ora
Creating new link for clone database init file
Creating archive log directory
About to start up new database and begin reconfiguration
Database NEW10 is being reconfigured
Altering clone database archive log directory
Updating log_archive_dest in clone database init file
Found archive log destination at /testvol
The latest archive log(s) must now be applied. To apply the
logs, open a new window and perform the following steps:
1. copy required archive log(s) from primary to clone:
primary archive logs in /testvol
clone archive logs expected in /local/oracle10g/1/testvol
2. ORACLE_SID=NEW10; export ORACLE_SID # sh and ksh, OR
setenv ORACLE_SID NEW10 #csh
3. /local/oracle10g/links/bin/sqlplus /nolog
4. CONNECT / AS SYSDBA
5. RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL USING BACKUP CONTROLFILE
6. enter the archive log(s) you wish to apply
7. EXIT
Press <Return> after you have completed the above steps.
<Return>
Resetting logs on new database NEW10
Database instance NEW10 is up and running

自動 Oracle リカバリを使って Oracle インスタンスのクローンを作成するには
◆

次のように dbed_clonedb コマンドを使います。
$/opt/VRTS/bin/dbed_clonedb -S NEW10 -m /local/ORA_HOME/1 ¥
-c Checkpoint_988813047
Primary Oracle SID is TEST10i
New Oracle SID is NEW10
Checkpoint_988813047 not mounted at /local/oracle10g/1
Mounting Checkpoint_988813047 at /local/oracle10g/1
Using environment-specified parameter file
/local/oracle10g/links/dbs/initTEST10i.ora
Default Oracle parameter file found:
/local/oracle10g/links/dbs/initTEST10i.ora
Copying /local/oracle10g/links/dbs/initTEST10i.ora
to /local/oracle10g/1/testvol
Control file 'ora_control2' path not explicitly specified in
init file; assuming ORACLE_HOME/dbs
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All redo-log files found
Copying initTEST10i.ora to initNEW10.ora
in /local/oracle10g/1/testvol
Altering db_name in initNEW10.ora
Altering control file locations in initNEW10.ora
Creating new link for clone database init file
Creating archive log directory
About to start up new database and begin reconfiguration
Database NEW10 is being reconfigured
Starting automatic (full) database recovery
Shutting down clone database
Altering clone database archive log directory
Updating log_archive_dest in clone database init file
Found archive log destination at /testvol
Mounting clone database
Resetting logs on new database NEW10
Database instance NEW10 is up and running

クローンデータベースを停止し、Storage Checkpoint のマウントを解除するには
◆

次のように dbed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_clonedb -S NEW -o umount

Storage Checkpoint ファイルシステムをマウントし、クローンデータベースを起動するに
は
◆

次のように dbed_clonedb コマンドを使います。
$/opt/VRTS/bin/dbed_clonedb -S NEW -o restartdb
Database instance NEW is up and running.

クローンデータベースとクローンデータベースの作成に使った Storage Checkpoint を削
除するには
◆

次のように、dbed_clonedb コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_clonedb -S NEW -o umount -d
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6
Database FlashSnap による
バックアップとオフホスト処
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Database FlashSnap について

■

Database FlashSnap の使用計画

■

Database FlashSnap のホストとストレージの準備

■

データベーススナップショットの作成について

■

FlashSnap コマンド

Veritas Database FlashSnap について
Database FlashSnap を使うと、頻繁に更新されるデータベースのある瞬間におけるオン
ラインイメージ、つまりスナップショットを取得できます。次に、重要なデータの可用性を維
持しながら、これらのスナップショットでバックアップやオフホスト処理を実行できます。
Database FlashSnap は、複数にわたるデータの PITC（Point-In-Time Copy）を効率よ
く管理したり、業務上重要なサーバーで発生するリソースの競合を減らしたりするなど、柔
軟な設計となっています。
データベーススナップショットは、本番データベースと同じホスト上か、同じストレージを共
有するセカンダリホスト上で使うことができます。
データベーススナップショットは、次のオフホスト処理を行うアプリケーションで使えます。
■

データバックアップ

■

データウェアハウジング
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■

意思決定支援クエリー

スナップショットがもう必要なくなったときは、データベース管理者により、もとのスナップ
ショットをプライマリホストに戻して、もとのデータベースボリュームとそのスナップショットを
再同期処理させることができます。
Database FlashSnap コマンドは、コマンドラインから実行します。
Database FlashSnap では、データベースのバックアップに要する時間を大幅に短縮さ
せるとともに、本番データベースの可用性を高め、さらにこのような状況下において本番
データベースのパフォーマンスを一定に保ちます。
メモ: この章の説明は、SF Oracle RAC の設定にのみ適用されます。他のタイプの設定
および Database FlashSnap については、該当する Storage Foundation のマニュアル
を参照してください。

Database FlashSnap を使った場合のデータベースの一般的な問題の
解消
データベース管理者は Database FlashSnap を使うと root 権限なしでスナップショットを
作成できます。
Database FlashSnap では、データベーススナップショットを使って、企業データベース
環境で発生する次のような種類の問題を解決できるようになっています。
■

多くの企業では、システム管理者の役割とデータベース管理者の役割ははっきりと分
かれています。データベーススナップショットの作成には、一般的にスーパーユーザー
（root）権限を必要としますが、データベース管理者は通常この権限を保有しません。

■

企業によっては、データベース管理者に root 権限を割り当てていますが、ストレージ
管理は、一般的にデータベース管理者の中心的な役割や業務とはなりません。

■

データベーススナップショットは、作成工程が複雑になっています。特に、データベー
スで多数のボリュームが使われているような大規模な構成においてはなおさらのこと
です。1 つのミス操作で、スナップショットが使えなくなることがあります。

Database FlashSnap では root 権限を必要としないので、これは障害になりません。デー
タベース管理者はデータベースの整合性のとれたスナップショットを簡単に作成できま
す。またこのようなスナップショットは、繰り返し使う場合に有効です。

Database FlashSnap の用途
表 6-1 に、Database FlashShanp の一般的な用途を示します。
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表 6-1

Database FlashSnap の一般的な用途

アプリケーション

説明

データベースのバックアップとリ 企業は、オンラインデータの常時利用を必要としています。
ストア
またエンタープライズでは、オフラインでの重要データのバック
アップ中に発生する停止時間を考慮するだけの余裕はありませ
ん。クローンデータベースの作成またはボリュームスナップショッ
トのデータ複製の実行後、いずれか作成されたものを使ってデー
タのバックアップを実行すると、業務上重要なアプリケーションが
停止時間の延長や処理速度への影響を伴わず継続して稼働で
きるようになります。クローンデータベースやスナップショットボ
リュームを作成すると、作成されたものは、もとのデータベースを
バックアップするためのバックアップ元として使えるようになりま
す。
意思決定支援分析とレポート

意思決定支援分析やビジネスレポートなどの操作では、必ずし
もその時点で最新の情報にアクセスする必要はありません。この
ような操作は、プライマリボリュームまたはデータベースへのアク
セス競合を可能にするというよりは、Database FlashSnap を使っ
たスナップショットから作成したクローンデータベースを使うよう方
向付けができます。必要な場合は、クローンデータベースを素早
くプライマリデータベースと再同期化させ、最新情報を取得する
ことができます。

アプリケーション開発とテスト

開発グループやサービスグループは、Database FlashSnap で
作成されたクローンデータベースを新しいアプリケーションのテス
トデータベースとして使えます。クローンデータベースを使うこと
により、開発者、システムのテスト担当者、品質保証グループは、
新しいアプリケーションに関する堅ろう性、整合性、処理速度の
実用面での基準が把握できるようになります。

論理エラーのリカバリ

管理者またはアプリケーションプログラムが原因の論理エラーに
よって、データースの整合性が損なわれることがあります。データ
ベースのリカバリできるようになるには、ボリュームスナップショット
からデータベースファイルをリストアするか、ボリュームスナップ
ショットから作成したクローンデータベースから Database
FlashSnap を使って論理オブジェクト（たとえば、テーブルなど）
のリカバリを実行します。これらの解決策は、テープなどのバック
アップメディアからデータベースの完全なリストアを実行する場合
に比べて短時間で済みます。

Database FlashSnap の使用
データベーススナップショットの必要条件は、スナッププランと呼ばれるファイルで定義し
ます。システム管理者は、スナッププランで指定した必要条件に応じてストレージを設定
する必要があります。
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p.159 の 「Database FlashSnap のホストとストレージの準備」 を参照してください。
Database FlashSnap では、スナッププランで定義されている必要条件にストレージの設
定内容が一致しているかどうかをチェックすることができます。チェックの結果によっては、
データベース管理者にスナッププランを修正する必要性が生じるか、システム管理者が
ストレージ設定の調整を行うことになります。Database FlashSnap の使用に関してシス
テム管理者の参加が必要な部分は、このストレージを適切に設定する作業だけです。
Database FlashSnap を使うには、最初にデータベース管理者がスナップショットの必要
条件を定義する必要があります。たとえば、データベース管理者は、オフホスト処理が要
求されるかどうか、要求される場合はどのホストを使うべきかということを判断する必要が
あります。加えて、どの程度のデータベースの停止時間が許容範囲であるかということも
重要となります。データベーススナップショットの必要条件は、スナッププランファイルで
定義します。
p.180 の 「スナッププランの作成（dbed_vmchecksnap）」 を参照してください。
スナッププランを作成した後は、データベース管理者により、その有効性を確認し、正し
くなるようにする必要があります。検証したスナッププランは、リポジトリにコピーされた後、
スナップショットの作成に使われます。検証結果によっては、データベース管理者にスナッ
ププランを修正する必要性が生じるか、システム管理者がストレージの設定を調整する必
要があります。
ストレージに、スナッププランで指定されるような設定が行われた後は、そのスナッププラ
ンの検証が行われ、データベース管理者は、同一ホスト上またはセカンダリホスト上のい
ずれかのスナップショットに基づいて、データベーススナップショットの作成やクローンデー
タベースの作成が行えるようになります（下記の図 6-1 を参照してください）。
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プライマリホストまたはセカンダリホストで使う Database FlashSnap

図 6-1

プライマリホスト
(ノード 1)

B

Flashsnap
データベース

セカンダリホスト
(ノード 2)

スナップショット

クローン

A

クローン
クローンデータベースは、セカンダリホスト上で使うことできます。これにより、オフホスト処
理を始め、意思決定支援の分析と報告、アプリケーションの開発とテスト、データベース
のバックアップ、論理エラーのリカバリなどが行えます。セカンダリホストでユーザーがク
ローンを使った後は、データベース管理者により、そのクローンをシャットダウンして、ス
ナップショットデータベースをプライマリホストに戻すことができます。スナップショットがプ
ライマリホストまたはセカンダリホストのいずれかで使われているかにかかわらず、そのス
ナップショットは、Database FlashSnap により、プライマリデータベースと再同期処理が
行えます。Database FlashSnap では、Veritas Volume Manager の FastResync を
使って、プライマリとスナップショットの間で変更のあったセクションを素早く再同期化させ
ることができます。
Volume Manager の FastResync について詳しくは『Veritas Volume Manager ユー
ザーズガイド』を参照してください。

Database FlashSnap コマンドの使用
表 6-2 では、3 種類の Database FlashSnap コマンドについて説明します。これらすべ
てのコマンドは、Oracle データベース管理者であれば実行することができ、スーパーユー
ザー（root）権限は必要としません。
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表 6-2
コマンド

Database FlashSnap のコマンド
説明

dbed_vmchecksnap このコマンドは、Oracle データベースのスナップショットイメージの作成に使
うスナップショット計画を立案し、それを検証します。このコマンドで、スナッ
ププランのコピー、一覧表示、または削除も行えます。また、ストレージがタ
スクを実行できるように設定されているかどうかを確認することもできます。
dbed_vmsnap

このコマンドを使って、データベースで使うミラーボリュームを分割することに
より、Oracle データベースのスナップショットイメージを作成します。
dbed_vmsnap コマンドを使って、スナップショットボリュームをもとのボリュー
ムに再同期化することもできます。

メモ: スナッププランの作成と検証は、CVM マスターホストでのみサポートさ
れます。
dbed_vmclonedb このコマンドは、スナップショットボリュームを使ってクローンデータベースの
マウントと起動を行います。また、停止しているクローンデータベースを再起
動させるだけでなく、クローンデータベースをシャットダウンして、そのボリュー
ムをデポートすることもできます。

メモ: dbed_vmclonedb コマンドでは、クローンデータベース作成のた
めのインスタントスナップショットをサポートしていません。

Database FlashSnap オンラインオプションの使用
Database FlashSnap は、データベーススナップショットを作成するためのオンラインオプ
ションをサポートします。
このオプションを指定すると、スナップショットを作成する前に、表領域をオンラインバック
アップモードに設定します。スナップショットの形式は、有効なデータベースのバックアッ
プ対象となります。
メモ: このオプションは、論理エラーにより PIT（point-in-time）? リカバリを実行する場合
に使えます。
SF Oracle RAC の現在のリリースでは、Database FlashSnap においてサードミラーブ
レークオフスナップショットのみをサポートしています。サードミラーブレークオフスナップ
ショットとは、完全に同期化された、フルサイズのスナップショットのことです。
詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

第 6 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
Database FlashSnap の使用計画

Database FlashSnap の使用計画
スナップショットモードの選択
スナップショットモードに対するオンラインオプションを選択します。
p.158 の 「Database FlashSnap オンラインオプションの使用」 を参照してください。

Database FlashSnap のホストとストレージの準備
Database FlashSnap のホストとストレージを準備するために、次の情報を確認してくださ
い。

ホストの設定
Database FlashSnap を使うには、既存のデータベースと同じサイズであるミラーを追加
するための十分なディスク容量がディスクグループの中で必要とされます。
Database FlashSnap の操作のためにストレージ構成を設定する作業はシステム管理者
の役割であり、スーパーユーザー（root）権限を必要とします。Database FlashSnap ユー
ティリティには、ストレージ設定を適切に設定する機能はありません。

クラスタ設定での Database FlashSnap
1 クラスタで 2 台のホスト（ノード）を使う Database FlashSnap 設定では、本番運用デー
タベースが実行されているプライマリホストのパフォーマンスを低下させることなく、CPU
や I/O に負荷のかかるオンラインバックアップや意思決定支援といった操作を実行でき
ます。プライマリホストとセカンダリホストの両方が、スナップショットデータベースが作成さ
れるストレージを共有します。スナップショットボリュームを保持するディスクに、プライマリ
ホストとセカンダリホストの両方からアクセスできます。
図 6-2 に、2 台のホスト（ノード）を使う Database FlashSnap 設定を示します。
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図 6-2

オフホストでの Database FlashSnap ソリューションの例
ネットワーク

プライマリ
ホスト
(ノード 1)

セカンダリ
ホスト

GAB
LLT

(ノード 2)
SCSI または
ファイバーチャネル接続

本番データベースを
維持するためのプラ
イマリボリュームを
格納したディスク

スナップショット
ボリュームを格納
するディスク

ホストとストレージの必要条件
Database FlashSnap を使う前に、次の必要条件が満たされている必要があります。
■

ファイルはすべて VxVM ボリュームにまたがる VxFS ファイルシステム上に配置され
ている。RAW デバイスはサポート対象外となっている。

■

データファイルに対するシンボリックリンクはサポートされていない。

■

ORACLE_HOME が別のファイルシステム上にあること。

■

アーカイブログは、それぞれ別の VxFS ファイルシステム上に配置され、さらに Oracle
データファイルまたは ORACLE_HOME を含む VxFS ファイルシステムとは離れてい
ること。

■

データベースに BFILES と外部表が格納されていないこと。

■

Oracle データファイル、アーカイブログ、REDO ログ、制御ファイルは、すべて 1 つの
ディスクグループに格納されている。

データベースによって使われるボリュームまたはボリュームセットのス
ナップショットミラーの作成
Database FlashSnap を使うと、データベースで使っているボリュームを別のディスク群に
ミラー化することができます。また、ミラー化されたものは、データベーススナップショットの
作成に使えます。スナップショットボリュームは、個々のディスクグループに分割し、それ
ぞれ配置できます。スナップショットディスクグループは、同じストレージがプライマリホス

第 6 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
Database FlashSnap のホストとストレージの準備

トと共有している別のホストにインポートさせることができます。スナップショットボリューム
は、プライマリボリュームを使って定期的に再同期を行い、データファイルの最新の変更
分を取得することができます。プライマリデータファイルが破損した場合は、スナップショッ
トボリュームから破損したファイルを早急にリストアすることができます。スナップショットボ
リュームは、バックアップやリカバリ、クローンデータベースの作成など、さまざまな目的に
使えます。
データベーススナップショットを作成する前にデータベースのデータファイルで使うボリュー
ムすべてについてスナップショットミラーを作成する必要があります。この項では、ボリュー
ムのスナップショットミラーを作成する手順を説明します。
スナップショットミラーの作成や同期には、vxsnap CLI コマンドを使います。
前提条件

■

スーパーユーザー（root）としてログインする必要があります。

ディスクグループは、バージョン 110 以上としてください。
ディスクグループのバージョンについて詳しくは、vxdg（1M）のオンライ
ンマニュアルページを参照してください。
■ DCO（Data Change Object）と DCO ログボリュームが、スナップショット
を作成するボリュームと関連付けられていることを確認してください。
■ 永続 FastResync は、既存のデータベースボリューム上で有効にし、ディ
スクは、スナップショットボリュームに割り当てる必要があります。
FastResync は、ミラーで見失った格納データに対する更新を追跡する
ことにより、ミラーの再同期処理を最適にします。スナップショットミラー
を、プライマリボリュームに再度取り付けた場合は、失われた更新分のみ
を再同期処理に再び適用させる必要があります。FastResync では、バッ
クアップや意思決定支援などのサポート処理をさらに円滑にするために、
ボリュームのスナップショット機構の処理速度をさらに向上させることがで
きます。
■

FastResync の詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガ
イド』を参照してください。
■ スナップショットミラーとそれに関連する DCO ログは、もとのミラープレッ
クスとは別のディスク上に配置し、システム管理者がスナップショットを作
成できるように正しく設定を行う必要があります。
■ スナップショットミラーを作成するときは、プライマリボリュームの別のコン
トローラやディスクにおいてスナップショットを作成します。
■ アーカイブログに別のボリュームを割り当てます。
■

$ORACLE_HOME/dbs ディレクトリに、制御ファイルを含むいかなるデー
タファイルも格納しないでください。
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使用上の留意点

Oracle データベースに関連するファイルについてそれぞれディスクグ
ループを作成します。
■ Oracle データベースとその他のソフトウェアを共有しないでください。
■

■

ORACLE_HOME は、スナップショットミラーに格納できません。

ブレークオフ時間の最中は、プライマリとスナップショットボリュームで変
更されたデータ量に応じて再同期処理の速度が変化します。
■ もとのミラーとスナップショットミラーとの間では、いかなるディスクも共有
しないでください。
■ データファイルとアーカイブログのスナップショットミラーは、それらが、も
とのボリュームのデータを含むいかなるディスクとも共有しないように作成
される必要があります。このような方法で作成しなかった場合は、VxVM
ディスクグループを分割することができず、その結果、Database
FlashSnap は機能しなくなります。
■

メモ: Database FlashSnap のコマンドでは、サードミラーブレークオフスナッ
プショットのみをサポートしています。スナップショットミラーの状態は、
SNAPDONE とする必要があります。

次の例に示す手順は、既存のスナップショットプレックスを持たない既存のボリューム、ま
たは関連するスナップショットボリュームを対象としています。この手順では、volume_name
は、ボリュームまたはボリュームセットのいずれかの名称となります。
メモ: 次の手順でコマンドを実行するには、スーパーユーザー（root）としてログインする
必要があります。
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ボリュームまたはボリュームセットのスナップショットミラーを作成するには

1

クラスタ内のホスト（ノード）で次のコマンドを入力して、CVM マスターノードを見つけ
ます。
# vxdctl -c mode

2 つのノード（nebla と galaxy）で構成される、アプリケーションクラスタの例では、マ
スターノードで次のように出力されます。
mode: enabled: cluster active - MASTER
master:galaxy

スレーブノードでは、次のように出力されます。
mode: enabled: cluster active - SLAVE
master: galaxy

アプリケーションクラスタ内の CVM マスターノードを判別した後、その CVM マスター
ノードで、この手順で示すコマンドを実行してください。

2

スナップショットとするためのボリュームを準備するには、vxsnap prepare コマンド
を使って次のように入力します。
# vxsnap -g diskgroup prepare volume ¥
alloc="storage_attribute ..."
vxsnap prepare コマンドでは、DCO と DCO ボリュームを自動作成し、それらをボ

リュームに対して関連付けを行い、そのボリュームの永続 FastResync を有効にしま
す。永続 FastResync は、それが有効なボリュームで生成されるいかなるスナップ
ショットにおいても自動的に設定されます。
VxVM 5.0 のボリュームにおいて永続 FastResync を有効にするには、コマンドライ
ンまたはスクリプト内から前述の vxsnap prepare コマンドを実行します。

3

ボリューム上の FastResync が有効となっていることを確認するには、vxprint コマ
ンドを使って次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%fastresync volume_name

このコマンドの実行の結果、FastResync が有効だった場合には、on が返されます。
それ以外の場合は off が返されます。
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4

DCO と DCO ログボリュームが、ボリュームに関連付けられていることを確認するに
は、vxprint コマンドを使って次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%hasdcolog volume_name

このコマンドの実行により、DCO と DCO ログボリュームが、ボリュームに関連付けら
れている場合は、on を返します。それ以外の場合は off が返されます。

5

ボリュームのミラーを作成するには、次を実行します。
# vxsnap -g diskgroup addmir volume_name alloc=diskname

同時に複数のミラーを作成するオプションは用意されていません。一度に 1 つのミ
ラーだけを作成することができます。

6

使えるミラーを一覧で表示するには、次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in ¥"volume_name¥""

7

Database FlashSnap により、スナップショットを作成したときに正しいミラープレック
スが配置されるようにします。
■

ミラーのブレークオフに使うデータプレックスに dbed_flashsnap タグを設定しま
す。タグ名には任意のものを選択できますが、そのタグ名は、スナッププランで
指定したタグ名と一致させる必要があります。
# vxedit -g diskgroup set putil2=dbed_flashsnap plex_name

■

dbed_flashsnap タグが、必要なデータプレックスに設定されていることを確認す
るには、次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in ¥
¥"volume_name¥" && p2 in ¥"dbed_flashsnap¥""

スナップショットにおいてデータのバックアップを必要とする場合は、適切なユーティ
リティまたはオペレーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容を
テープまたはその他のバックアップメディアにコピーします。

ボリュームのスナップショットミラーを作成する手順例
次の例は、ディスクグループ PRODdg に属するボリューム data_vol のスナップショットミ
ラーを作成する手順を示しています。
メモ: 次の手順でコマンドを実行するには、スーパーユーザー（root）としてログインする
必要があります。
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ボリューム data_vol のスナップショットミラーを作成するには

1

ボリューム data_vol をミラー化できるように準備します。
# vxsnap -g PRODdg prepare data_vol alloc=PRODdg01,PRODdg02

2

FastResync が有効であることを確認するには、次のように入力します。
# vxprint -g PRODdg -F%fastresync data_vol
on

3

DCO と DCO ログがボリュームに関連付けられていることを確認するには、次を実行
します。
# vxprint -g PRODdg -F%hasdcolog data_vol
on

4

data_vol のスナップショットミラーを作成するには、次のように入力します。
# vxsnap -g PRODdg addmir data_vol alloc=PRODdg02

5

データプレックスを一覧で表示するには、次のように入力します。
# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in ¥"data_vol¥""
data_vol-01
data_vol-02

6

SNAPDONE 状態になっているプレックスを選択します。vxprint -g diskgroup
コマンドを使って、SNAPDONE 状態になっているプレックスを識別します。

7

上記の手順でプレックス名を識別し、そのデータプレックスに dbed_flashsnap タグ
を設定するには、次のように入力します。
# vxedit -g PRODdg set putil2=dbed_flashsnap data_vol-02

165

166

第 6 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
Database FlashSnap のホストとストレージの準備

8

dbed_flashsnap タグが、必要なデータプレックス data_vol-02 に設定されているこ
とを確認するには、次のように入力します。

# vxprint -g PRODdg -F%name -e"pl_v_name in ¥"data_vol¥" ¥
&& p2 in ¥"dbed_flashsnap¥""
data_vol-02
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9

スナップショットボリュームの作成に成功したことを確認するには、vxprint -g dg
コマンドを次のように実行します。
# vxprint -g PRODdg

Solaris OS で動作するシステムに次のように出力されます。
TY
dg
dm
dm
dm

NAME
PRODdg
PRODdg01
PRODdg02
PRODdg03

ASSOC
PRODdg
c1t2d0s2
c1t3d0s2
c1t1d0s2

KSTATE
-

LENGTH
35358848
17674896
17674896

PLOFFS
-

v data_vol
fsgen
ENABLED
4194304
pl data_vol-01 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg03-01 data_vol-01
ENABLED
4194304
pl data_vol-02 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg02-01 data_vol-02
ENABLED
4194304
dc data_vol_dco data_vol
v data_vol_dcl gen
ENABLED
560
pl data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
560
ACTIVE
sd PRODdg01-01 data_vol_dcl-01
560
0
pl data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
560
DCOSNP
sd PRODdg02-02 data_vol_dcl-02
560
0
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

-

ACTIVE

-

-

-

ACTIVE

-

-

0

-

-

-

-

SNAPDONE -

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

ENABLED
ENABLED
DISABLED
ENABLED
-

-

指定したプレックスの状態が SNAPDONE であることを識別します。この例では、プ
レックスが data_vol-02 となります。
スナップショットミラーは、現在使える状態となっています。

167

168

第 6 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
Database FlashSnap のホストとストレージの準備

既存ボリュームをアップグレードして Veritas Volume Manager 5.0 を
使用
この項の手順では、Database FlashSnap を使えるようにするために、VxVM 5.0 よりも
古いバージョンで作成したボリュームのアップグレード方法を説明します。
この手順では、次の必要条件と通告に注意してください。
■

DCO ボリュームのプレックスでは、有効なディスクにおいて継続したストレージ領域の
確保が要求されます。DCO プレックスに必要な領域を確保するには、ディスクグルー
プにさらにディスクを追加するか、既存ボリュームの設定を再度行い、ディスクグルー
プ内の領域を解放する必要があります。さらなるディスク領域を確保する別の方法と
しては、ディスクグループの移動機能を使って、別のディスクグループからスペアディ
スクを取り込むというものもあります。

■ vxassist コマンドで作成した既存のスナップショットボリュームは対応していません。

vxassist と vxsnap で作成したスナップショットボリュームの組み合わせもサポートさ

れていません。
■

次の手順でコマンドを実行するには、スーパーユーザー（root）としてログインする必
要があります。加えて、vxassist または vxdg コマンドを使った作成や変更が関係
するすべての操作では、ユーザーがマスター CVM ノード上でタスクを実行する必要
があります。

以前のバージョンの VxVM で作成された既存のボリュームをアップグレードするには

1

この項で説明する手順の残り部分を実施する前に、ボリュームを含むディスクグルー
プをバージョン 120 以上にアップグレードします。ディスクグループのバージョンを
チェックするには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

2

アップグレードしたボリュームに、以前のバージョンの VxVM の DRL プレックスまた
はサブディスクが含まれている場合は、次のコマンドを使ってそれを削除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume [nlog=n]

削除するログ数を指定するには、オプションの属性 nlog=n を使い、n にその数を指
定します。デフォルトの状態では、vxassist コマンドで番号 1 のログが削除されま
す。
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3

1 つ以上の関連したスナップショットボリュームを含むボリュームについては、次のコ
マンドを使って、各スナップショットの関連付けを再度行うとともに、そのスナップショッ
トを再同期化します。
# vxsnap [-g diskgroup] snapback snapvol

スナップショットを取得する前に、永続 FastResync が有効であった場合は、スナッ
プショットプレックスのデータをもとのボリュームから早急に再同期化させます。永続
FastResync が有効でなかった場合は、完全再同期処理が実行されます。

4

ボリュームの永続 FastResync を無効にするには、次のコマンドを実行します。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume

5

次のコマンドを使って、VxVM（以前のバージョン）と DCO オブジェクト、ボリュームと
DCO ボリューム、ボリュームとスナップオブジェクトの 3 つの関連付けを解除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=dco

6

ボリューム上で次のコマンドを使って、そのボリュームをアップグレードします。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume ¥
alloc="disk_name1,disk_name2"

スナップショット DCO プレックスの領域と、その他の移動していないデータや DCO
プレックスの領域が重ならないようにディスク名を 2 つ用意しています。
vxsnap prepare コマンドは、ボリュームとボリュームから生成されたすべてのスナッ

プショットに対する永続 FastResync を自動的に有効にします。またこのコマンドで
は、DCO や DCO ログボリュームと、スナップショットであるボリュームとの関連付けを
行います。

7

既存の DCO プレックスを表示し、既存のデータプレックスに十分な DCO プレックス
があることを確認するには、次を入力します。
# vxprint -g diskgroup

既存の各データプレックスにそれぞれ 1 つの DCO プレックスがなくてはなりません。

8

既存のデータプレックスに十分な数の DCO プレックスがない場合は、次のコマンド
を使って DCO プレックスを作成してその数を増やします。
# vxsnap [-g diskgroup] addmir dco_volume_name ¥
[alloc=disk_name]
dco_volume_name は、作成する DCO ボリュームの名前となります。
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9

プレックスが SNAPDONE 状態の場合は、ACTIVE 状態に変換します。
# vxplex [-g diskgroup] convert state=ACTIVE data_plex

10 データプレックスを SNAPDONE の状態に変更し、DCO プレックスと、スナップショッ
トの操作に使うデータプレックスとの関連付けを行うには、次のように入力します。
# vxplex [-g diskgroup] -o dcoplex=dco_plex_name convert ¥state=SNAPDONE data_plex
dco_plex_name は、作成する DCO プレックスの名前となります。

Veritas Volume Manager 5.0 を使うための既存ボリュームのアッ
プグレードの手順例
メモ: 次の手順でコマンドを実行するには、スーパーユーザー（root）としてログインする
必要があります。加えて、vxassist または vxdg コマンドを使った作成や変更が関係す
るすべての操作では、ユーザーがマスター CVM ノード上でタスクを実行する必要があり
ます。
この例では、VxVM 5.0 の機能が使えるようにボリューム data_vol をアップグレードしま
す。
以前のバージョンの VxVM で作成された既存のボリュームをアップグレードするには

1

ディスクグループ PRODdg をアップグレードします。
# vxdg upgrade PRODdg

2

アップグレードするボリュームから、以前のバージョンの VxVM に所属する DRL プ
レックスまたはサブディスクを削除します。
# vxassist -g PRODdg remove log data_vol logtype=drl

3

スナップショットボリュームを、アップグレードするプライマリボリュームに再度関連付
けします。
# vxsnap -g PRODdg snapback SNAP-data_vol

4

アップグレードするボリュームの FastResync を無効にします。
# vxvol -g PRODdg set fastresync=off data_vol

5

古い DCO オブジェクトと DCO ボリュームをすべて関連付けを解除し、削除します。
# vxassist -g PRODdg remove log data_vol logtype=dco
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6

新しい DCO オブジェクトと DCO ボリュームとの関連付けを行い、ボリュームをアップ
グレードします。
# vxsnap -g PRODdg prepare data_vol alloc="PRODdg01,PRODdg02"

7

既存の DCO プレックスとプレックスの状態を表示します。
シナリオ 1
このシナリオでは、データプレックスに十分な DCO プレックスが存在するものとしま
す。また、DCO プレックスに関連付けられているデータプレックスは存在しません。
# vxprint -g PRODdg

Solaris OS で動作するシステムに次のように出力されます。
TY
dg
dm
dm
dm

NAME
PRODdg
PRODdg01
PRODdg02
PRODdg03

ASSOC
PRODdg
c1t2d0s2
c1t3d0s2
c1t1d0s2

KSTATE
-

LENGTH
35358848
17674896
17674896

PLOFFS
-

v data_vol
fsgen
ENABLED
4194304
pl data_vol-01 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg01-01 data_vol-01
ENABLED
4194304
pl data_vol-04 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg02-03 data_vol-04
ENABLED
4194304
dc data_vol_dco data_vol
v data_vol_dcl gen
ENABLED
560
pl data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
ENABLED
560
sd PRODdg01-02 data_vol_dcl-01
ENABLED
560
pl data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
ENABLED
560
sd PRODdg02-02 data_vol_dcl-02
ENABLED
560
■

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

-

ACTIVE

-

-

-

ACTIVE

-

-

0

-

-

-

-

SNAPDONE -

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

-

ACTIVE

-

-

0

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

0

-

-

-

データプレックスの状態を SNAPDONE から ACTIVE に変更します。
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# vxplex -g PRODdg convert state=ACTIVE data_vol-04
■

データプレックスと新しい DCO プレックスとの関連付けを行い、そのデータプレッ
クスの状態を SNAPDONE に戻します。
# vxplex -g PRODdg -o dcoplex=data_vol_dcl-02 ¥
convert state=SNAPDONE data_vol-04
# vxprint -g PRODdg

Solaris OS で動作するシステムに次のように出力されます。
TY
dg
dm
dm
dm

NAME
PRODdg
PRODdg01
PRODdg02
PRODdg03

ASSOC
PRODdg
c1t2d0s2
c1t3d0s2
c1t1d0s2

KSTATE
-

LENGTH
35358848
17674896
17674896

PLOFFS
-

STATE
-

pl data_vol-03 DISABLED
4194304
sd PRODdg02-01 data_vol-03
ENABLED
4194304
v data_vol
fsgen
ENABLED
4194304
pl data_vol-01 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg01-01 data_vol-01
ENABLED
4194304
pl data_vol-04 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg02-03 data_vol-04
ENABLED
4194304
dc data_vol_dco data_vol
v data_vol_dcl gen
ENABLED
560
pl data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
ENABLED
560
sd PRODdg01-02 data_vol_dcl-01
ENABLED
560
pl data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
DISABLED
560
sd PRODdg02-02 data_vol_dcl-02
ENABLED
560

TUTIL0
-

PUTIL0
-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

-

ACTIVE

-

-

0

-

-

-

-

SNAPDONE -

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

-

ACTIVE

-

-

0

-

-

-

-

DCOSNP

-

-

0

-

-

-
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シナリオ 2
このシナリオでは、データプレックスよりも DCO プレックスの数が少ないものとし
ます。
# vxprint -g PRODdg

Solaris OS で動作するシステムに次のように出力されます。
TY
dg
dm
dm
dm

NAME
PRODdg
PRODdg01
PRODdg02
PRODdg03

ASSOC
PRODdg
c1t2d0s2
c1t3d0s2
c1t1d0s2

KSTATE
-

LENGTH
35358848
17674896
17674896

PLOFFS
-

STATE
-

pl data_vol-03 DISABLED
4194304
sd PRODdg02-01 data_vol-03
ENABLED
4194304
0
v data_vol
fsgen
ENABLED
4194304
pl data_vol-01 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg01-01 data_vol-01
ENABLED
4194304
0
pl data_vol-04 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg02-03 data_vol-04
ENABLED
4194304
0
dc data_vol_dco data_vol
v data_vol_dcl gen
ENABLED
560
pl data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
ENABLED
560
sd PRODdg01-02 data_vol_dcl-01
ENABLED
560
0
■

TUTIL0
-

PUTIL0
-

-

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

ACTIVE

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

ACTIVE

-

-

-

-

-

vxassist mirror コマンドを使って、DCO プレックスを DCO ボリュームに追加し
ます。
# vxsnap -g PRODdg addmir data_vol_dcl alloc=PRODdg02

■

データプレックスと新しい DCO プレックスとの関連付けを行い、そのデータプレッ
クスの状態を SNAPDONE に変更します。
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Solaris OS で動作するシステムでは次のコマンドを使います。
# vxplex -g PRODdg -o dcoplex=data_vol_dcl-02 ¥
convert state=SNAPDONE data_vol-04

Solaris OS で動作するシステムに次のように出力されます。
TY
dg
dm
dm
dm

NAME
PRODdg
PRODdg01
PRODdg02
PRODdg03

ASSOC
PRODdg
c1t2d0s2
c1t3d0s2
c1t1d0s2

KSTATE
-

LENGTH
35358848
17674896
17674896

PLOFFS
-

pl data_vol-03 DISABLED
4194304
v data_vol
fsgen
ENABLED
4194304
pl data_vol-01 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg01-01 data_vol-01
ENABLED
4194304
pl data_vol-04 data_vol
ENABLED
4194304
sd PRODdg02-03 data_vol-04
ENABLED
4194304
dc data_vol_dco data_vol
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

-

ACTIVE

-

-

0

-

-

-

-

SNAPDONE -

-

0

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVE

-

-

ACTIVE

-

-

-

-

-

DCOSNP

-

-

-

-

-

v data_vol_dcl gen
ENABLED
560
pl data_vol_dcl-01 data_vol_dcl
ENABLED
560
sd PRODdg01-02 data_vol_dcl-01
ENABLED
560
0
pl data_vol_dcl-02 data_vol_dcl
DISABLED
560
sd PRODdg02-02 data_vol_dcl-02
ENABLED
560
0

データベーススナップショットの作成について
スナップショットは、データベースのバックアップ元にしたり、意思決定支援システム用の
クローンデータベースの作成元にできます。Database FlashSnap コマンドを使って、同
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じホスト（ノード）上または別のホスト上においてデータベース全体にわたるスナップショッ
トを作成することができます。

オンラインデータベーススナップショット
Database FlashSnap は、オンラインのデータベーススナップショットの種類をサポートし
ます。
スナッププランに指定された SNAPSHOT_MODE が online に設定されている場合、
dbed_vmsnap コマンドにより、まずスナップショットである表領域がバックアップモードとな
ります。スナップショットが作成された後、表領域はバックアップモードではなくなり、追加
の REDO ログがアーカイブ化されるようにログファイルが切り替えられ、スナップショットの
アーカイブログが作成されます。
オンラインのスナップショットは、データベースの有効なバックアップコピーを提供します。

スナップショット作成前の作業
データベース上のすべてのボリュームのスナップショットをスナッププランを使って作成す
る詳しい方法について確認します。
オプションにより、VxVM コマンド（vxsnap）を使ってボリュームのスナップショットを作成
することができます。ただし、Database FlashSnap のコマンドとは異なる vxsnap コマン
ドを使っても、ディスクグループの内容を再認識させる機能は自動化されません。
図 6-3 は、Database FlashSnap を使ってスナップショットを作成するまでの一連の手順
を示しています。
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図 6-3

データベースのスナップショットを作成する際の前提条件

ストレージ設定の確認

ボリューム設定の準備

dbed_vmchecksnap -o setdefaults コマンドを使っ
たデフォルトスナップショットの作成

デフォルト値を変更する必要がある場合は、スナッ
ププランを変更

dbed_vmchecksnap -o validate コマンドを使った
スナッププランの検証

スナップショットの健勝に検証した場合は、エラー
を修復し、スナッププランをもう一度検証

スナップ
ショット

スナップショットの作成
スナップショットを取得する前にデータベースで使うボリュームが正しく設定されているこ
とを確認します。このデータベース設定には、スーパーユーザー（root）権限が必要で
す。
メモ: Database FlashSnap コマンドの実行は、Oracle データベース管理者が行う必要
があります。
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データベースの構造を変更するとき（たとえば、データファイルの追加、削除、PFILE か
ら SPFILE への変換、SPFILE から PFILE への変換）、dbed_update を実行する必要が
あります。たとえば、次のようになります。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S $ORACLE_SID -H $ORACLE_HOME

データベースのスナップショットイメージを作成するには

1

ボリュームまたはボリュームセットのスナップショットミラーを作成します。
p.163 の 「ボリュームまたはボリュームセットのスナップショットミラーを作成するには」
を参照してください。

2

dbed_vmchecksnap コマンドを使って、スナッププランのテンプレートを作成し、デー

タベースのボリュームスナップショットを作成するうえでそのテンプレートが有効とな
るようにボリュームの設定をチェックします。
スナッププランには、細分化されたデータベースや、スナップショットの作成や再同
期処理に必要なボリューム設定情報が含まれています。スナッププランのテンプレー
トは、テキストエディタを使って編集できます。
dbed_vmchecksnap コマンドは、次の操作にも使えます。
特定の $ORACLE_SID に関連付けられたす dbed_vmchecksnap -o list
べてのスナッププランを一覧表示します。
スナッププランを SFDB リポジトリから削除しま dbed_vmchecksnap -o remove -f
す。
SNAPPLAN
SFDB レポジトリからローカルディレクトリにス
ナッププランをコピーします。

dbed_vmchecksnap -o copy -f
SNAPPLAN

p.180 の 「スナッププランの作成（dbed_vmchecksnap）」 を参照してください。

3

dbed_vmsnap コマンドを使って、データベースのスナップショットボリュームを作成し

ます。
p.192 の 「スナップショット（dbed_vmsnap）の作成」 を参照してください。

4

セカンダリホストでは、dbed_vmclonedb コマンドを使って、プライマリホストからデ
ポートされたディスクグループを使うクローンデータベースを作成します。詳細は次
のとおりです。
p.199 の 「クローンデータベースの作成（dbed_vmclonedb）」 を参照してください。
スナッププランで指定したプライマリホストとセカンダリホストが異なる場合、
dbed_vmclonedb コマンドを使って次の操作を実行します。
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■

プライマリホストからデポートされたディスクグループをインポートする

■

スナップショットボリュームのマウントをリカバリする

■

ファイルシステムをマウントする

■

データベースをリカバリする

■

プライマリホストとは異なる Oracle SID 名でデータベースをオンラインにする

セカンダリホストが異なる場合は、データベース名が同じ名前となります。-o
recoverdb オプションを使って、dbed_vmclonedb にデータベースのリカバリを自
動で実行させるか、-o mountdb オプションを使って、独自の PIT リカバリを実行し
てデータベースを手動で起動させることができます。PIT リカバリでは、スナップショッ
トのモードが online となっている必要があります。
また、プライマリホストにおいてクローンも作成できます。スナッププランの設定では、
クローンをプライマリホストまたはセカンダリホストのいずれかで作成するかを指定し
ます。

5

この時点でクローンデータベースを使って、データベースのバックアップや他のオフ
ホスト処理作業が行えます。

6

クローンデータベースは、スナップショットのデータからもとのボリュームを逆再同期
化させるのに使うこともできるほか、今後の使用に備えてもとのボリュームでスナップ
ショットボリュームを再結合することにより（つまり、スナップショットボリュームを再同期
化させることにより）、破棄することもできます。

スナップショット作成後の作業
Database FlashSnap を使ってデータベースのスナップショットを作成した後は、多くの
処理を実行できるようになります。バックアップとオフホスト処理を行うために、データベー
スのクローンを作成できます。プライマリデータベースでスナップショットボリュームを再同
期化させることできます。プライマリデータベースに障害が発生した場合は、スナップショッ
トボリュームを逆再同期化させることにより、そのデータベースをリカバリできます。
図 6-4 では、データベースのスナップショットを作成した後に Database FlashSnap を
使って実行できる処理を示しています。
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データベースのスナップショット作成後に実行できる処理

図 6-4

スナップ
ショット

スナップショットボリューム
の作成（dbed_vmsnap -o
snapshot）

いいえ

データベース
のクローンを
作成するか?

はい
スナップショッ
トボリュームを
再同期化する
か?

はい

セカンダリホス
トのクローンを
使うか?

はい

スナップショッ
トディスクグル
ープがインポー
トされる

いいえ
スナップショットボリュー
ムの再同期、再関連付け
（dbed_vmsnap -o
resync）

どれを
実行するか?
(1) スナップショット
ボリュームをマウント
する、(2) データベースの
クローンを自動的に
作成する、(3) 手動で
クローンを
作成する

(1)
スナップショットボリュー
ムのマウント
（dbed_vmclonedb -o
mount）

(2)
スナップショットボリューム
のマウントと自動的なクロー
ン作成（dbed_vmclonedb -o
recoverdb）

(3)
スナップショットボリュームの
マウントと手動のクローン作成
（dbed_vmclonedb -o
mountdb）

クローンを手動でリカバリした
後、ステータスを更新
（dbed_vmclonedb -o
update_status）
スナップショ
ットでの作業
は完了か?

はい
データベースの停止とスナップ
ショットボリュームのマウント
解除（dbed_vmclonedb -o
umount）

はい
セカンダリホス
トのクローンを
使うか?

スナップショッ
トディスクグル
ープのデポート

いいえ

スナップショ
ットでの作業
は完了か?

はい

いいえ
クローンデータベースの再
起動（dbed_vmclonedb -o
restartdb）
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FlashSnap コマンド
次の各項で説明する FlashSnap コマンドを使うことにより、Database FlashSnap の処理
を行えます。
■

「スナッププランの作成（dbed_vmchecksnap）」

■

「スナッププランの検証（dbed_vmchecksnap）」

■

「スナッププランの表示、コピー、削除（dbed_vmchecksnap）」

■

「スナップショット（dbed_vmsnap）の作成」

■

「スナップショットボリュームを使ったデータベースのバックアップ（dbed_vmclonedb）」

■

「クローンデータベースの作成（dbed_vmclonedb）」

■

「スナップショットとデータベースの再同期」

■

「スナップショットボリュームの削除」

スナッププランの作成（dbed_vmchecksnap）
dbed_vmchecksnap コマンドでは、dbed_vmsnap で Oracle データベースのスナップ

ショット作成に使うスナッププランを作成します。
どのスナッププランのファイルでも選んだファイルに名前を付けることができます。スナッ
ププラン内の各エントリは、parameter=argument という形式の行になっています。
表 6-3 は、dbed_vmchecksnap コマンドを使ってスナッププランを作成または検証する
場合に設定可能なパラメータをまとめたものです。
表 6-3

dbed_vmchecksnap パラメータの値

パラメータ

値

SNAPSHOT_VERSION

メジャーリリースの SF Oracle RAC に対応するスナップショッ
トのバージョンを指定します。

PRIMARY_HOST

プライマリデータベースが配置されているホストの名前

SECONDARY_HOST

データベースがインポートされるホストの名前

PRIMARY_DG

プライマリデータベースで使う VxVM のディスクグループの
名前

SNAPSHOT_DG

スナップショットボリュームを含むディスクグループの名前。
スナップショットボリュームは、プライマリホスト上のこのディス
クグループに配置されるとともにデポートされます。セカンダ
リホストでは、このディスクグループをインポートしてクローン
データベースを開始します。
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パラメータ

値

ORACLE_SID

Oracle データベースの名前。デフォルトでは、スナッププラ
ンに Oracle データベースの名前が含まれています。

ARCHIVELOG_DEST

アーカイブログの絶対パス。
アーカイブログを多重化する場合にデータベースリカバリで
使うことができるさまざまなアーカイブログの保存場所が用意
されています。どのアーカイブログの保存場所を使うかを指
定する必要があります。
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG が yes の場合は、別のボリュー
ムにアーカイブログの保存場所を設けることをお勧めします。

SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG

yes または no
アーカイブログボリュームのスナップショットを作成するかどう
かを指定します。アーカイブログボリュームミラーを分割して
セカンダリホストにデポートする場合は、yes を指定します。
Oracle リモートアーカイブログの保存先指定機能を使って
アーカイブログをセカンダリホストに送る場合、no を指定す
ると領域をある程度節約できます。
アーカイブログが確実にセカンダリホストに作成できるように、
yes を指定するようお勧めします。

SNAPSHOT_MODE

online
どのデータベーススナップショットを（online）にするかを指定
します。
■

SNAPSHOT_PLAN_FOR

データベースがオンラインの状態の間にスナップショット
が作成された場合は、dbed_vmsnap コマンドを使って
表領域をバックアップモードに設定します。
dbed_vmsnap は、スナップショットの作成を終了させる
と、表領域のバックアップモードを解除して、余分な REDO
ログがアーカイブ化されるようにログファイルを切り替え、
スナップショットのアーカイブログを作成します。

デフォルト値は、database であり、この値を変更することはで
きません。
スナップショットを作成するデータベースオブジェクトを指定
します。

SNAPSHOT_PLEX_TAG

スナップショットプレックスタグを指定します。この変数を使っ
て、スナップショットプレックスのタグを指定します。plex_tag
の最大長は、15 文字です。デフォルトのプレックスタグは、
dbed_flashsnap となります。
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パラメータ

値

SNAPSHOT_VOL_PREFIX

スナップショットボリュームの接頭辞を指定します。この変数
を使って、プライマリディスクグループを分割したスナップ
ショットボリュームの接頭辞を指定します。ボリューム名は、32
文字より長くできません。接頭辞を割り当てる場合は、ボリュー
ム名の長さを考慮する必要があります。

SNAPSHOT_MIRROR

スナップショットとするプレックスの数を指定します。デフォル
ト値は 1 です。

はじめに dbed_vmchecksnap を実行する場合は、-o setdefaults オプションを使っ
て、変数にデフォルト値を使うスナッププランを作成します。このとき、別のスナップショッ
トシナリオの変数を設定する場合にファイルを手動で編集してもかまいません。
メモ: dbed_vmchecksnap -o コマンドは、CVM マスター上で実行する必要があります。

メモ: SFDB メニューユーティリティを使って Database FlashSnap コマンド
（dbed_vmchecksnap、dbed_vmsnap、dbed_vmclonedb）を呼び出すことはできません。
スナッププランを作成する前に、次の条件を満たしているかどうかを確認します。
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前提条件

ストレージは、次の指定どおりに設定してください。
p.159 の 「Database FlashSnap のホストとストレージの準備」 を参照して
ください。
■ Oracle データベース管理者である必要があります。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

使用上の留意点

■

ディスクグループは、バージョン 110 以上としてください。ディスクグルー
プのバージョンについて詳しくは、vxdg（1M）のマニュアルページを参
照してください。
DCO と DCO ボリュームが、スナップショットを作成するボリュームと関連
付けられていることを確認してください。
スナップショットプレックスとそれに関連する DCO ログは、もとのプレック
スとは別のディスク上に配置し、システム管理者がスナップショットを作成
できるように正しく設定を行う必要があります。
永続 FastResync は、既存のデータベースボリューム上で有効にし、ディ
スクは、スナップショットボリュームに割り当てる必要があります。
データベースは、アーカイブログモードで稼働している必要があります。
アーカイブログモードは、Oracle 初期化パラメータファイルに設定され
ています。
Oracle データベースには、アーカイブを保存する少なくとも 1 つの格納
領域が必須で必要となります。
ORACLE_HOME は、スナップショットに使うディスク上には配置できませ
ん。
Oracle データベースファイルとアーカイブログファイルは、同じディスク
グループの中にある一意のディスクを使う異なるボリュームを使う必要が
あります。
スナッププランは、プライマリホスト上に作成してください。

dbed_vmchecksnap コマンドを使ってスナッププランを作成した後は、
必要に応じてテキストエディタを使ってこのファイルを確認したり更新し
たりすることができます。
■ 作成したスナッププランを保存するローカルの作業ディレクトリを作成す
ることをお勧めします。
■ 詳しくは、dbed_vmchecksnap（1M）のオンラインマニュアルページを
参照してください。
■ データベースの SNAPSHOT_MODE が online に設定されている場合、
プライマリホストがセカンダリホストと同じホストである可能性があります。
■

メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
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スナッププランを作成するには

1

作成したスナッププランの保存場所をディレクトリから作業ディレクトリに変更します。
$ cd /working_directory

2

dbed_vmchecksnap コマンドを使ってスナッププランにデフォルト値を指定して作成

するには、次のように入力します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S

ORACLE_SID ¥

-H ORACLE_HOME -f SNAPPLAN -o setdefaults -t

host_name ¥

[-p PLEX_TAG]

3

テキストエディタでスナッププランファイルを開き、必要に応じて修正します。

スナップショットイメージに対して作成するスナッププラン例
この例では、1 ノード構成のスナップショットイメージに対するスナッププラン snap1 を作
成し、デフォルト値を設定します。このホストには、host1 という名前が付けられ、作業ディ
レクトリは /export/snap_dir となります。
以下は dbed_vmchecksnap コマンドと出力の例です。
$ cd /export/snap_dir
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD ¥
-H /oracle/product/orahome -f snap1 -o setdefaults -t host1
Snapplan snap1 for PROD.
=====================================================
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host1
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
ORACLE_SID=PROD
ARCHIVELOG_DEST=/prod_ar
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=dbed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1
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2 番目の例では、スナッププラン snap2 は、2 台ノード構成でスナップショットイメージ用
に作成され、デフォルト値が設定されています。プライマリホストは host1、セカンダリホス
トは host2、作業ディレクトリは /export/snap_dir です。
以下は dbed_vmchecksnap コマンドと出力の例です。
$cd /export/snap_dir
$/opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD ¥
-H /oracle/product/orahome -f snap2 -o setdefaults -t host2
Snapplan snap2 for PROD.
=====================================================
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host2
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
ORACLE_SID=PROD
ARCHIVELOG_DEST=/mytest/arch
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=dbed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1

デフォルトでは、スナッププランの SNAPSHOT_PLEX_TAG 値は dbed_flashsnap に設
定されます。-p オプションを使って、別のタグ名を割り当てることができます。setdefaults
オプションを指定してスナッププランを作成した場合は、-p オプションを使います。
次の例では、setdefaults と一緒に -p オプションを使って、SNAPSHOT_PLEX_TAG
の値として my_tag を割り当てます。
$ dbed_vmchecksnap -S PROD -H $ORACLE_HOME -O setdefaults ¥
-p my_tag -f snap1 -t host2
Snapplan snap1 for PROD
=====================================================
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host2
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
ORACLE_SID=PROD
ARCHIVELOG_DEST=/arch_data
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SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=my_tag
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1

マルチミラースナップショットの作成
Database Snapshots を頻繁に使うには、スナップされたスナップショットボリュームに、2
つ以上のミラーが含まれている必要があります。これにより、たとえミラーのうち 1 つが無
効となったとしても、スナップショットボリュームは使えるようになります。ミラーのいずれか
が無効になった場合でも、スナップショットボリュームをマウントしてデータベーススナップ
ショット全体を使うことができます。マルチミラースナップショットは、スナッププランで
SNAPSHOT_MIRROR=<n> により有効となります。
メモ: Flashsnap ツールのコマンドラインの使い方や引数に特に変更はありません。
スナップショットを取得する前に、タグが付けられたすべてのスナップショットミラーの状態
が SNAPDONE であることを確認します。
スナップショットミラーについて詳しくは、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参
照してください。

スナッププランの検証（dbed_vmchecksnap）
スナッププランを作成した後は、次の手順により、スナップランのパラメータを検証し、ス
ナップショットの作成に対してスナップショットボリュームが正しく設定されているかどうか
をチェックします。検証がうまくいった場合は、スナッププランがリポジトリにコピーされま
す。dbed_vmchecksnap コマンドに -o validate オプションを指定してスナッププラン
を検証します。
スナッププランを検証する前に、次の前提条件と留意点を確認します。
前提条件

■

dbed_vmchecksnap コマンドが実行している間に、データベースが起
動し、起動した状態である必要があります。
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使用上の留意点

■

■

■

■

■

■

dbed_vmchecksnap コマンドは、Oracle データベース管理者が実行
する必要があります。
スナッププランを検証した後は、既存のストレージ設定の必要条件に見
合うようにスナッププランを修正するオプションを用意します。
dbed_vmchecksnap -o validate を使って、スナッププランとスト
レージを検証する場合は、検証結果を保存することができます。システ
ム管理者は、検証に失敗した場合にこの検証結果を使ってストレージの
設定を調整することができます。
スナッププランが更新または修正された場合は、そのスナッププランを再
検証する必要があります。データベースのディスクグループに変更が加
えられた場合は、スナッププランを再度検証することをお勧めします。
dbed_vmchecksnap コマンドは、プライマリホストまたはセカンダリホ
ストにおいて使えます。
詳細については、dbed_vmchecksnap（1M）のマニュアルページを参
照してください。

デフォルトのスナッププランを修正する場合、PRIMARY_HOST や SECONDARY_HOST
のリソースグループに定義されている仮想ホスト名を使うことにより、検証を実行します。
メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
スナッププランを検証するには

1

お手持ちのスナッププランが保存されている場所をディレクトリから作業ディレクトリ
に変更するには、次のように入力します。
$ cd /working_directory

2

dbed_vmchecksnap コマンドを使ってスナッププランを検証するには、次のように入

力します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S

ORACLE_SID ¥

-H ORACLE_HOME -f SNAPPLAN -o validate

スナップショットイメージに対するスナッププラン snap1 の検証例
次の例では、同一ノード構成のスナップショットイメージに対するスナッププラン snap1 を
検証します。プライマリホストは host1、作業ディレクトリは /export/snap_dir です。
メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
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以下は dbed_vmchecksnap コマンドと出力の例です。
$ cd /export/snap_dir
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD -H /oracle/product/orahome ¥
-f snap1 -o validate
PRIMARY_HOST is host1
SECONDARY_HOST is host1
The version of PRIMARY_DG-PRODdg is 110.
The primary diskgroup PRODdg is a shared disk group
SNAPSHOT_DG is SNAP_PRODdg
SNAPSHOT_MODE is online
The database is running in archivelog mode.
ARCHIVELOG_DEST is /prod_ar
SNAPSHOT_PLAN_FOR is database
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG is yes
ARCHIVELOG_DEST=/prod_ar is mount on /dev/vx/dsk/PRODdg/prod_ar.
Examining Oracle volume and disk layout for snapshot
Volume prod_db on PRODdg is ready for snapshot.
Original plex and DCO log for prod_db is on PRODdg01.
Snapshot plex and DCO log for prod_db is on PRODdg02.
SNAP_PRODdg for snapshot will include: PRODdg02
ALLOW_REVERSE_RESYNC is no
The snapplan snap1 has been created.

次の例では、2 台ノードのクラスタ構成のスナップショットイメージに対するスナッププラン
snap2 を検証します。プライマリホストは host1、セカンダリホストは host2、作業ディレク
トリは /export/snap_dir です。
以下は dbed_vmchecksnap コマンドと出力の例です。
$ cd /export/snap_dir
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD -H ¥
/oracle/product/orahome -f snap2 -o validate
PRIMARY_HOST is host1
SECONDARY_HOST is host2
The version of PRIMARY_DG-PRODdg is 110.
The primary diskgroup PRODdg is a shared disk group
SNAPSHOT_DG is SNAP_PRODdg
SNAPSHOT_MODE is online
The database is running in archivelog mode.
ARCHIVELOG_DEST is /mytest/arch
SNAPSHOT_PLAN_FOR is database
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG is yes
ARCHIVELOG_DEST=/mytest/arch is mount on
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/dev/vx/dsk/PRODdg/arch.
Examining Oracle volume and disk layout for snapshot.
Volume arch on PRODdg is ready for snapshot.
Original plex and DCO log for arch is on PRODdg01.
Snapshot plex and DCO log for arch is on PRODdg02.
Volume prod_db on PRODdg is ready for snapshot.
Original plex and DCO log for prod_db is on PRODdg01.
Snapshot plex and DCO log for prod_db is on PRODdg04.
SNAP_PRODdg for snapshot will include: PRODdg02
ALLOW_REVERSE_RESYNC is no
The snapplan snap2 has been created.

スナッププランの表示、コピー、削除（dbed_vmchecksnap）
指定された Oracle データベースに含まれるすべてのスナッププランの一覧表示、スナッ
ププランファイルの表示、スナッププランのコピーや削除などを行うときは、次の使用上の
留意点を考慮してください。
使用上の留意点

ローカルスナッププランを更新または変更した場合は、再検証する必要
があります。
■ データベーススキーマまたはディスクグループを変更した場合は、
dbed_update を実行した後で、再検証する必要があります。
■

スナッププランの表示
dbed_vmchecksnap コマンドを使うとスナッププランを一覧で表示できます。また、
dbed_vmchecksnap コマンドを使うと特定のスナッププランの詳細情報が表示できます。
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特定の Oracle データベースの使用可能なスナッププランをすべて表示するには
◆

次のように dbed_vmchecksnap コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S ORACLE_SID -o list

次の例では、データベース PROD で使えるすべてのスナッププランを一覧で表示し
ます。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD -o list
The following snapplan(s) are available for PROD:
SNAP_PLAN
SNAP_STATUS
DB_STATUS
SNAP_READY
snap1
init_full
init
yes
snap2
init_full
init
yes

コマンド出力には、使用可能なすべてのスナッププラン、それらのスナップショットの
状態（SNAP_STATUS）、データベースの状態（DB_STATUS）およびスナップショッ
トを作成できるかどうか（SNAP_READY）が表示されます。
Database FlashSnap の状態については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
管理者ガイド』を参照してください。
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スナッププランの詳細情報を表示させるには
◆

次のように dbed_vmchecksnap コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S ¥
ORACLE_SID -f SNAPPLAN -o list

次の例では、スナッププラン snap1 を表示します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD -f snap1 -o list
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=host1
SECONDARY_HOST=host1
PRIMARY_DG=PRODdg
SNAPSHOT_DG=SNAP_PRODdg
ORACLE_SID=PROD
ARCHIVELOG_DEST=/prod_ar
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=dbed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1
STORAGE_INFOPRODdg02
SNAP_PLEX=prod_ar-02
STATUS_INFO
SNAP_STATUS=init_full
DB_STATUS=init

スナッププランのコピー
既存のスナッププランに類似したスナッププランを作成する場合は、ただ単に既存のス
ナッププランのコピーを作成して修正するだけです。SFDB レポジトリから現在のディレク
トリにスナッププランをコピーする場合は、コピー先のディレクトリにすでにそのスナッププ
ランが含まれていないようにしてください。
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SFDB レポジトリから現在のディレクトリにスナッププランをコピーするには
◆

次のように dbed_vmchecksnap コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S

ORACLE_SID ¥

-f SNAPPLAN -o copy

次の例では、スナッププラン snap1 を VxDBA レポジトリから現在のディレクトリにコ
ピーします。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD -f snap1 -o

copy

Copying 'snap1' to '/export/snap_dir'

スナッププランの削除
不要となったスナッププランは、ローカルのディレクトリやレポジトリから削除することがで
きます。
スナッププランを SFDB レポジトリから削除するには
◆

次のように dbed_vmchecksnap コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S ORACLE_SID -f¥
SNAPPLAN -o remove

次の例では、スナッププラン snap1 を SFDB レポジトリから削除します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD -f snap1 -o

remove

The snapplan snap1 has been removed.

スナップショット（dbed_vmsnap）の作成
dbed_vmsnap コマンドでは、ミラーボリュームをスナップショットデータベースに分割する

ことにより、Oracle データベースのスナップショットを作成します。スナップショットイメージ
は、データベースと同じホスト上か、またはセカンダリホスト上（ストレージをプライマリホス
トと共有している場合）のいずれかで使うことができます。
dbed_vmsnap によって作成されるスナップショットイメージは、Oracle データベースの

データファイルの静止イメージです。dbed_vmsnap コマンドでは、スナップショットデータ
ベースの作成時にバックアップ制御ファイルが必ず作成されます。このファイルを使うと、
必要に応じてデータの完全なリカバリが行えます。
Database FlashSnap の状態については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
管理者ガイド』を参照してください。
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メモ: SFDB メニューユーティリティを使って Database FlashSnap コマンド
（dbed_vmchecksnap、dbed_vmsnap、dbed_vmclonedb）を呼び出すことはできません。
前提条件

使用上の留意点

■

Oracle データベース管理者としてログインする必要があります。

■

dbed_vmsnap でスナップショットイメージを作成する前に、
dbed_vmchecksnap を使ってスナッププランの作成と検証を行って
おく必要があります。

■

dbed_vmsnap コマンドを実行できるのは、プライマリホストに限られま
す。
Oracle データベースファイルとその他のソフトウェアの間でボリュームを
共有しないでください。
スナップショットボリュームを作成するときは、プライマリボリュームの別の
コントローラやディスクにおいてスナップショットを作成します。
Oracle データベースボリュームとは別の場所にアーカイブログが保存さ
れるようにしてください。
$ORACLE_HOME/dbs ディレクトリに、制御ファイルを含むいかなるデー
タファイルも格納しないでください。
ミラーがブレークオフしている場合は、プライマリとスナップショットボリュー
ムで変更されたデータ量に応じて再同期処理の速度が変化します。
詳細については、dbed_vmsnap（1M）のマニュアルページを参照して
ください。

■

■

■

■

■

■

次の点に注意してください。
■

スナップショットを強制的に作成するには、-F オプションを使います。-F オプションを
使うには、操作に失敗したスナップショットの問題が Veritas Storage Foundation の
コマンドを使わないで解消されている必要があります。（つまり、Veritas Storage
Foundation のコマンドを使わないでボリュームの同期を行っている）。この場合、ス
ナッププランのステータスには、スナップショットを作成できないことが示されます。-F
オプションでは、作成不能のステータスを無視して、ボリュームの可用性チェックを行
います。そして、このチェックにボリュームが合格すると、スナップショットの作成を行い
ます。

■

スナップショットの作成後、dbed_vmsnap により、dbed_vmclonedb の実行に必要な
値が返されます。このような値には、スナップショットディスクグループ、スナッププラン
名、2 台ノードのクラスタ構成用の SFDB レポジトリボリュームなどが含まれます。これ
らの値を記録し、dbed_vmclonedb の実行時に使います。

■

また、dbed_vmchecksnap -f snapplan -o list コマンドを使って、スナップショッ
トディスクグループ、スナッププラン名、SFDB レポジトリに関する情報を取得すること
もできます。
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メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
スナップショットを作成するには

1

お手持ちのスナッププランが保存されている場所をディレクトリから作業ディレクトリ
に変更するには、次のように入力します。
$ cd /working_directory

2

スナッププランの SNAPSHOT_MODE が offline に設定されている場合は、データ
ベースを停止します。

3

次の dbed_vmsnap コマンドを使ってスナップショットイメージを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S ORACLE_SID -f SNAPPLAN ¥
-o snapshot [-F]

スナップショットボリュームは、この時点で、整合性のとれたデータベースのバックアッ
プコピーとなっています。このスナップショットボリュームをテープやその他のバック
アップメディアにコピーすれば、データベースをバックアップすることができます。
p.195 の 「スナップショットボリュームを使ったデータベースのバックアップ
（dbed_vmclonedb）」 を参照してください。

4

また、意思決定支援のために Oracle データベースをもう 1 つ作成することもできま
す。
p.199 の 「クローンデータベースの作成（dbed_vmclonedb）」 を参照してください。

データベースのスナップショットイメージ PROD の作成例
この例では、同一ノード構成におけるデータベースのスナップショットイメージ PROD を
作成します。ここでは、SECONDARY_HOST パラメータに、スナッププランの
PRIMARY_HOST パラメータと同じ設定値が割り当てられています。
メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S PROD -f snap1 -o snapshot
dbed_vmsnap started at 2006-03-02 14:15:27
VxDBA repository is up to date.
The database is running in archivelog mode.
A snapshot of ORACLE_SID PROD is in DG SNAP_PRODdg.
Snapplan snap1 is used for the snapshot.
If -r <relocate_path> is used in dbed_vmclonedb, make sure
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<relocate_path> is created and owned by Oracle DBA. Otherwise,
the following mount points need to be created and owned by
Oracle DBA:
/prod_db.
/prod_ar.
dbed_vmsnap ended at 2006-03-02 14:16:11

この例では、2 台ノードのクラスタ構成におけるデータベースのスナップショットイメージ
PROD を作成します。この場合、スナッププランでは SECONDARY_HOST パラメータが
PRIMARY_HOST パラメータとは異なるホスト名で指定されています。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S PROD -f snap2 -o snapshot
dbed_vmsnap started at 2005-03-02 23:01:10
VxDBA repository is up to date.
The database is running in archivelog mode.
A snapshot of ORACLE_SID PROD is in DG SNAP_PRODdg.
Snapplan snap2 is used for the snapshot.
VxDBA repository volume is SNAP_arch.
If -r <relocate_path> is used in dbed_vmclonedb, make sure
<relocate_path> is created and owned by Oracle DBA. Otherwise,
the following mount points need to be created and owned by
Oracle DBA:
/prod_db.
/prod_ar.
dbed_vmsnap ended at 2005-03-02 23:02:58

スナップショットボリュームを使ったデータベースのバックアップ
（dbed_vmclonedb）
データベースのバックアップで最も一般的に使われるバックアップ元はスナップショットで
す。スナップショットボリュームを使うことの利点は、バックアップの実行で物理デバイスの
I/O 帯域幅と競合しないことにあります。スナップショットボリュームをセカンダリホスト上で
使えるようにすると、プライマリホスト上でのバックアップにおいて CPU や I/O アダプタに
余分な負荷がかからなくなります。
また、クローンデータベースは、プライマリデータベースのバックアップとしても有効に機
能します。スナップショットボリュームを使うことで、プライマリデータベースをテープにバッ
クアップすることができます。
図 6-5 は、スナップショットボリュームがセカンダリホスト上にある場合の一般的な設定を
示しています。
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セカンダリホストでデータベースのバックアップを行う場合のシステム
構成例

図 6-5
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前提条件

使用上の留意点

dbed_vmclonedb コマンドを使うには、Oracle データベース管理者と
してログインする必要があります。
■ dbed_vmclonedb コマンドを使うには、事前にスナッププランの検証、
さらにスナップショットの作成が必要となります。
p.174 の 「データベーススナップショットの作成について」 を参照してくだ
さい。
p.186 の 「スナッププランの検証（dbed_vmchecksnap）」 を参照してくだ
さい。
p.192 の 「スナップショット（dbed_vmsnap）の作成」 を参照してください。
■ ボリュームスナップショットにデータベース全体を含む必要があります。
■

■

スナップショットイメージの初期マウントポイントを指定する -r
relocate_path オプションを使って dbed_vmclonedb コマンドを
使うには、事前にシステム管理者がマウントポイントを作成し、その所有
者を Oracle データベース管理者に変更しておく必要があります。

■

dbed_vmclonedb コマンドは、セカンダリホストにおいて使えます。

同一ノード構成の場合は、プライマリホストとセカンダリホストが同一とな
ります。
■ 同一ノード構成では、-r relocate_path が必要です。
■

2 台ノードのクラスタ構成の場合は、SFDBvol=vol_name オプション
が必要です。
■ 詳しくは dbed_vmclonedb（1M）のマニュアルページを参照してくだ
さい。
■

メモ: SFDB メニューユーティリティを使って Database FlashSnap コマンド
（dbed_vmchecksnap、dbed_vmsnap、dbed_vmclonedb）を呼び出すことはできません。

スナップショットボリュームのマウントとバックアップ
スナップショットボリュームを使ってバックアップを実行する前に、まずそのスナップショッ
トボリュームをマウントする必要があります。
メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。

メモ: Oracle のオンラインバックアップ方法を適用する場合は、アーカイブログファイルに
ついてもすべてバックアップを実行する必要があります。これは、データベースの完全な
リストアやリカバリが行えるようにするためです。
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スナップショットボリュームをマウントするには
◆

次のように dbed_vmclonedb コマンドを使います。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S ORACLE_SID -g snap_dg ¥
-o mount,new_sid=new_sid,server_name=svr_name -f SNAPPLAN [-H ORACLE_HOME] ¥
[-r relocate_path]

これで、特定のディレクトリ下にある個々のファイルやファイルグループをメディアに
バックアップできるようになりました。
この例では、スナップショットボリュームをマウントしています。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S PROD -g SNAP_PRODdg ¥
-o mount,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap1 -r /clone/single
dbed_vmclonedb started at 2004-04-02 15:35:41
Mounting /clone/single/prod_db on
/dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_db.
Mounting /clone/single/prod_ar on
/dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_ar.
dbed_vmclonedb ended at 2004-04-02 15:35:50

次に、同じホスト（ホスト nobody）上にスナップショットを作成する場合の例を示します。
$

/opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S PROD -g SNAP_PRODdg ¥

-o mount,new_sid=NEWPROD,server_name=nobody -f snap1 -r /clone/single
dbed_vmclonedb started at 2006-10-24 10:44:54
Mounting /clone/single/archivelogs on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_archvol.
Mounting /clone/single/oradata on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/
SNAP_ora_data_vol.
dbed_vmclonedb ended at 2006-10-24 10:45:49

メモ: 上記のコマンドに server_name を指定しないと、使用できないというエラーが表示
されます。
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スナップショットボリュームから継承した Storage Checkpoint をセカンダリホストにマウ
ントするには

1

セカンダリホスト上で、プライマリデータベースから継承した Storage Checkpoint を
dbed_ckptdisplay コマンドを使って一覧で表示します。
たとえば、次のようになります。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptdisplay -S ORACLE_SID -n

2

一覧で表示された Storage Checkpoint のいずれかを dbed_ckptmount コマンド
を使ってマウントすることができます。
たとえば、次のようになります。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_ckptmount -S ORACLE_SID -c CKPT_NAME ¥
-m MOUNT_POINT

次の制限があります。
■

次のコマンドを実行する場合は、事前に、マウント中のすべての Storage
Checkpoint をマウント解除しておく必要があります。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -o umount,new_sid=new_sid,server_name=svr_name ¥
-f SNAPPLAN
■ dbed_vmclonedb

コマンドで -r relocate_path オプションは使わず、-o

mount オプションを使ってスナップショットボリュームをマウントした場合、2 台ノー

ドのクラスタ構成ではスナップショットボリュームから引き継がれた Storage
Checkpoint しかマウントできません。
コマンドに -o mount オプションを指定してクローンデータ
ベースを作成する前に、スナップショットボリュームにより継承した Storage
Checkpoint をマウントすることができます。ただし、dbed_vmclonedb コマンド
に -o recoverdb オプションを指定してクローンデータベースを作成すると、
Storage Checkpoint は消失します。

■ dbed_vmclonedb

スナップショットを使ってデータベースをバックアップするには
◆

スナップショットボリュームを、テープやその他の適切なバックアップメディアにコピー
します。

クローンデータベースの作成（dbed_vmclonedb）
Veritas Storage Foundation では、スナップショットボリュームを使ってクローンデータ
ベースを作成することができます。プライマリデータベースのスナップショットを使ったク
ローンデータベースの作成は、あらかじめ定められた特定時点で実施することができま
す。その後は、意思決定支援の分析と報告を実施することができます。この操作では、
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データをクローンデータベースから取得し、プライマリデータベースからは取得しません。
このため、本番データベースに余分な負荷がかからなくなります。
また、クローンデータベースは、プライマリデータベースのバックアップとしても有効に機
能します。
p.195 の 「スナップショットボリュームを使ったデータベースのバックアップ
（dbed_vmclonedb）」 を参照してください。
また、スナップショットボリュームを使うことで、プライマリデータベースをテープにバックアッ
プすることもできます。
Database FlashSnap の再同期機能により、プライマリデータベースから取得した最新情
報を使ってクローンデータベースを素早く更新することができます。意思決定支援データ
の更新に要する時間を短縮することも、分析報告の生成頻度を高めることにつながりま
す。

Database FlashSnap によるデータベースのクローンの作成
同一ノード構成の場合は、dbed_vmclonedb コマンドを使うと、同一のホスト上でクローン
データベースが作成されます。また、このコマンドを使って、作成したクローンデータベー
スをシャットダウンし、そのファイルシステムをマウント解除することもできます。同一ノード
構成でクローンデータベースの作成やマウント解除を行う場合は、クローンデータベース
のファイルシステムがプライマリデータベースによって使われているマウントポイント以外
のマウントポイントを使うように、-r relocate_path を指定する必要があります。
dbed_vmclonedb コマンドを 2 台ノード構成で実行すると、スナップショットディスクグルー

プがインポートされ、スナップショットボリュームにファイルシステムがマウントされ、クロー
ンデータベースが起動します。また、このコマンドを使って前述の手順を逆から実行させ
ることもできます。その場合は、クローンデータベースのシャットダウン、ファイルシステム
のマウント解除、スナップショットディスクグループのデポートの順に行います。クローンオ
フホストを作成する場合は、-o SFDBvol=vol_name が必要となります。
警告: クローンデータベースを作成する場合は、もとのデータベースに含まれるすべての
Storage Checkpoint が破棄されます。
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前提条件

■

Oracle データベース管理者としてログインする必要があります。

dbed_vmclonedb コマンドを使うには、事前にスナッププランの検証、さ
らにスナップショットの作成が必要となります。
p.174 の 「データベーススナップショットの作成について」 を参照してくだ
さい。
p.186 の 「スナッププランの検証（dbed_vmchecksnap）」 を参照してくだ
さい。
p.192 の 「スナップショット（dbed_vmsnap）の作成」 を参照してください。
■ ボリュームスナップショットにデータベース全体を含む必要があります。
■

システム管理者は、データベース管理者に対し、必要なボリュームとマウ
ントポイントへのアクセスを許可する必要があります。
■ スナップショットイメージの初期マウントポイントを指定する -r
relocate_path オプションを使って dbed_vmclonedb コマンドを
使うには、事前にシステム管理者がマウントポイントを作成し、その所有
者を Oracle データベース管理者に変更しておく必要があります。
■ Oracle データベースは、必須アーカイブの記録先を少なくとも 1 つ保持
している必要があります。
■

使用上の留意点

■

dbed_vmclonedb コマンドは、セカンダリホストにおいて使えます。

同一ノード構成では、-r relocate_path が必要です。このコマンド
は、また、クローンデータベースの名前がプライマリデータベース名と異
なる場合にも必要となります。
■ 2 台ノードのクラスタ構成の場合は、SFDBvol=vol_name オプション
が必要です。
■ クローンデータベースの初期化パラメータは、プライマリデータベースか
らコピーされます。つまり、クローンデータベースは、プライマリデータベー
スと同じメモリやマシンリソースを継承することとなります。クローンデータ
ベースのメモリの必要条件を少なくしたい場合は、クローンデータベース
を一度シャットダウンした後、メモリの必要条件が少ない、別の init.ora
ファイルを使って再起動します。dbed_vmclonedb を実行するホスト
において、使えるメモリがほとんど残っていない場合は、クローンデータ
ベースを起動できずにクローン操作に失敗することがあります。
■ 詳しくは dbed_vmclonedb（1M）のマニュアルページを参照してくだ
さい。
■

メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。

201

202

第 6 章 Database FlashSnap によるバックアップとオフホスト処理
FlashSnap コマンド

データベースのマウントやリカバリを手動で行うには、次の手順を実行します。

1

クローンデータベースを起動してマウントし、手動でのデータベースリカバリを許可し
ます。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S ORACLE_SID -g snap_dg ¥
-o mountdb,new_sid=new_sid,server_name=svr_name -f SNAPPLAN ¥
[-H ORACLE_HOME] [-r relocate_path]

2

データベースを手動でリカバリします。

3

SFDB リポジトリにあるクローンデータベースについて、スナップショットのステータス
情報を更新します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -o update_status,¥
new_sid=new_sid,server_name=svr_name -f SNAPPLAN [-r relocate_path]

例: クローンデータベースを起動せずにファイルシステムをマウントする
この例では、クローンデータベースを起動せずにファイルシステムをマウントします。クロー
ンデータベースを使うには、事前に、クローンデータベースの作成とリカバリを手動で行う
必要があります。この例は、クローンデータベースとプライマリデータベースが同じホスト
上で作成されている場合を対象としたものです。
メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S PROD -g SNAP_PRODdg ¥
-o mountdb,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap1 -r /clone
dbed_vmclonedb started at 2006-03-02 15:34:41
Mounting /clone/prod_db on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_db.
Mounting /clone/prod_ar on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_ar.
All redo-log files found.
Altering instance_name paramter in initabc.ora.
Altering instance_number paramter in initabc.ora.
Altering thread paramter in initabc.ora.Starting automatic database recovery.
Database NEWPROD (SID=NEWPROD) is in recovery mode.
If the database NEWPROD is recovered manually, you must run
dbed_vmclonedb -o update_status to change the snapshot status.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-02 15:34:59

手動によるリカバリが完了したら、プライマリホスト上にあるクローンデータベースのステー
タス（database_recovered）を更新する必要があります。
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$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -o update_status,¥
new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap1 -r /clone
dbed_vmclonedb started at 2006-03-02 15:35:16
The snapshot status has been updated.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-02 15:35:42

例: クローンデータベースをリカバリせずにファイルシステムをマウントする
メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
この例では、クローンデータベースをリカバリせずにファイルシステムをマウントします。ク
ローンデータベースを使うには、事前に、クローンデータベースのリカバリを手動で行う必
要があります。この例は、クローンデータベースがセカンダリホスト上で作成されている場
合を対象としています。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S HOST2_SID -g SNAP_PRODdg ¥
-o mountdb,new_sid=NEWPROD,server_name=host2 -f snap2
dbed_vmclonedb started at 2006-03-09 23:26:50
Mounting /clone/arch on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_arch.
Mounting /clone/prod_db on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_db.
All redo-log files found.
Altering instance_name paramter in initabc.ora.
Altering instance_number paramter in initabc.ora.
Altering thread paramter in initabc.ora.
Starting automatic database recovery.
Database NEWPROD (SID=NEWPROD) is in recovery mode.
If the database NEWPROD is recovered manually, you must run
dbed_vmclonedb -o update_status to change the snapshot status.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-09 23:27:17

データベースは、手動でリカバリを行います。
手動によるリカバリを完了したら、セカンダリホスト上にあるクローンデータベースのスナッ
プショットのステータス（database_recovered）が更新されます。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -o update_status,¥new_sid=NEWPROD,server_nam
dbed_vmclonedb started at 2006-03-09 23:34:01
The snapshot status has been updated.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-09 23:34:35

データベースのクローンを自動で作成するには
◆

次のように dbed_vmclonedb コマンドを使います。
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$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S ORACLE_SID -g snap_dg ¥
-o recoverdb,new_sid=new_sid,server_name=svr_name -f SNAPPLAN ¥
[-H ORACLE_HOME] [-r relocate_path]

ここで、
ORACLE_SID

スナップショットの作成に使う Oracle インスタンスの名前を表してい
ます。

snap_dg

すべてのスナップショットボリュームを含むディスクグループの名前
を表しています。

new_sid

クローンデータベースの ORACLE_SID を指定します。

server_name

サーバー名を svr_name に指定します。

SNAPPLAN

スナッププランファイルの名前を表しています。

ORACLE_HOME

ORACLE_SID データベースに対する設定 ORACLE_HOME を表し
ています。

relocate_path

スナップショットイメージの初期マウントポイントの名前を表していま
す。

セカンダリホスト上でータベースのクローンを作成する場合は、スナッププランファイ
ルのパラメータ PRIMARY_HOST と SECONDARY_HOST の値が互いに異なるよ
うに設定します。
-o recoverdb オプションを dbed_vmclonedb とともに使うと、クローンデータベー

スは、使えるすべてのアーカイブログにより自動的にリカバリされます。-o recoverdb
オプションを使わない場合は、手動で PIT リカバリを実行できます。
次の例では、プライマリデータベースのクローンが、プライマリデータベースと同一の
ホスト上で自動的に作成されます。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S PROD -g SNAP_PRODdg ¥
-o recoverdb,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap1 -r /clone
dbed_vmclonedb started at 2006-03-02 14:42:10
Mounting /clone/prod_db on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_db.
Mounting /clone/prod_ar on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_ar.
All redo-log files found.
Altering instance_name paramter in initabc.ora.
Altering instance_number paramter in initabc.ora.
Altering thread paramter in initabc.ora.
Starting automatic database recovery.
Database NEWPROD (SID=NEWPROD) is running.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-02 14:43:05
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次の例では、プライマリデータベースのクローンが、セカンダリホスト上で自動的に作
成されます。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S PROD -g SNAP_PRODdg ¥
-o recoverdb,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap2
dbed_vmclonedb started at 2006-03-09 23:03:40
Mounting /clone/arch on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_arch.
Mounting /clone/prod_db on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_db.
All redo-log files found.
Altering instance_name paramter in initabc.ora.
Altering instance_number paramter in initabc.ora.
Altering thread paramter in initabc.ora.
Starting automatic database recovery.
Database NEWPROD (SID=NEWPROD) is running.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-09 23:04:50

クローンデータベースの停止とファイルシステムのマウント解除
クローンデータベースを使う処理を行っている場合は、dbed_vmclonedb -o umount コ
マンドを使って、クローンデータベースのシャットダウンと、すべてのスナップショットファイ
ルシステムのマウント解除を行うことができます。クローンデータベースが、プライマリホス
トとディスクを共有するセカンダリホスト上で使われている場合は、-o umount オプション
により、スナップショットディスクグループもデポートされます。
メモ: マウント中の Storage Checkpoint については、そのすべてをマウント解除してから
dbed_vmclonedb -o umount を実行します。
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クローンデータベースをシャットダウンし、すべてのスナップショットファイルシステムをマ
ウント解除するには
◆

次のように dbed_vmclonedb コマンドを使います。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -o umount,new_sid=new_sid,server_name=svr_name ¥
-f SNAPPLAN [-r relocate_path]

この例では、プライマリデータベースと同じホスト上のクローンに関して、クローンデー
タベースを停止し、ファイルシステムのマウントを解除します（同一ノード構成）。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -o umount,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name ¥
-f snap1 -r /clone
dbed_vmclonedb started at 2006-03-02 15:11:22
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-02 15:11:47

この例では、セカンダリホスト上にあるクローンについて、クローンデータベースの
シャットダウン、ファイルシステムのマウント解除、スナップショットディスクグループの
デポートを行います（2 台ノードのクラスタ構成）。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -o umount,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name ¥
-f snap2
dbed_vmclonedb started at 2006-03-09 23:09:21
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-09 23:09:50

クローンデータベースの再起動
dbed_vmclonedb -o umount を使ったか、またはシステムを再ブートしたためにクロー

ンデータベースが停止した場合は、-o restartdb オプションを使ってデータベースを
再起動できます。
メモ: このオプションは、クローンデータベースの作成が正常に行われた場合にのみ使う
ことができます。クローンデータベースのリカバリを手動で行った場合は、-o restartdb
より先に -o update_status を実行してステータスを更新します。
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クローンデータベースを起動するには
◆

次のように dbed_vmclonedb コマンドを使います。

$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S ORACLE_SID -g snap_dg ¥
-o restartdb,new_sid=new_sid,server_name=svr_name -f SNAPPLAN [-H ORACLE_HOME] ¥
[-r relocate_path]

この例では、プライマリデータベースと同じホスト上でクローンデータベースを再起動
します（同一ノード構成）。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S PROD -g SNAP_PRODdg ¥
-o restartdb,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap1 -r /clone
dbed_vmclonedb started at 2006-03-02 15:14:49
Mounting /clone/prod_db on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_db.
Mounting /clone/prod_ar on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_ar.
Oracle instance NEWPROD successfully started.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-02 15:15:19

この例では、セカンダリホスト上でクローンデータベースを再起動します（2 台ノード
のクラスタ構成）。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmclonedb -S PROD -g SNAP_PRODdg ¥
-o restartdb,new_sid=NEWPROD,server_name=svr_name -f snap2
dbed_vmclonedb started at 2006-03-09 23:03:40
Mounting /clone/arch on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_arch.
Mounting /clone/prod_db on /dev/vx/dsk/SNAP_PRODdg/SNAP_prod_db.
Oracle instance NEWPROD successfully started.
dbed_vmclonedb ended at 2006-03-09 23:04:50

Oracle 一時ファイルの再作成
一時ファイルがスナップショットボリューム上にある場合は、クローンデータベースを作成
し、開いたときに、一時ファイルは追加されます。データファイルと同一のファイルシステ
ム上に一時ファイルが含まれていなかった場合、dbed_vmsnap では、スナップショットに
基底のボリュームが含まれません。このような状況の場合には、dbed_vmclonedb により
警告メッセージが発行されるので、次の手順に従い、必要な一時ファイルをクローンデー
タベース上で再作成することができます。
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Oracle 一時ファイルを再作成するには

1

一時ファイルをデータファイルと同じファイルシステムに保存していない場合、
dbed_vmclonedb コマンドは次のような WARNING メッセージおよび INFO メッセー
ジを表示します。

WARNING: Not all tempfiles were included in snapshot for
$ORACLE_SID, there is no snapshot volume for
/clone_path/temp02.dbf.
WARNING: Could not recreate tempfiles for $ORACLE_SID due to
lack of free space.INFO: The sql script for adding tempfiles to $ORACLE_SID

$ORACLE_SID は、クローンデータベースの名前です。

2

Oracle 一時ファイルを再作成するために、add_tf.$ORACLE_SID.sql という名前
のスクリプトが /tmp ディレクトリに格納されています。このスクリプトには、消失した一
時ファイルを再作成することができる SQL*Plus コマンドが含まれています。

3

/tmp/add_tf.$ORACLE_SID.sql スクリプトのコピーを作成して開き、消失した一時
ファイルの一覧を表示します。
次に、add_tf.$ORACLE_SID.sql スクリプトの例を示します。
$ cat /tmp/add_tf.$ORACLE_SID.sql
-- Commands to add tempfiles to temporary tablespaces.
-- Online tempfiles have complete space information.
-- Other tempfiles may require adjustment.
ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE
'/clone_path/temp01.dbf'
SIZE 4194304 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 1048576 MAXSIZE 33554432 ;
ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE
'/clone_path/temp02.dbf' REUSE;
ALTER DATABASE TEMPFILE '/clone_path2/temp02.dbf'
OFFLINE;

4

一時ファイルを再作成する必要性の有無を判断します。一時ファイルを再作成する
場合は、次の手順に進みます。

5

add_tf.$ORACLE_SID.sql ファイルで、必要に応じて一時ファイルのサイズおよびデ
フォルトのパス名を編集し、データベースストレージで設定したクローンボリュームに
保存します。
警告: このスクリプトは、必ず編集を行ってから実行してください。未編集の状態で
は、パス名が無かったり、指定したマウントポイントに十分な空き領域が割り当てられ
ていないことがあるからです。
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6

add_tf.$ORACLE_SID.sql スクリプトを変更した後で、クローンデータベースに対

して実行します。

7

スクリプトが正常に実行されたら、そのスクリプトは削除してもかまいません。

スナップショットとデータベースの再同期
クローンデータベースをすでに使い終わったときや更新したいときは、クローンデータベー
スをもとのデータベースと再同期化させることができます。これは、スナップショットボリュー
ムの更新、または、分割したスナップショットイメージの現在のデータベースイメージへの
マージとも呼ばれます。再同期した後でも、バックアップや意思決定支援を行うためにス
ナップショットを再度作成することができます。
1 つのボリュームでデータを再同期化させる方法には、次があります。
■

もとのボリュームからのスナップショットの再同期化。この手順については、この項で説
明します。

もとのボリュームからスナップショットを再同期化できます。
前提条件

■

Oracle データベース管理者としてログインする必要があります。

■

スナップショットイメージの再同期前に、スナッププランの検証とスナップ
ショットの作成が必要となります。
p.174 の 「データベーススナップショットの作成について」 を参照してくだ
さい。
p.186 の 「スナッププランの検証（dbed_vmchecksnap）」 を参照してくだ
さい。
p.192 の 「スナップショット（dbed_vmsnap）の作成」 を参照してください。

クローンデータベースを作成した場合は、dbed_vmclonedb -o
umount コマンドを使って、クローンデータベースのシャットダウンとファ
イルシステムのマウント解除を行います。プライマリホストとセカンダリホス
トが異なる場合は、このコマンドを使ってディスクグループをデポートす
ることもできます。
p.205 の 「クローンデータベースの停止とファイルシステムのマウント解
除」 を参照してください。
■ Oracle データベースは、必須アーカイブの記録先を少なくとも 1 つ保持
している必要があります。
■
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使用上の留意点

dbed_vmsnap コマンドを実行できるのは、プライマリホストに限られま
す。
■ 2 台ホスト構成では、dbed_vmsnap コマンドによって、セカンダリホスト
からデポートされたディスクグループがインポートされ、そのディスクグ
ループがもとのディスクグループに結合されます。スナップショットボリュー
ムは、再びもとのボリュームのプレックスとなります。その後、スナップショッ
トが再同期化されます。
■ 詳細については、dbed_vmsnap（1M）のマニュアル ページを参照して
ください。
■

メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。
スナップショットイメージを再同期化させるには
◆

次のように dbed_vmsnap コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S ORACLE_SID -f SNAPPLAN -o resync

この例では、スナップショットイメージがプライマリデータベースと再同期処理を行い
ます。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S PROD -f snap1 -o resync
dbed_vmsnap started at 2006-03-02 16:19:05
The option resync has been completed.
dbed_vmsnap ended at 2006-03-02 16:19:26

これで、再びスナップショットの作成を開始できるようになりました。

スナップショットボリュームの削除
スナップショットボリュームが不要となった場合は、そのスナップショットボリュームを削除
し、vxedit rm コマンドを使って他の用途のためにディスク領域を開放します。
前提条件

■

スーパーユーザーとしてログインする必要があります。

■

ボリュームが、マウントされているファイルシステム上にある場合は、ファ
イルシステムをマウント解除してからボリュームを削除します。

スナッププランとスナップショットボリュームを削除するには

1

スナップショットを削除して使用済みのストレージを開放します。
■

スナップショットが作成されていない場合、次のようにスナップショットを削除しま
す。
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# vxsnap -g diskgroup dis snapshot_volume
# vxvol -g diskgroup stop snapshot_volume
# vxedit -g diskgroup -rf rm snapshot_volume
■

スナップショットを作成しておらず、スナップショットプレックス（ミラー）が存在する
場合は、次のようにスナップショットを作成します。
# vxsnap -g diskgroup rmmir volume

2

DCO と DCO ボリュームを次のように削除します。
# vxsnap -g diskgroup unprepare volume

3

スナッププランを削除します。
# /opt/VRTS/bin/dbed_vmchecksnap -S PROD -f snapplan -o remove

たとえば、次のコマンドを使うと、スナップショットボリュームがディスクグループ
PRODdg から削除されます。
# vxsnap -g PRODdg dis snap_v1
# vxvol -g PRODdg stop snap_v1
# vxedit -g PRODdg -rf rm snap_v1
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7
データベース DST（Dynamic
Storage Tiering）の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）について

■

DST ポリシーの管理

■

データベース DST の設定

■

データベース環境でのエクステント分散

■

データベース DST レポートの実行

■

Oracle でデータベース DST 使用例

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）について
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）は、データ使用上の必要条件に基づい
てデータストレージの一致処理を行います。データの一致処理が終了すると、データの
使用上の必要条件と、データベース管理者（DBA）により定義された他の要件に応じてこ
のデータが再配置されます。
時間の経過とともに保持されるデータが増えるにつれ、一部のデータはしだいに使用頻
度が低くなっていきます。使用頻度が低くても、データを保持するには多くのディスク領
域が必要です。DST を使うと、データベース管理者が、使用頻度の低いデータをより低
速で安価なディスクに移動してデータを管理できるようになります。また、DST では、頻繁
に利用されるデータをより高速のディスクに保持してすばやく検索できるようにすることも
可能です。
ストレージの階層化は、複数のタイプのデータを様々なストレージに割り当てることで、パ
フォーマンスを高速化し、経費を削減する方法です。DST では、特定の層を構成するディ
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スクを指定するには、ストレージクラスを使います。ストレージクラスの定義方法には、一
般的に 2 つの方法があります。
■

処理効率またはストレージが要求されるクラス: 最も使用頻度が高いクラスは、高速で
高価なディスクとなります。必要なくなったデータは定期的に、低速で安価なディスク
で構成される別のクラスに移動させることができます。

■

耐障害性を備えたクラス: 各クラスは、非ミラーボリューム、ミラーボリューム、n-way ミ
ラーボリュームで構成されています。
たとえば、通常データベースはデータ、インデックス、ログで構成されます。データは
重要であるため、3 方向のミラーで設定できます。インデックスは重要ですが再作成
が可能なため、2 方向のミラーで設定できます。ログは毎日必要ではないので、ミラー
化なしで設定することもできます。

DST ポリシーでは、初期のファイルの場所と、既存ファイルが再配置される環境を制御し
ます。これらの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。
事前設定ポリシーに加え、必要に応じて、DST で高速または低速のストレージにファイル
を手動で移動できます。また、有効なポリシーの一覧表示、ファイル状態の表示、ボリュー
ムの使用状況の表示、ファイルの統計情報の表示などを行うレポートを実行できます。

データベース DST の基本要素
データベース DST を使うには、次の機能でストレージを管理している必要があります。
■

VxFS MVS ファイルシステム

■

VxVM ボリュームセット

■

ボリュームタグ

■

DST ポリシー

VxFS MVS ファイルシステムについて
MVS ファイルシステムは、2 つ以上の仮想ボリュームを占有するファイルシステムです。
ボリュームの集合はボリュームセットと呼ばれ、1 つの Veritas Volume Manager（VxVM）
ディスクグループに属するディスクまたはディスクアレイ LUN で構成されます。MVS ファ
イルシステムは、単一の名前空間を示し、これによって複数のボリュームの存在がユー
ザーとアプリケーションに透過的になります。各ボリュームは管理者用に個別の ID 情報
を維持し、これによって各ファイルが配置される場所を制御できます。この機能は、次の
要件を満たすファイルシステムでのみ利用できます。
■

ディスクグループのバージョンが 140 以上。

■

ファイルシステムのバージョンが 7 以上。
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既存の VxFS ファイルシステム を VxFS MVS ファイルシステムに変換するには、単一ボ
リュームをボリュームセットに変換する必要があります。p.224 の 「VxFS ファイルシステム
から VxFS MVS ファイルシステムへの変換」 を参照してください。
VxFS ボリュームを管理するには、VxFS ボリューム管理ユーティリティ（fsvoladm ユー
ティリティ）が使えます。fsvoladm ユーティリティは、指定の Veritas File System へのボ
リュームの追加、削除、サイズ変更、カプセル化、フラグ設定、フラグ消去、フラグ問い合
わせといった様々な管理作業を行います。
このユーティティの詳細については、fsvoladm（1M）のマニュアルページを参照してくだ
さい。

VxVM ボリュームセットについて
ボリュームセット - 複数のボリュームを 1 つの論理オブジェクトで表すことができます。ボ
リュームセットを空にすることはできません。下位のボリュームとの間のすべての I/O 処理
は、ボリュームセットの I/O インターフェースを経由して実行されます。ボリュームセット機
能は、Veritas File System（VxFS）のマルチボリューム拡張機能をサポートします。この
機能により、ファイルシステムで、下位のボリュームの処理効率や可用性などの様々な特
性を最大限に活用することができます。たとえば、ファイルシステムメタデータをより冗長
性の高いボリュームに格納したり、ユーザーデータをより処理効率の高いボリュームに格
納したりできます。

ボリュームタグについて
ボリュームタグをボリュームに関連付けることによって、配置クラスの VxVM ボリューム部
分を作成します。ファイルを配置する目的で、VxFS は配置クラスのボリュームをすべて
同等に扱い、ボリューム間に領域割り当てを分散します。ボリュームには、2 つ以上のタ
グを関連付けることができます。ボリュームに複数のタグを関連付けた場合、そのボリュー
ムは複数の配置クラスに属し、いずれかの配置クラスに関連する割り当てポリシーと再配
置ポリシーの影響を受けます。
警告: 複数のタグ付けは慎重に行ってください。
配置クラスは、MVS ファイルシステムのボリュームセットに存在する特定のボリュームの
DST（Dynamic Storage Tiering）属性です。この属性は文字列で、ボリュームタグと呼
ばれます。

DST ポリシーについて
DST（Dynamic Storage Tiering）では、VxFS MVS ファイルシステムの管理者は、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ます。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
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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。

高可用性（HA）環境での データベース DST
Veritas Cluster Server には、ボリュームセット用の付属エージェントが用意されていま
せん。ボリュームまたはボリュームセットに問題が起きた場合、その問題は DiskGroup リ
ソースと Mount リソースレベルでのみ検出できます。
DiskGroup エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）ディスクグループをオ
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。このエージェントでは
VxVM コマンドを使います。StartVolumes 属性と StopVolumes 属性の値が両方とも
1 の場合、DiskGroup エージェントは、ディスクグループのインポート操作とデポート操
作中、ボリュームをオンライン状態にしたり、オフライン状態にしたりします。ボリュームセッ
トを使っている場合、そのボリュームセットを含んでいる DiskGroup リソースの
StartVolumes 属性と StopVolumes 属性の値を 1 に設定します。そのボリュームセット
にファイルシステムを作成する場合、Mount リソースを使ってボリュームセットをマウントし
ます。
Mount エージェントは、ファイルシステムまたは NFS クライアント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。
高可用性（HA）環境でデータベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドを使う場
合は、クラスタ内の各システムの時刻を同期させる必要があります。同期しない場合、サー
ビスグループのフェールオーバー後、スケジュール設定されたタスクが設定時刻に実行
されないことがあります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してくださ
い。

DST ポリシーの管理
手動でファイルまたは表領域を再配置するか、事前設定された DST（Dynamic Storage
Tiering）ポリシーを使うことができます。
メモ: 次の手順では、Oracle データベース管理者としてコマンドを実行する必要がありま
す。

ファイルの再配置
表 7-1 に、dbdst_file_move コマンドのオプションを示します。
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表 7-1

dbdst_file_move コマンドオプション

コマンドオプション

説明

-o archive[n] | flashback

移動するアーカイブログまたは Flashback ログ
を指定します。このオプションと -f オプションを
同時に使わないでください。

-o external | datafile

外部ファイルまたはデータファイルを移動するか
どうかを指定します。このオプションは -f オプショ
ンとともに使います。

-f listfile

移動するファイルまたはディレクトリのリストを含
んでいるリストファイルを指定します。

-c class [:days]

ファイルの移動先ストレージクラスを指定します。
days オプションを使った場合、指定した日数の
間にアクセスされなかったファイルがそのクラス
に移動します。-o datafile オプションを使ってい
る場合、days を指定しないでください。

-R

指定したオブジェクトのポリシーを削除します。

ファイルを再配置する前に、次の情報を確認してください。
使用上の留意点

■

複数のパーティションが同じ表領域に存在
することはできません。

ファイルを再配置するには
■

次のように、dbdst_file_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_file_move -S $ORACLE_SID -o datafile ¥
-f listfile -c storage_class:days [-c storage_class:days]

表領域の再配置
dbdst_tbs_move コマンドを使って、表領域を目的のストレージクラスに移動します。この

コマンドは、SFDB リポジトリで表領域ファイル名をクエリーし、ユーザーの当面の必要条
件に基づいて 1 回のみ移動を実行します。
表領域を再配置するには
◆

次のように、dbdst_tbs_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_tbs_move -S $ORACLE_SID -t tablespace ¥
-c class

217

218

第 7 章 データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の使用
DST ポリシーの管理

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ tablespace
■ class

には移動する表領域を指定します。

には、表領域の移動先クラスを指定します。

テーブルパーティションの再配置
dbdst_partition_move を使って、テーブルパーティションを移動します。このコマンド

は、テーブルとパーティションの名前を検証するために、データベースをクエリーします。
この情報から、データファイルのリストが導出され、目的のクラスへのファイル移動が 1 回
のみ実行されます。
テーブルパーティションを再配置する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

dbdst_partition_move コマンドを実行するとき、データベー
スは起動している必要があります。

テーブルパーティションを再配置するには
◆

次のように、dbdst_partition_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_partition_move -S $ORACLE_SID -T table_name ¥
-p partition_name -c class

このコマンドについての説明は、次のとおりです。
■ -T

は、テーブル名を示します。

■ -p

は、パーティション名を示します。

■ -c

は、テーブルパーティションの移動先のクラスを示します。

たとえば、SALES テーブルの SALES_Q1 パーティションをストレージクラス SLOW に移
動する場合、次のように dbdst_partition_move を使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_partition_move -S $ORACLE_SID -T SALES ¥
-p SALES_Q1 -c SLOW

事前設定ポリシーの使用
dbdst_preset_policy コマンドを使って、ファイルを作成する前にファイル名のパター

ンに基づいてポリシーを設定します。
表 7-2 に、事前定義ポリシーコマンドのオプションを示します。
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表 7-2
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dbdst_preset_policy コマンドオプション

コマンドオプション

説明

-d directory

配置ポリシーを適用するディレクトリを指定します。

-e

指定したディレクトリのファイルシステムを実施します。このオプ
ションは、前の実施で起きたエラーが訂正され、再び実施される
必要がある場合に使います。

-R

このディレクトリに関連するパターンに基づく配置ポリシーをすべ
て削除します。

-l

指定したディレクトリに設定されている既存のファイル配置を一覧
表示します。

-P pattern_spec

ファイルパターンとクラス割り当てを指定します。このオプションを
指定した場合、ファイルは作成されるとすぐに、目的のクラスに自
動的に配置されます。既存のファイルと新しく作成されたファイル
はすぐに指定したクラスに移動します。

-f pattern file

特定のクラスとパターンを含むファイルを指定します。このパター
ンを含む新しいファイルは、そのクラスにすぐに配置されます。既
存のファイルも同様に配置されます。

-E

dbdst_admin コマンドで指定する sweeptime など、後でスケ
ジュール設定する 1 回のみの移動で、既存のファイルを指定し
たクラスに移動することを指定します。

事前設定ポリシーを作成するには
◆

次のように、dbdst_preset_policy コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_preset_policy -S $ORACLE_SID -d directory ¥
-P pattern_spec

データベース DST の設定
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を使うには、次の必要条件を満たす必
要があります。
■

Oracle データベースが起動し、すでに稼働している必要があります。

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドは、Oracle データベース管
理者のみが実行することができます。

Database DST（Dynamic Storage Tiering）を使うには、次の作業を実行する必要があ
ります。
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■

データベース DST コマンドの必要条件を確認する。

■

データベースパラメータを定義する。

■

ストレージクラスを設定する。

■

データベース DST で使うために既存の VxFS データベースファイルシステムを VxFS
MVS ファイルシステムに変換する。

■

ボリュームを分類し、タグが下位のディスクの品質を示すようにボリュームにタグを付
ける。

■

各クラスの空き領域を表示する。

■

必要に応じてボリュームを追加または削除する。

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドの必要条件
データベースのパラメータを定義するには、事前に次のコマンドの必要条件を確認しま
す。
■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドを実行するには、事前に必
ず dbed_update コマンドを実行しておく必要があります。データベースファイルを変
更する場合もこの dbed_update コマンドを実行します。
Database DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドでは、リポジトリからデータベー
スの情報を取得するので、リポジトリは最新の情報に維持しておく必要があります。

■

次のように、LD_LIBRARY_PATH 環境変数を定義します。
Solaris SPARC システムの場合
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/VRTSdbms3/lib; ¥
export LD_LIBRARY_PATH

Solaris x64 システムの場合
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/VRTSdbms3/lib32; ¥
export LD_LIBRARY_PATH
■

高可用性（HA）環境でデータベース DST（Dynamic Storage Tiering）コマンドを使
う場合は、クラスタ内の各システムの時刻を同期させる必要があります。

■

ファイルシステムボリュームと同じディスクグループの MVS ファイルシステムに追加す
るボリュームを作成します。root ユーザーで次のコマンドを使って各ボリュームの所
有者を変更します。
# /opt/VRTS/bin/vxedit -g disk_group ¥
set user=oracle volume

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を Oracle データベース管理者に割
り当てるマウントポイントにおいて、その所有者を変更します。
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データベースパラメータの定義
データベース全体のパラメータを定義するには、dbdst_admin コマンドを実行します。こ
のコマンドを少なくとも 1 回実行して、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
のデータベースパラメータを定義する必要があります。PRIMARY、SECONDARY、
BALANCE の 3 つの事前定義済みストレージクラスが作成されます。パラメータ値は、
SFDB リポジトリに格納されます。
maxclass、minclass、statinterval、sweeptime、sweepinterval、purgetime、
purgeinterval のパラメータの内、少なくとも 1 つを設定してデフォルト値を有効にしてく
ださい。少なくとも 1 つのクラスを追加してデフォルトクラスを有効にします。
表 7-3 に、dbdst_admin コマンドのオプションを一覧表示します。
表 7-3

dbdst_admin コマンドオプション

コマンドオプション

説明

-S $ORACLE_SID

ORACLE_SID を指定します。これは、Oracle インスタンスの名
前です。

list

データベースのすべてのデータベース DST パラメータ（クラス
名、説明など）を一覧表示します。
このオプションは、他のオプションと一緒に使わないでください。

maxclass=

データベースに許可されるストレージクラスの最大数を指定しま
す。デフォルト値は 4 です。

minclass=

データベースに許可されるストレージクラスの最小数を指定しま
す。デフォルト値は 2 です。

sweepinterval=

ファイルを再配置するためにファイルをスイープする間隔を指定
します。
デフォルト値は 1 です。この場合、1 日に 1 回実行されます。こ
の値を 0 に設定した場合、すべてのスケジュール設定済みスイー
プタスクのスケジュールは解除されます。

sweeptime=

ファイルのスイープを 1 日に 1 度実行する時刻を指定します。
この値は、24 時間単位で入力し、時間、分の順で指定してくだ
さい。たとえば、午前 8 時 30 分の場合、8：30、22:00:00 時の場
合、22:00:00 と入力します。デフォルト値は 22:00:00 です。

statinterval=

ファイル統計を収集する間隔（分）を指定します。
デフォルト値は 30 です。この場合、30 分間隔で実行されます。
この値を 0 に設定した場合、すべてのスケジュール設定済みタ
スクのスケジュールは解除されます。
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コマンドオプション

説明

purgeinterval=

リポジトリのファイル統計が集計され、パージされるまでの日数を
指定します。
デフォルト値は 30 です。パージ間隔を早めに設定することをお
勧めします。デフォルト値の場合、最初の 30 日間が過ぎるまで
統計を表示することができません。

purgetime=

ファイルのパージを 1 日に 1 度実行する時刻を指定します。
この値は、24 時間単位で入力し、時間、分の順で指定してくだ
さい。たとえば、午前 8 時 30 分の場合、8：30、午後 8 時の場
合、20:00 と入力します。デフォルト値は 20:00 です。

addclass=

このパラメータを使うと、クラスをデータベースに追加できます。
情報は、class:"description" の形で入力してください。class に
クラス名、description に、クラスを説明するための最大 64 文字
の文字列（二重引用符で囲む）を入力します。

rmclass=

このパラメータを使うと、クラスをデータベースから削除できます。
データベースに表示されるとおりにクラス名を入力します。

メモ: 特定のデフォルト値を変更しない場合、dbdst_admin コマンドを実行するときに変
更しないパラメータを省略できます。入力する必要があるパラメータは、値を変更するパ
ラメータのみです。

データベースパラメータを定義するには
■

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID -o list,maxclass=number,¥
minclass=number,sweepinterval=interval,sweeptime=hh:mm,¥
statinterval=interval,purgeinterval=interval,purgetime=hh:mm,¥
addclass=class:"description",rmclass=class

たとえば、tier1 というクラスをデータベース PROD に追加し、そのパージ間隔を 1（つま
り、1 日分のファイル統計が収集され、その後集計、パージされる）に設定するには、
dbdst_admin コマンドを次のように使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S PROD -o addclass=tier1:"Fast Storage",¥
purgeinterval=1
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ストレージクラスの設定
データベースパラメータを定義すると、3 つの事前定義済みストレージクラスが作成され
ます。ユーザーの必要条件に応じてストレージクラスを追加または削除する必要がありま
す。

ストレージクラスの追加
デフォルトのストレージクラス以外に、ストレージクラスを追加してデータの管理を向上す
ることができます。
ストレージクラスを追加する前に、次の情報を確認してください。
■

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID -o addclass=class:¥
"description"

たとえば、「FAST」というストレージクラスを EMC アレイに作成する場合、次のように
dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID -o addclass=FAST:¥
"fast EMC array"

ストレージクラスの削除
特定のストレージクラスが不要になった場合、そのクラスを削除できます。
メモ: 事前定義済みストレージクラス（PRIMARY、SECONDARY、BALANCE）は削除で
きません。
ストレージクラスを削除する前に、次の情報を確認してください。
■

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID rmclass=class

たとえば、「SLOW」というストレージクラスを削除する場合、次のように dbdst_admin コマ
ンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID rmclass=SLOW

ストレージクラスの表示
dbdst_admin コマンドを使って、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）プロパ
ティとストレージクラスのリストを表示できます。
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ストレージクラスを表示する前に、次の情報を確認してください。
■

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID -o list

VxFS ファイルシステムから VxFS MVS ファイルシステムへの変換
既存の VxFS ファイルシステム を VxFS MVS ファイルシステムに変換するには、単一ボ
リュームをボリュームセットに変換する必要があります。

単一ボリュームのボリュームセットへの変換
dbdst_convert コマンドを使ってボリュームセットに変換するとき、もとのボリュームの名

前は、新しいボリューム名に変更されます。マウントデバイス名は、新しいボリュームセット
名になります。マウントデバイス名を使って新しいボリュームセット名を作成することによっ
て、複数の場所でマウントデバイスの名前を変更する必要がなくなります。
ボリュームセットに変換する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
前提条件

■

Db データベースは、非アクティブになっていると同時にダウ
ンしている必要があります。
■ 少なくとも 1 つの追加ボリュームを作成してください。

使用上の留意点

■

データベース DST（Dynamic Storage Tiering）を実装する
単一ボリュームのファイルシステムを変換する必要があります。
■ dbdst_convert コマンドの実行時にファイルシステムをマ
ウント解除する必要があります。
■ ファイルシステムに n 個のボリュームがある場合、1 から n - 1
のボリュームはストレージクラス「PRIMARY」に配置され、ボ
リューム n はストレージクラス「SECONDARY」に配置されま
す。
■ 変換実行時に指定したボリュームは、マウントデバイスと同じ
ディスクグループに属している必要があります。

単一ボリュームデバイスからのマウントデバイスをボリュームセットに変換するには

1

次のように、dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -S $ORACLE_SID -M mount_device -v ¥
volume_name,volume_name

2

データベースオブジェクトをオンライン状態にします。
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たとえば、ボリュームベースの oradata ファイルシステムをマウントデバイス
/dev/vx/dsk/oradg/oradata 上でデータベース DST 対応のボリュームセットファイ
ルシステムに変換する場合、次のように dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -S PROD -M /dev/vx/dsk/oradg/oradata -v ¥
new_vol1,new_vol2

変換すると、3 つのボリューム（oradata_b4vset、new_vol1、new_vol2）を含む
oradata というボリュームセットが生成されます。ファイルシステムには、PRIMARY
と SECONDARY という 2 つのストレージクラスが生成されます。ボリュームは次のよ
うに割り当てられます。
■

PRIMARY ストレージクラスには、ボリューム oradata_b4vset と new_vol1 が配
置されます。

■

SECONDARY ストレージクラスには、new_vol2 が配置されます。

ボリュームのストレージクラスへの分類
DST ポリシーを作成する前、またはデータを手動で移動する前に、クラスをボリュームに
割り当てます。
クラスをボリュームに割り当てる前に、次の情報を確認してください。
使用上の留意点

VxFS ファイルシステムを MVS ファイルシステムに変換して
おく必要があります。
■ クラスをボリュームに割り当てる前に、dbdst_admin コマン
ドを使ってストレージクラスを登録する必要があります。
■ データベースはオンラインとオフラインのどちらの状態でもか
まいません。
■

ボリュームを分類するには
■

次のように、dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -S $ORACLE_SID -M mount_device ¥
-v volume_name:class[,volume_name:class]

たとえば、「FAST」というクラスをボリューム new_vol1 に割り当てる場合、次のように
dbdst_classify コマンドを使います。

$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -S $ORACLE_SID -M /dev/vx/dsk/oradg/oradata ¥
-v new_vol1:FAST
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ストレージクラスの空き領域の表示
ストレージクラスの空き領域、クラス情報、ボリューム情報を確認するには、dbdst_show_fs
コマンドを使います。
表 7-4 に、dbdst_show_fs コマンドのオプションを示します。
表 7-4

dbdst_show_fs コマンドオプション

コマンドオプション

説明

-S $ORACLE_SID

ORACLE_SID を指定します。これは、Oracle インスタンスの名
前です。

-o volume

各クラスのボリューム上の空き領域を表示します。

-m

マウントポイントを指定します。

ストレージクラスの空き領域を表示する前に、次の情報を確認してください。
前提条件

■

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。

■

dbdst_show_sf（1M）のマニュアルページを参照してくだ
さい。

ストレージクラスの空き領域を表示するには
■

次のように、dbdst_show_fs コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_show_fs -S $ORACLE_SID -o volume ¥
-m mount_point

ストレージクラスへの新しいボリュームの追加
dbdst_addvol コマンドを使って、ボリュームをボリュームセットに追加します。

ボリュームを追加する前に、次の情報を確認してください。
使用上の留意点

ボリュームをストレージクラスに追加するとき、データベースは
停止している必要があります。
■ データベースファイルシステムをマウントする必要があります。
■

ボリュームセットにボリュームを追加するには
■

次のように、dbdst_addvol コマンドを使います。
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$ /opt/VRTS/bin/dbdst_addvol -S $ORACLE_SID -M mount_device ¥
-v volume_name:class[,volume_name:class]

ストレージクラスからのボリュームの削除
必要に応じて、ボリュームセットからボリュームを削除できます。ボリュームを削除するに
は、dbdst_rmvol コマンドを使います。
ボリュームを削除する前に、次の情報を確認してください。
使用上の留意点

ストレージクラスからボリュームを削除するとき、データベース
は停止している必要があります。
■ ファイルシステムのデータを含んでいないボリュームのみを削
除できます。
■

ボリュームセットからボリュームを削除するには
次のように、dbdst_rmvol コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_rmvol -S $ORACLE_SID -M mount_device ¥
-v volume_name[,volume_name]

データベース環境でのエクステント分散
データベース環境でパフォーマンスを向上させるには、通常、複数のディスクにストライプ
化されたボリュームを使います。ファイルシステムに格納されるデータの量は徐々に増加
するため、新しいディスクの形で別の領域を追加する必要があります。
領域を増加する場合、vxrelayout コマンドを実行してボリュームの再レイアウトを実行
できます。ただし、大容量ボリュームを 4 台にストライプ化されたボリュームから 6 台にス
トライプ化されたボリュームに変更する場合、古いブロック情報を一時領域に移動し、そ
のブロックを一時領域から新しいボリュームに書き込む必要があります。これには、長時
間の処理が必要です。この問題を解決するために、Veritas Storage Foundation for
Db には EBFS というエクステント分散ファイルシステムがあります。
エクステント分散ファイルシステムは、個々のボリュームが個々のディスクをまたがってス
トライプ化されていないマルチボリュームファイルシステムに作成されます。データの可用
性を高めるために、この個々のボリュームをミラー化できます。EBFS 上のファイルシステ
ムには、分散ポリシーと呼ばれる特別な配置ポリシーがあります。分散ポリシーが適用さ
れると、すべてのファイルが小さい「チャンク」に分割され、隣接するチャンクが別のボリュー
ム上に配置されるようにチャンクがボリュームに配置されます。デフォルトのチャンクサイ
ズは 1 MB ですが、この値は変更可能です。各ファイルには利用可能なすべてのボリュー
ム上のチャンクが入っているため、EBFS とボリュームセットを構成する個々のボリューム
は、サイズとアクセスプロパティが同じである必要があります。
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この方法でファイルシステムを設定することによって、ボリュームをストライプ化するときと
同じメリットが得られます。
メモ: 既存のファイルシステムを EBFS ファイルシステムに変換することはできません。

エクステント分散ファイルシステム
ユーザーは、割り当てポリシーに対して、順次割り当てやファイルまたはファイルシステム
の「チャンク」サイズへの分割を行って負荷が分散されるように定義できますが、これは分
散エクステントと呼ばれています。チャンクサイズは、この割り当てポリシーによってファイ
ルまたはファイルシステムに包含可能な任意のエクステントの最大サイズです。チャンク
サイズは、負荷分散順序を持つ割り当てポリシーに対してのみ指定できます。
エクステント分散ポリシーは、負荷割り当て順序とゼロ以外のチャンクサイズを指定しま
す。負荷分散の順序により、ポリシーで指定された割り当てがボリューム内で無作為に行
われ、各割り当ての最大サイズが指定のチャンクサイズと同じサイズに制限されます。
エクステント分散は、ポリシーの各ボリュームができるだけ均等に使われるようにエクステ
ント割り当てを再分散するなど、ポリシーの実行方法にも拡大適用されます。次のような
場合にポリシーが実行されます。
■

ポリシーに新規ボリュームを追加したときに、ファイルに関連付けられているエクステ
ントで、新規ボリュームを含むすべてのボリュームを通じたファイルの再分散が必要な
場合。

■

ボリュームセットまたはポリシーからボリュームを削除したときに、削除されたボリュー
ムに常駐するファイルのエクステントをポリシーの他のボリュームに移動させる必要が
ある場合。

■

エクステント分散ポリシーがファイルに割り当てられていて、ポリシーに定義されてい
るチャンクサイズ要件を満たすために、そのエクステントを再編成する必要がある場
合。

エクステント分散ポリシーは、ポリシーに定義されているボリューム内のファイルに属する
データエクステントの分散を図るためのものです。ただし、メタデータについては、エクス
テント分散ポリシーの割り当てで課される制約はありません。
メモ: 固定エクステントサイズがチャンクサイズ未満の場合、そのエクステントサイズは固定
エクステントサイズを乗算した最大サイズが上限とされ、これはチャンクサイズ未満です。
固定エクステントサイズがチャンクサイズより大きい場合、そのエクステントサイズは固定
エクステントサイズになります。
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エクステント分散ファイルシステムの作成
すべての MultiVolume File System（MVFS）は、ストレージ層でクラスに関連付けられ
たチャンクサイズがある場合は、エクステント分散ファイルシステムにできます。
dbdst_admin コマンドを使うと、クラスにチャンクサイズを定義できます。
たとえば、次の dbdst_admin コマンドは、gold と silver のストレージクラスのチャンク
サイズを定義します。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID -o definechunk gold:256K
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S $ORACLE_SID -o definechunk silver:128K

上記のコマンドにより、ストレージクラス gold はエクステント分散されます。
チャンクサイズが一度ストレージ層に定義されると、あらゆる MVFS をこのストレージ層に
分類できます。
たとえば、ボリュームセット /dev/vx/dsk/oradg/ora_vset にファイルシステム /oradata
が作成され、ここにデータベースのデータファイルが含まれるとします。また、このデータ
ファイルの名前には拡張子 *.dbf が付いているものとします。この MVFS にストレージク
ラスを定義するには、次のように dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify

-S $ORACLE_SID -M /dev/vx/dsk/oradg/ora_vset -v ¥

vol1:GOLD,vol2:GOLD,vol3:GOLD

MVFS には多数のストレージ層があり、各層のチャンクサイズは異なる場合があることに
注意してください。たとえば、上記の例と同じ MVFS で、dbdst_classify コマンドを使っ
てもう一つのストレージ層を定義できます。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify

-S $ORACLE_SID -M /dev/vx/dsk/oradg/ora_vset -v ¥

vol4:silver,vol5:silver

この時点で、MVFS /oradata にある 2 つのストレージ層は、それぞれのチャンクサイズ
が異なっています。実際のエクステント分散を作成するには、DST ポリシーを割り当て、
実施する必要があります。
ポリシーを定義して実施するには、次のように、 dbdst_preset_policy コマンドが使
えます。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_preset_policy -S $ORACLE_SID -d /oradata -P GOLD=*.dbf,SILVER=*.inx

上記の例では、DST ポリシーが作成され、このポリシーは /oradata に割り当てられ、ポ
リシーが実施されます。*.dbf 形式のすべてのデータファイルは、チャンクサイズ 256K で
GOLD 層にエクステント分散され、*.inx 形式のすべて索引ファイルはチャンクサイズ
128K で SILVER 層にエクステント分散されます。
/oradata MVFS の領域使用率を確認するには、dbdst_show_fs コマンドを使います。
たとえば、次のようになります。

230

第 7 章 データベース DST（Dynamic Storage Tiering）の使用
データベース DST レポートの実行

$ /opt/VRTS/bin/dbdst_show_fs -S $ORACLE_SID -m /oradata

GOLD 層または SILVER 層でさらに領域が必要な場合、該当するストレージ層に、
dbdst_addvol コマンドで新規ボリュームを追加することで領域を追加できます。たとえ
ば、次のようになります。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_addvol -S $ORACLE_SID -M /dev/vx/dsk/oradg/ora_vset

-v vol7:GOLD

新規ボリュームが追加されると、その直後に DST ポリシーが実施され、新規ボリューム上
でのエクステント分散も行われます。この様子を確認するには、dbdst_show_fs コマンド
を再実行します。
指定ファイルに関する詳しいエクステント情報を確認するには、fsmap コマンドが使えま
す。たとえば、次のようになります。
$ /opt/VRTS/bin/fsmap -a

/oradata/emp.dbf

データベース DST レポートの実行
更新された割り当てポリシーを一覧表示するレポートを作成したり、ポリシーを実行した結
果として特定の日付範囲に起こった最近の再配置変更を一覧表示する監査レポートを
表示したりすることができます。

修正された割り当てポリシーの表示
修正された割り当てポリシーのリストを作成するには、dbdst_report コマンドで policy
オプションを指定します。

割り当てポリシーのリストを表示するには
■

次のように、dbdst_report コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -S $ORACLE_SID -o policy

たとえば、修正された割り当てポリシーのリストを表示するには、次のように dbdst_report
コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -S $ORACLE_SID -o policy

監査レポートの表示
監査レポートには、特定の日付範囲で起きた最近のファイル再配置変更が一覧表示さ
れます。このレポートを表示するには、dbdst_report コマンドで audit オプションを指
定します。
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監査レポートを表示するには
■

次のように、dbdst_report コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -S $ORACLE_SID -o audit ¥
startdate=yyyy-mm-dd,enddate=yyyy-mm-dd

たとえば、2007 年 1 月 1 日から 2007 年 3 月 1 日までの間の変更を監査レポートに表
示するには、次のように dbdst_report コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_report -S $ORACLE_SID -o audit ¥
startdate=2007-01-01,enddate=2007-03-01

Oracle でデータベース DST 使用例
この項では、Oracle での DST の使用例について説明します。

区分データと表領域の移行
おそらく、データベースに対する複数層ストレージの最も単純な応用は、使用の必要条
件の変化に従って、個々のテーブルパーティションを異なる配置クラスに再配置すること
です。再配置に要する正確な時間が予測できない場合、または再配置が不定期な場合、
管理者は、再配置のスケジュールを厳密に定義せずに、必要に応じてテーブルパーティ
ションを再配置することができます。
テーブルパーティションの臨時再配置は、たとえば、スポーツ用品やアウトドア用品の小
売販売など、季節限定のビジネスに関する売上げと在庫目録を追跡するデータベースで
役に立ちます。ある特定の在庫目録（たとえば、夏物用品）の売れる季節が近づくと、来
月以降、その季節に適した商品を表すデータベースのテーブルパティションへのアクセ
スが頻繁になることが予想されるため、そのテーブルパーティションを処理効率の高いス
トレージに再配置できます。同様に、季節外れの商品を表すパーティションは、そのパー
ティションに対するアクティビティが少なくなると思われるため、低コストのストレージに再
配置できます。
たとえば、スポーツ用品を専門に扱う大規模な小売業者の場合、その売上げのほどんど
はカタログによって決まります。製品の詳細は大規模なデータベースに保存され、製品
テーブルはアクティビティの種類に基づいてパーティション分割されます。一部の製品は
季節限定で、特定の季節以外はあまり売れません。たとえば、夏にスキー用品が売れる
ことはほとんどありません。季節に基づく移行を実現するには、次の例を参照してくださ
い。テーブル product_tab には、summer と winter という 2 つのパーティションがある
ことを前提とします。このパーティションはそれぞれ個別のデータファイルにマップされて
います。
まずはじめに、システムの設定を行い、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
を使えるようにする必要があります。
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fast_storage と slow_storage のストレージクラスを追加するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S PROD -o addclass=¥
fast_storage:"Fast Storage for Production DB"
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S PROD -o addclass=¥
slow_storage:"Slow Storage for Production DB"

データベースのファイルシステムを変換し、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
と併用するボリュームを追加するには
◆

次のように、dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -S PROD ¥
-M /dev/vx/dsk/oradg/oradata -v new_vol1,new_vol2,new_vol3

ボリュームをストレージクラスに分類するには
◆

次のように、dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -S PROD ¥
-M /dev/vx/dsk/oradg/oradata -v new_vol1:fast_storage
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -S PROD ¥
-M /dev/vx/dsk/oradg/oradata -v new_vol2:slow_storage,¥
new_vol3:slow_storage

ボリュームを設定した後で、管理者は選択した表領域とパーティションの季節ごとの再配
置を指定するファイル配置ポリシールールを定義し、データベースのファイルシステムに
割り当てることができます。
冬の初めに、夏のデータを低速ストレージに移動し、冬のデータを高速ストレージに移動
するには
◆

次のように、dbdst_partition_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_partition_move -S PROD -T product_tab ¥
-p winter -c fast_storage
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_partition_move -S PROD -T product_tab ¥
-p summer -c slow_storage

このコマンドによって、product_tab テーブルの冬のパーティションで構成されるファイル
は、配置クラス fast_storage に再配置され、夏のパーティションで構成されるファイルは
配置クラス slow_storage に再配置されます。データベース DST は、product_tab の冬
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のパーティションで構成されるファイルと夏のパーティションで構成されるファイルを識別
し、下位の DST サービスを使ってそのファイルをすぐにそれぞれ fast_storage 配置クラ
スと slow_storage 配置クラスに再配置します。
夏の初めに、冬のデータを低速ストレージに移動し、夏のデータを高速ストレージに移動
するには
◆

次のように、dbdst_partition_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_partition_move -S PROD -T product_tab ¥
-p summer -c fast_storage
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_partition_move -S PROD -T product_tab ¥
-p winter -c slow_storage

データベース DST は、対象のパーティションで構成されるファイルを無条件に目的の配
置クラスに再配置する DST ポリシールールを作成します。データベース DST は、この
ルールをデータベースファイルシステムのアクティブなポリシーにマージし、その結果作
成された複合ポリシーをファイルシステムに割り当て、そのポリシーをすぐに実施して対
象ファイルを再配置します。追加されたポリシールールは、アクティブなポリシーのどの
ルールよりも優先されるため、対象ファイルは、次に dbdst_partition_move コマンドが
実行されるまでもとの位置のままです。コマンドが実行された時点で、ルールが削除され、
別のルールに置き換えられます。

アーカイブログと Flashback ログの再配置のスケジュール
アーカイブログは、データの破損状態からリカバリを実行する主要な機構となっているた
め、通常、データベースログは高い I/O 処理速度と高いデータ信頼性を持つ高価なスト
レージに保持されます。アーカイブログの容量が限界に達した場合でさえ、ログは、通常、
高速リカバリを目的にオンラインを維持しますが、それも時間が経過すると、このログへの
参照はきわめて少なくなる可能性があります。これは、一定期間参照がなければ、アーカ
イブ化されたデータベースログを低コストのボリュームに再配置できることを意味します。
同様に、Veritas Storage Foundation for DB の Flashback 技術によって、ログが作成
されます。このログは、データベースを以前の状態にリストアすることでデータベースの破
損からすばやくリカバリするときに使うことができます。Flashback ログは通常、アーカイブ
化されたデータベースログよりも短い期間、維持されます。このログは、使われる場合で
も、通常作成されてから数時間の間でしか使われません。一般的な Flashback ログの存
続期間は 2、3 日です。
アーカイブログと Flashback ログの使用率の急速な低下は、一定期間参照がないログを
定期的に低コストのストレージへ再配置するという配置ポリシーを実施することによって、
オンラインストレージの平均コストを削減できることを意味しています。
たとえば、非常に多くのアクティブセッションで大規模な OLTP Oracle データベースを継
続して使っているものとします。このとき、このデータベースは、稼働率 99 % 超の状態で
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24 時間体制の稼働が必要とされています。またデータベースは、偶発的なエラーをすば
やく訂正するために Flashback 技術を使っています。このデータベースでは 1 日に大量
のアーカイブログが生成されます。データベースが何らかの理由で停止した場合、業務
上、15 分以内にデータベースをオンラインに戻し、機能を復旧させるという必要条件が
発生します。トランザクション時の Oracle ログの切り替え遅延を防止するために、アーカ
イブログは高速な EMC アレイ に作成する必要があります。1 週間を超える古いアーカイ
ブログは、ミッドレンジの Clarion アレイに移動させることができます。15 日を超える古い
アーカイブログは、低速の JBOD ディスクに移動させることができます。アーカイブログは、
30 日後にパージされます。現在の Flashback ログはデータベース管理者によって手動
で高速な EMC ストレージに作成されており、2 日後に Clarion ストレージに移動できま
す。データベース管理者は、1 週間後その Flashback ログを削除します。このようにシス
テムを設定するには、次の例を参照してください。アーカイブログと Flashback ログは同
じファイルシステム /oralog 上に作成されることを前提としています。ファイルシステム上
の /oralog/archive1 にアーカイブログが作成され、/oralog/flashback に Flashback
ログが作成されます。
図 7-1 は、アーカイブログと Flashback ログの自動再配置と削除に適した 3 層のボリュー
ム設定を表しています。
図 7-1

アーカイブログと Flashback ログの自動再配置に適したデータベー
スストレージ設定

ボリュームセット
新しい配置クラス

oralog

もとのデータベース
ボリューム

emc_v1

追加された最上位階層
ボリューム

中規模配置クラス

Clarion_v1

追加された中間階層
ボリューム

古い配置クラス

Clarion_v1

追加された下位階層
ボリューム

この例で本番運用データベースで使われているファイルシステムは、最初は単一ボリュー
ム oralog に存在し、ボリュームとそのボリュームに割り当てられた配置クラスを追加する
ことによって準備する必要があります。
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NEW、MEDIUM、OLD のストレージクラスを追加するには
◆

次のように、dbdst_admin コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S PROD -o addclass=¥
NEW:"EMC Storage for Production DB"
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S PROD -o addclass=¥
MEDIUM:"Clarion Storage for Production DB"
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_admin -S PROD -o addclass=¥
OLD:"JBOD Storage for Production DB"

データベースのファイルシステムを変換し、データベース DST（Dynamic Storage Tiering）
と併用するボリュームを追加するには
◆

次のように、dbdst_convert コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_convert -S PROD ¥
-M /dev/vx/dsk/oradg/oralog -v emc_v1,clarion_v1,jbod_v1

ボリュームをストレージクラスに分類するには
◆

次のように、dbdst_classify コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -S PROD ¥
-M /dev/vx/dsk/oradg/oralog -v emc_v1:NEW
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -S PROD ¥
-M /dev/vx/dsk/oradg/oralog -v clarion_v1:MEDIUM
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_classify -S PROD ¥
-M /dev/vx/dsk/oradg/oralog -v jbod_v1:OLD

ボリュームの設定が行われると、管理者は、選択したファイルをアクセスの時系列順に再
配置してデータベースのファイルシステムに割り当てるようにファイル配置ポリシーのルー
ルを定義することができます。
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Flashback ログとアーカイブログを定期的に再配置するルールを定義するには
◆

次のように、dbdst_file_move コマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_file_move -S PROD -o flashback -c MEDIUM:2

このコマンドによって、2 日間アクセスされなかった Flashback ディレクトリ内のファ
イルは、MEDIUM ボリュームに再配置されます。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_file_move -S PROD -o archive1 -c MEDIUM:7 ¥
-c OLD:15

このコマンドの実行により、7 日間アクセスがなかった archive1 ディレクトリのファイ
ルは MEDIUM ボリュームに再配置され、15 日間アクセスがなかったファイルは、
OLD ボリュームに再配置されます。
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）では、これらのコマンドを DST アクセス
を時系列順に並べたポリシールールに変換してファイルシステムの配置ポリシーで結合
するとともに、変換後のポリシーをそのファイルシステムに割り当てます。デフォルトでは、
データベース DST（Dynamic Storage Tiering）で、アクティブポリシーが日単位で施行
されます。ポリシーの施行中は、ポリシーの作成に使う dbdst_file_move コマンドで指
定したストレージ階層に、新しいルールで対象のファイルが再配置されます。

3
処理速度とトラブルシューティ
ング

■

ストレージマッピングを使った I/O 処理速度の調査

■

SF Oracle RAC のトラブルシューティング

■

防止と修復の戦略

■

チューニングパラメータ
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ストレージマッピングを使っ
た I/O 処理速度の調査
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC 内でのストレージマッピングについて

■

Storage Mapping について

■

Veritas Storage Mapping の設定の確認

■

vxstorage_stats コマンドの使用

■

dbed_analyzer コマンドの使用

■

Storage Mapping と統計情報のアレイについて

■

Oracle ファイルマッピング（ORAMAP）

SF Oracle RAC 内でのストレージマッピングについて
SF Oracle RAC ではストレージマッピング機能を利用でき、物理デバイスに対してデータ
ファイルをマッピングすることができます。vxstorage_stats と dbed_analyzer の各コ
マンドを使って、詳細なストレージトポロジー情報を取得および表示することができます。

Storage Mapping について
マッピング情報にアクセスすることは重要です。その結果、ファイルのあるストレージの階
層を詳しく理解できますが、この情報は I/O パフォーマンスを効果的に評価するうえで不
可欠です。
データファイルを RAW デバイス上で直接作成する場合は、下位のデバイスに対するファ
イルのマッピングは明快です。しかし、RAID 機能を備えたホストベースのボリューム管理
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とインテリジェントストレージサブシステムが導入されたことで、物理デバイスへのファイル
のマッピングは難しくなりました。
SF Oracle RAC Storage Mapping オプションを使うと、物理デバイスに対してデータファ
イルをマッピングすることができます。Veritas Storage Mapping は、ディスク上でのファ
イルとボリュームの物理的な場所に関する情報を共有する必要のある分散型 SAN アプ
リケーションの開発を支援するライブラリである Veritas Mapping Service（VxMS）に依
存します。
Veritas Storage Mapping オプションは、Oracle Mapping（省略形は「ORAMAP」）と呼
ばれる Oracle のストレージ API セットをサポートしますが、Oracle はこの API を使って
ファイルとデバイスに関するマッピング情報を決定できます。
Oracle は一連の動的処理効率ビュー（v$ ビュー）を提供しますが、これらのビューは論
理ボリュームによって構成される中間層および物理デバイスに対するファイルのマッピン
グを示します。これらのビューを利用すると、ファイルの任意のブロックに対して、そのブ
ロックが存在するディスクを正確に見つけることができます。これらのマッピングと、デバイ
スと統計情報を組み合わせて、I/O パフォーマンスを評価することができます。
Veritas Storage Mapping オプションは、広い範囲のストレージデバイスをサポートし、
EMC、Hitachi、IBM Enterprise Storage Server（「Shark」）の各アレイに対するディー
プマッピングを実行できるようにします。ストレージマッピングを開始する前にハードウェア
の互換性を確認するには、次の Symantec テクニカルサポート Web サイトで最新の互
換性リストを参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/283161
ディープマッピング情報は、各 LUN を構成する物理ディスクと、その LUN のハードウェ
ア RAID 情報を識別します。次のコマンドを使って、ストレージマッピングトポロジー情報
と I/O 統計情報を表示できます。
vxstorage_stats コマン このコマンドを使うと、論理ボリュームのような中間層から実際の物
理デバイスまで、特定のデータファイルの完全な I/O トポロジーマッ
ド
ピングを表示できます。
dbed_analyzer コマンド

このコマンドを実行すると、指定したデータベースのすべてのデー
タファイルに対して、表領域から物理ディスクまでのディスクマッピ
ング情報を取得できます。さらに、表領域が使用しているディスク容
量に関する情報も提供されます。

コマンドラインオプションについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle
管理者ガイド』のストレージマッピングに関する説明を参照してください。
メモ: Solaris ユーザーで、Veritas FlashSnap Agent for Symmetrix を使っている場
合、非 Symmetrix アレイ用のマッピング機能は使うことはできません。
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Veritas Storage Mapping の設定の確認
Veritas Storage Mapping オプションを使う前に、機能が正しく設定されていることを確
認してくだい。
システムが Veritas Storage Mapping オプションを使っていることを確認するには

1

Storage Mapping オプションのライセンスキーがあるかどうかを次のように確認しま
す。
# /opt/VRTS/bin/vxlictest -n "VERITAS Mapping Services" -f ¥
"Found_Edi_map"
Found_Edi_map feature is licensed

2

VRTSvxmsa package がインストールされていることを確認します。

# pkginfo -l VRTSvxmsa

次のような情報が出力されます。

PKGINST: VRTSvxmsa
NAME:
VxMS - Veritas Mapping Service, Application Libraries.
CATEGORY: system,utilities
ARCH:
sparc
VERSION: 4.2.1-REV=build218_2004.10.29
BASEDIR: /opt
PSTAMP:
oigpsol0920041029112628
INSTDATE: Nov 02 2004 15:22
STATUS:
completely installed
FILES:
33 installed pathnames
8 shared pathnames
14 directories
15 executables
2931 blocks used (approx)

vxstorage_stats コマンドの使用
vxstorage_stats コマンドを実行すると、1 つ以上の VxFS ファイルに関する詳細なマッ

ピング情報と I/O 統計情報が表示されます。マッピング情報と I/O 統計情報は、VxFS
ファイルと VxVM ボリュームについてのみ記録されます。
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vxstorage_stats コマンドの出力の中では、I/O トポロジー情報が最初に表示され、そ

の後に各オブジェクトに関する概略の統計情報が続きます。
コマンド構文は次のようになります。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxstorage_stats -m -s [-I interval -c count]
-f filename
前提条件

■

データベース管理者（通常、ユーザー ID は oracle）またはスーパーユー
ザーとしてログインする必要があります。

使用上の留意点

■

-s オプションは、指定されたファイルのファイル統計情報を表示します。

-c count オプションは、-I interval で指定した間隔のうちに統
計情報を表示する回数を指定します。
■ -I interval オプションは、更新後の I/O 統計情報を表示する間隔
周期を指定します。
■ -f filename オプションは、I/O マッピングと統計情報を表示する対
象のファイルを指定します。
■ -m オプションは、指定されたファイルの I/O トポロジーを表示します。
■

■

詳しくは、vxstorage_stats（1M）のオンラインマニュアルページを
参照してください。

メモ: vxstorage_stats コマンドプロセスが完了するまでに、最大 30 分
を要することがあります。

Storage Mapping 情報の表示
Storage Mapping 情報を表示するには、次の手順を確認します。
Storage Mapping 情報を表示するには
◆

-m オプションを指定して vxstorage_stats コマンドを実行し、ストレージマッピン

グ情報を表示します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxstorage_stats -m -f file_name

たとえば、oracle ユーザーとして次のコマンドを入力します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxstorage_stats -m -f /oradata/system01.dbf

次のような出力が表示されます。

da
rd
sd
sd

EMC000184502242:32:0c:02
/dev/vx/rdmp/c3t1d2s4
/dev/rdsk/c3t1d2s4
c3t1d2

0
1
1
2

DISK
PARTITION
PARTITION
MIRROR

143113019
5593088
17671680
17677440

0
0
3840
0
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da EMC000184502242:16:0c:02 0
da EMC000184502242:17:0c:02 0
TY NAME
NSUB DESCRIPTION
fi /oradata/system01.dbf
1
Extents:3 Sparse Extents:0
v myindex
1
pl vxvm:mydb/myindex-01
3
Stripe_size:2048
rd /dev/vx/rdmp/c3t1d3s3
1
sd /dev/rdsk/c3t1d3s3
1
sd c3t1d3
2
da EMC000184502242:02:0c:02 0
da EMC000184502242:31:0c:02 0
rd /dev/vx/rdmp/c3t1d15s4
1
sd /dev/rdsk/c3t1d15s4
1
sd c3t1d15
2
da EMC000184502242:01:0c:02 0
da EMC000184502242:32:0c:02 0
rd /dev/vx/rdmp/c3t1d2s4
1
sd /dev/rdsk/c3t1d2s4
1
sd c3t1d2
2
da EMC000184502242:16:0c:02 0
da EMC000184502242:17:0c:02 0

DISK
143113019
0
DISK
143113019
0
SIZE(sectors) OFFSET(sectors) PROPERTIES
FILE
2621442048(B)4718592(B)
MIRROR
STRIPE

16777216
16779264

0
0

PARTITION
PARTITION
MIRROR
DISK
DISK
PARTITION
PARTITION
MIRROR
DISK
DISK
PARTITION
PARTITION
MIRROR
DISK
DISK

5593088
17674560
17677440
143113019
143113019
5593088
17669760
17677440
143113019
143113019
5593088
17671680
17677440
143113019
143113019

0
960
0
0
0
0
5760
0
0
0
0
3840
0
0
0

メモ: ファイルタイプ（fi）の場合、SIZE 列はバイト数であり、ボリューム（v）、プレック
ス（pl）、dmp デバイス（rd）、サブディスク（sd）、および物理ディスク（da）の場合、
SIZE 列は 512 バイトのブロック数を意味します。ストライプのサイズはセクタ数単位
で表示されます。

I/O 統計情報の表示
I/O 統計情報を表示するには、次の手順を確認します。
I/O 統計情報を表示するには
◆

-s オプションを指定して vxstorage_stats コマンドを実行し、I/O 統計情報を表

示します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxstorage_stats -s -f file_name

たとえば、oracle ユーザーとして次のコマンドを入力します。
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$ /opt/VRTSdbed/bin/vxstorage_stats -s -f ¥
/data/system01.dbf

次のような出力が表示されます。

I/O OPERATIONS
I/O BLOCKS(512 byte)
AVG TIME(ms)
OBJECT
READ
WRITE
B_READ
B_WRITE
AVG_RD
/data/system01.dbf
2
2479
8
5068810
0.00
/dev/vx/rdsk/mydb/myindex 101
2497
1592
5069056
12.18
vxvm:mydb/myindex-01
101
2497
1592
5069056
12.18
/dev/rdsk/c3t1d3s3
131
1656
2096
1689696
14.43
c3t1d3
131
1656
2096
1689696
14.43
EMC000184502242:02:0c:02 8480
231019
275952
23296162
EMC000184502242:31:0c:02 3244
232131
54808
23451325
/dev/rdsk/c3t1d15s4
0
1652
0
1689606
0.00
c3t1d15
0
1652
0
1689606
0.00
EMC000184502242:01:0c:02 23824
1188997
1038336
32407727
EMC000184502242:32:0c:02 5085
852384
135672
29956179
/dev/rdsk/c3t1d2s4
14
1668
200
1689834
18.57
c3t1d2
14
1668
200
1689834
18.57
EMC000184502242:16:0c:02
4406 271155
121368 23463948
- EMC000184502242:17:0c:02
3290 269281
55432 23304619
- -

AVG_WR
53.28
52.78
52.76
39.09
39.09
46.47
46.47
34.19
34.19

Storage Mapping 情報と I/O 統計情報を一定間隔で繰り返し表示するには
◆

-I interval と -c count の各オプションを指定して vxfentsthdw コマンドを実

行します。-I interval オプションは、更新後の I/O 統計情報を表示する間隔周
期を指定します。-c count オプションは、統計情報を表示する回数を指定します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxstorage_stats [-m] [-s] ¥
[-I interval -c count ] -f file_name

たとえば、2 秒という間隔のうちに統計情報を 2 回表示するには、次のコマンドを入
力します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxstorage_stats -s -i2 -c2 ¥-f /data/system01.dbf

dbed_analyzer コマンドの使用
パラレルバックアップを効果的に実行するには、どの表領域がどのディスクに存在してい
るのか理解しておく必要があります。たとえば、2 つの領域が同じディスク上に存在してい
る場合、それらをパラレルバックアップしてもバックアップ時間を短縮できません。
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dbed_analyzer コマンドを実行すると、指定した表領域、複数の表領域からなるリスト、

またはデータベース全体を対象として、表領域と物理ディスクの間のディスクマッピングに
関する情報が提供されます（対照的に、vxstorage_stats コマンドを実行すると、この
情報がファイルごとの単位でのみ提供されます）。さらに、dbed_analyzer を実行する
と、表領域が使用しているディスク容量に関する情報が提供されます。
前提条件

■

データベース管理者としてログインする必要があります（通常、ユーザー
ID は oracle）。

使用上の留意点

■

-o sort=tbs オプションを指定すると、物理ディスク上の指定した表
領域のレイアウトと使用中のディスク領域の量が表示されます。
-o sort=disk オプションを指定すると、指定した表領域のあるディス
クの名前と、表領域が使っているディスク領域の量が表示されます。
-f filename オプションは、マッピング情報の取得対象となる表領域
からなるリストを格納しているファイルの名前を指定します。
-t tablespace オプションは、マッピング情報を取得する表領域の
名前を指定します
-f filename と -t tablespace どちらのオプションも指定しない
場合は、データベース内にあるすべての表領域が分析されます。
詳しくは、dbed_analyzer（1M）のオンラインマニュアルページを参照
してください。

■

■

■

■

■

メモ: dbed_analyzer コマンドプロセスが完了するまでにかなりの長時間
を要する可能性があります。

表領域のリストに関する Storage Mapping 情報の取得
表領域のリストに関する Storage Mapping 情報を取得するための手順を確認します。

245

246

第 8 章 ストレージマッピングを使った I/O 処理速度の調査
dbed_analyzer コマンドの使用

Storage Mapping 情報を表領域別にソートして取得するには
◆

-f filename と -o sort=tbs の各オプションを指定して dbed_analyzer コマン

ドを実行します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/dbed_analyzer -S $ORACLE_SID ¥
-H $ORACLE_HOME -o sort=tbs -f filename

たとえば、oracle ユーザーとして次のコマンドを入力します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/dbed_analyzer -S PROD -H /usr1/oracle ¥
-o sort=tbs -f /tmp/tbsfile

Solaris OS システムの場合、次のような出力が tbsfile ファイルの中に記録されま
す。
TBSNAME
SYSTEM
TEMP
TEMP
SYSAUX
ITEM
ITM_IDX
PRODID_IDX
QTY_IDX
ROLL_1
ROLL_2
ORDERS
ORD_IDX
QTY_IDX
ITM_IDX
ROLL_1
QTY_IDX
ROLL_2
ITEM

DATAFILE
DEVICE
SIZE(sectors)
/usr1/oracle/rw/DATA/PROD.dbf
c3t21000020379DBD5Fd0 819216
/usr1/oracle/rw/DATA/temp_20000
c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/temp_20001
c3t21000020379DBD5Fd0 2048016
/usr1/oracle/rw/DATA/sysaux.dbf
c3t21000020379DBD5Fd0 819216
/usr1/oracle/rw/DATA/item_1000
c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/itm_idx_2000 c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/prodid_idx_3000 c3t21000020379DBD5Fd0
1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/qty_idx_7000 c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_1_5000
c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_2_6000
c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/orders_4000
c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/ord_idx_10000 c3t21000020379DBD5Fd0 1021968
/usr1/oracle/rw/DATA/qty_idx_7001 c3t21000020379DBD5Fd0 1024016
/usr1/oracle/rw/DATA/itm_idx_2001 c3t21000020379DBD5Fd0 1024016
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_1_5001
c3t21000020379DBD5Fd0 1024016
/usr1/oracle/rw/DATA/qty_idx_7002 c3t21000020379DBD5Fd0 1024016
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_2_6001
c3t21000020379DBD5Fd0 1024016
/usr1/oracle/rw/DATA/item_1001
c3t21000020379DBD5Fd0 4096016
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Storage Mapping 情報をディスク別にソートして取得するには
◆

-f filename と -o sort=disk の各オプションを指定して dbed_analyzer コマン

ドを実行します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/dbed_analyzer -S $ORACLE_SID ¥
-H $ORACLE_HOME -o sort=disk -f filename

たとえば、oracle ユーザーとして次のコマンドを入力します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/dbed_analyzer -S PROD -H /usr1/oracle ¥
-o sort=disk -f /tmp/tbsfile

Solaris OS システムの場合、次のような出力が tbsfile ファイルの中に記録されま
す。
DEVICE
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0
c3t21000020379DBD5Fd0

TBSNAME
DATAFILE
SYSTEM
/usr1/oracle/rw/DATA/PROD.dbf
TEMP
/usr1/oracle/rw/DATA/temp_20000
TEMP
/usr1/oracle/rw/DATA/temp_20001
SYSAUX
/usr1/oracle/rw/DATA/sysaux.dbf
ITEM /usr1/oracle/rw/DATA/item_1000
ITM_IDX
/usr1/oracle/rw/DATA/itm_idx_2000
PRODID_IDX /usr1/oracle/rw/DATA/prodid_idx_3000
QTY_IDX
/usr1/oracle/rw/DATA/qty_idx_7000
ROLL_1
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_1_5000
ROLL_2
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_2_6000
ORDERS
/usr1/oracle/rw/DATA/orders_4000
ORD_IDX
/usr1/oracle/rw/DATA/ord_idx_10000
QTY_IDX
/usr1/oracle/rw/DATA/qty_idx_7001
ITM_IDX
/usr1/oracle/rw/DATA/itm_idx_2001
ROLL_1
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_1_5001
QTY_IDX
/usr1/oracle/rw/DATA/qty_idx_7002
ROLL_2
/usr1/oracle/rw/DATA/roll_2_6001
ITEM
/usr1/oracle/rw/DATA/item_1001

SIZE(sectors)
819216
1021968
2048016
819216
1021968
1021968
1021968
1021968
1021968
1021968
1021968
1021968
1024016
1024016
1024016
1024016
1024016
4096016

Storage Mapping と統計情報のアレイについて
SF Oracle RAC は、サポートするストレージアレイのディープマッピング情報とパフォーマ
ンス統計情報を提供します。ディープマッピング情報は、各 LUN を形成する物理ディス
クを特定する情報と、それらの LUN に対応するハードウェア RAID の情報によって構成
されています。
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メモ: ディープマッピングを使うには Oracle 9.2.0.3 またはそれ以降のバージョンをインス
トールしておく必要がありますが、ディープマッピングは Oracle RAC 11g ではサポートさ
れていません。
Veritas Array Integration Layer（VAIL）ソフトウェアは、サードパーティのハードウェア
ストレージアレイと Veritas ストレージソフトウェアとのインターフェースになります。VAIL
プロバイダはソフトウェアモジュールであり、Veritas アプリケーションはこのモジュールを
使うと、サードパーティのストレージアレイの検出、照会、管理を行えるようになります。
最新のアレイサポート情報については、Veritas テクニカルサポート Web サイトにある該
当のハードウェア互換性リスト（HCL）を参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/283161
VAIL プロバイダを介してアクセスできるストレージアレイ情報を使う場合は、VAIL をイン
ストールし、ストレージアレイと VAIL プロバイダに必要な設定を行います。サポートする
ストレージアレイのディープマッピング情報とパフォーマンス統計情報を使うには、VAIL
と Veritas Mapping Services（VxMS）の両方をインストールする必要があります。
VAIL をインストールする前に、VAIL のインストール先ホストに対して、必要とされるサー
ドパーティのアレイ CLI と API をインストールする必要があります。VAIL をインストールし
た後に、必要とされる CLI または API をインストールした場合、SF Oracle RAC がそれら
を検出できるように、アレイを再スキャンしてください。
サポートするアレイモデルについて詳しくは、『VeritasVeritas Array Integration Layer
アレイ設定ガイド』を参照してください。

Oracle ファイルマッピング（ORAMAP）
Veritas Storage Mapping オプションを使うと、論理ボリュームのような中間層から実際
の物理デバイスまで、データファイルの完全な I/O トポロジーマッピングを表示できます。
この情報を使って、物理デバイス上での Oracle データブロックの正確な場所を判断し、
ホットスポットの判別に役立てることができます。
メモ: マッピング機能を使うには Oracle 9.2.0.3 またはそれ以降のバージョンが必要です
が、Oracle RAC 11g ではサポートされていません。

マッピングコンポーネント
Oracle のマニュアルを参照して、マッピングコンポーネントを確認します。Oracle の動的
処理効率ビューの中にあるマッピング情報を解釈するには、これらのコンポーネントにつ
いて理解する必要があります。
Oracle の動的処理効率ビューの中にあるマッピング情報は、次のコンポーネントによっ
て構成されています。
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■

ファイルコンポーネント
マッピングファイルコンポーネントは、ファイルについて記述したマッピング構造体で
す。マッピングファイルコンポーネントには、ファイルのサイズ、エクステント数、形式な
どのファイル属性のセットが含まれます。ファイルコンポーネントは、V$MAP_FILE を
とおしてユーザーに対して公開されます。

■

ファイルエクステントコンポーネント
マッピングファイルエクステントコンポーネントは、ある要素上に存在する連続ブロック
からなるグループについて記述されています。この記述は、デバイスオフセット、エク
ステントのサイズ、ファイルオフセット、エクステントの形式（データまたはパリティ）、お
よびエクステントが存在する要素の名前を規定します。

■

要素コンポーネント
マッピング要素コンポーネントは、I/O スタック内のストレージコンポーネントについて
記述したマッピング構造体です。要素には、ミラー、ストライプ、パーティション、RAID5、
連結ボリューム要素、ディスクがあります。
要素コンポーネントは、要素のサイズ、タイプ、副要素の数、簡単な説明など、要素の
マッピング構造に関する情報を保持します。要素コンポーネントは、
V$MAP_ELEMENT をとおしてユーザーに対して公開されます。

■

副要素コンポーネント
マッピング副要素コンポーネントは、I/O スタック内のある要素と次の要素をつなぐリン
クについて記述されます。副要素コンポーネントが保持する情報は、副要素の数、サ
イズ、副要素の要素名、要素のオフセットです。副要素コンポーネントは、
V$MAP_SUBELEMENT をとおしてユーザーに対して公開されます。

この 4 つのマッピングコンポーネントタイプによって、Oracle インスタンスに関するマッピ
ング情報が完全に記述されます。

Storage Mapping ビュー
キャプチャされたマッピング情報は、Oracle の動的処理効率ビューに表示されます。
表 8-1 で、これらのビューの簡単な説明を示します。
詳しくは、Oracle マニュアルを参照してください。
表 8-1

Storage Mapping ビュー

ビュー

説明

V$MAP_LIBRARY

外部プロセスによって動的にロードされたすべてのマッピン
グライブラリからなる単一のリストを保持します。

V$MAP_FILE

インスタンスの共有メモリの中にあるすべてのファイルマッピ
ング構造体からなる単一のリストを保持します。
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ビュー

説明

V$MAP_FILE_EXTENT

インスタンスの共有メモリにあるファイルエクステントのマッピ
ング構造体すべてのリストを保持します。

V$MAP_ELEMENT

インスタンスの SGA にある要素のマッピング構造体すべて
のリストを保持します。

V$MAP_EXT_ELEMENT

すべての要素名マッピング構造体に対応する補足情報を保
持します。

V$MAP_SUBELEMENT

インスタンスの共有メモリにある副要素のマッピング構造体に
関する補足情報が含まれています。

V$MAP_COMP_LIST

要素名に関連付けられたコンポーネントリストが記述されて
います。

V$MAP_FILE_IO_STACK

ファイルについて、ストレージコンテナの階層構成を保持し
ます。この情報は、一連の行として表示されます。それぞれ
の行は、階層内の 1 つのレベルを表します。

Oracle File Mapping 設定の確認
Oracle File Mapping 設定を確認します。
Oracle File Mapping（ORAMAP）に関して、$ORACLE_HOME が設定されていることを確
認します。

1

Oracle File Mapping（ORAMAP）に関して、$ORACLE_HOME の準備ができてい
るかどうかを確認します。
# cd $ORACLE_HOME/rdbms/filemap/bin
# ls

-l

-r-xr-x--- 1 root system 900616 Apr 08 19:16 fmputl
-r-sr-xr-x 1 root system 14614 Apr 08 19:16 fmputlhp

2

3

次のアイテムを確認し、適切な変更を加えます。
■

root が fmputlhp を所有し、setud ビットがセットされている。

■

fmputlhp の権限が -r-sr-xr-x である。

■

fmputl の権限が -r-xr-x--- である。

これらのアイテムのいずれかが上記の規定とは異なっている場合、適切な変更を加
えます。
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Oracle File Mapping の有効化
Oracle File Mapping の設定を確認した後、Oracle File Mapping を有効にします。
Veritas Storage Mapping オプションを使って Oracle File Mapping を有効にするには

1

filemap.ora ファイルが存在していること、Oracle Storage Mapping に対応する
Veritas マッピングライブラリがそのファイルの中に存在していることを確認します。
次のコマンドを実行します。
# cd $ORACLE_HOME/rdbms/filemap/etc
# cat filemap.ora

Solaris OS と 32 ビット Oracle の場合、filemap.ora ファイルには次の設定が含ま
れている必要があります。
lib=Veritas:/opt/VRTSdbed/lib/libvxoramap_32.so

Solaris OS と 64 ビット Oracle の場合、filemap.ora ファイルには次の設定が含ま
れている必要があります。
lib=Veritas:/opt/VRTSdbed/lib/libvxoramap_64.so

2

Oracle Storage Mapping に対応する Veritas ライブラリをシステムが使用している
ことを確認した後で、file_mapping initialization パラメータを true に設定します。
たとえば、次のようになります。
SQL> alter system set file_mapping=true;

file_mapping 初期化パラメータは、デフォルトでは false に設定されています。こ
のパラメータを設定するためにインスタンスを停止する必要はありません。
file_mapping=true に設定すると、FMON バックグラウンドプロセスが開始されま
す。
インスタンスを開始するときに必ず Storage Mapping を有効にするには、init.ora
ファイルの中で file_mapping initialization パラメータを true に設定します。

動的処理効率ビューへのクセス
動的処理効率ビューにアクセスするには、次の手順を確認します。
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動的処理効率ビューにアクセスするには

1

Oracle Storage Mapping に対応する Veritas マッピングライブラリがすでに有効
になっていることを確認します。
たとえば、次の SQL コマンドを入力します。
SQL> select lib_idx idx, lib_name name, vendor_name vname, ¥
path_name path from v$map_library;

2

Storage Mapping を有効にした後、DBMS_STORAGE_MAP パッケージを使って
Oracle データファイルをマッピングできるようになります。
DBMS_STORAGE_MAP パッケージのさまざまな特徴と機能について詳しくは、
Oracle のマニュアルを参照してください。

3

SQL コマンドを使うと、Oracle の動的処理効率ビューで取得したマッピング情報を
表示できます。
■

たとえば、Quick I/O ファイルに対応する v$map_file の内容を表示するには、
次の SQL コマンドを入力します。
SQL> select file_name name, file_map_idx idx, ¥
file_status status, file_type type, file_structure str, ¥
file_size fsize, file_nexts nexts from v$map_file;

■

v$map_file_extent の内容を表示するには、次の SQL コマンドを入力します。
SQL> select * from v$map_file_extent;

■

v$map_element の内容を表示するには、次の SQL コマンドを入力します。
SQL> select elem_idx idx, elem_name, elem_type type, ¥
elem_size, elem_nsubelem nsub, elem_descr, stripe_size ¥
from v$map_element;

IDX ELEM_NAME
TYPE
ELEM_SIZE
NSUB ELEM_DESCR
STRIPE_SIZE
-------------------------------------------------------------------------------------0 /dev/vx/rdsk/PROD_dg/ora92MIRROR
12582912
MIRROR
0
1 vxvm:PROD_dg/ora92-01
CONCATENATED 12586455
1 VERITAS VOLUME
0
2
3
4

/dev/vx/rdmp/c2t5d0s4
/dev/rdsk/c2t5d0s4
c2t5d0
■

PARTITION
PARTITION
DISK

17674902
17674902
17682084

1
1
0

HOST DEVICE
DEVICE
DISK

0
0
0

v$map_subelement の内容を表示するには、次の SQL コマンドを入力します。
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SQL> select * from v$map_subelement;

CHILD_IDX PARENT_IDX SUB_NUM SUB_SIZE ELEM_OFFSET SUB_FLAGS
--------- ---------- -------- -------- ----------- --------1
2
3
4
■

0
1
2
3

0
0
0
0

12586455
12586455
17674902
17682084

0
0
0
7182

0
0
0
0

特定のファイルに対応する I/O スタック内にあるすべての要素を表示するには、
次の SQL コマンドを入力します。
SQL> with fv as
2 (select file_map_idx, file_name from v$map_file
3 where file_name = '/ora92/dbs/system01.dbf')
4

select

5

fv.file_name, lpad(' ', 4 * (level - 1)) || ¥el.elem_name elem_nam

6

from

7

v$map_subelement sb, v$map_element el, fv,

8

(select unique elem_idx from v$map_file_io_stack io, fv

9

where io.file_map_idx = fv.file_map_idx) fs

10 where el.elem_idx = sb.child_idx
11 and fs.elem_idx = el.elem_idx
12 start with sb.parent_idx in
13 (select distinct elem_idx
14 from v$map_file_extent fe, fv
15 where fv.file_map_idx = fe.file_map_idx)
16 connect by prior sb.child_idx = sb.parent_idx;

FILE_NAME
ELEM_NAME
ELEM_SIZE ELEM_TYPE
ELEM_DESCR
-------------------------------------------------------------------------------------/ora92/dbs/system01.dbf vxvm:PROD_dg/ora92-01 12586455
CONCATENATED
VERITAS VOLUME
/ora92/dbs/system01.dbf /dev/vx/rdmp/c2t5d0s4 17674902
PARTITION
HOST DEVICE
/ora92/dbs/system01.dbf /dev/rdsk/c2t5d0s4
17674902
PARTITION
DEVICE
/ora92/dbs/system01.dbf c2t5d0
17682084
DISK
DISK
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9
SF Oracle RAC のトラブル
シューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて

■

I/O フェンシングのトラブルシューティング

■

CVM のトラブルシューティング

■

リポジトリデータベースのトラブルシューティング

■

データベース DST（Dynamic Database Storage Tiering）コマンドのトラブルシュー
ティング

■

CFS のトラブルシューティング

■

VCSIPC のトラブルシューティング

■

相互接続のトラブルシューティング

■

Oracle のトラブルシューティング

■

ODM のトラブルシューティング

SF Oracle RAC のトラブルシューティングについて
SF Oracle RAC は複数のコンポーネント製品で構成されているため、コンポーネント製品
のどれか 1 つに問題があると、それが影響をおよぼす可能性があります。したがって、問
題発生時の最初の対応手順は、問題の原因を特定することになります。SF Oracle RAC
自体に問題があるケースはまれです。多くの場合、原因はセットアップの問題にあるか、
コンポーネント製品の問題にあります。
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この章に記載された情報を使用して、問題の原因を診断してください。SF Oracle RAC
のセットアップや設定に原因がある場合については、想定されうる対処方法が示されてい
ます。コンポーネント製品や Oracle が問題の原因である場合は、必要に応じて個別の
マニュアルを参照してください。

テクニカルサポート分析用スクリプトの実行
トラブルシューティングスクリプトによって、クラスタとその各モジュールの設定および状態
に関する情報が収集されます。これらのスクリプトは、パッケージ情報、デバッグメッセー
ジ、コンソールメッセージおよびディスクグループやボリュームの情報を識別できます。こ
れらのスクリプトの出力を Symantec テクニカルサポートに転送すると、問題の分析や解
決に役立てることができます。

getdbac
getdbac スクリプトは、SF Oracle RAC モジュールに関する情報を収集します。ファイル
/tmp/vcsopslog.time_stamp.sys_name.tar.Z には、スクリプトの出力が含まれていま
す。
getdbac スクリプトを使用するには、各システムから次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTSvcs/bin/getdbac -local

getcomms
getcomms スクリプトは、GAB モジュールと LLT モジュールの情報を収集します。ファイ
ル /tmp/commslog.time_stamp.tar には、スクリプトの出力が含まれています。
getcomms スクリプトを使用するには、各システムから次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTSgab/getcomms -local

hagetcf
hagetcf スクリプトは、VCS クラスタとリソースのステータスに関する情報を収集します。こ
のスクリプトの出力は、各クラスタシステムの tar ファイル /tmp/vcsconf.sys_name.tar.gz
に保存されます。
hagetcf スクリプトを使用するには、各システムから次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagetcf

トラブルシューティングのヒント
問題の所在を特定するには、次のファイルとコマンド出力が必要となる場合があります。
■

「Oracle インストール時のエラーログ」
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■

「Veritas ログファイル」

■

「OS システムログ」

■

「GAB ポートメンバーシップ」

Oracle インストール時のエラーログ
このファイルには、インストール中に発生したエラーが記録されています。このファイルに
よって、どういうエラーが、インストール中の正確にどの時点で発生したかが明らかになり
ます。
Oracle インストールのエラーログを確認するには

1

次のファイルにアクセスします。
$ORACLE_BASE/oraInventory/logs/installActions<date_time>.log

2

このファイルに、インストールに関するエラーが記録されていないかどうかを確認して
ください。これらは、致命的エラーである可能性があります。

3

インストールの問題が発生している場合は、このファイルをテクニカルサポートに送
信してください。問題をデバッグするのに必要なためです。

Veritas ログファイル
Veritas ログファイルには、HAD によって実行されたすべてのアクションが記録されていま
す。
Symantec ログファイルを確認するには

1

次のファイルにアクセスします。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

2

このファイルに、CVM または PrivNIC のエラーが記録されていないかどうかを確認
してください。これらは、致命的エラーである可能性があります。

3

vxconfigd のログファイルは、次の場所でアクセスできます。
/var/adm/ras/vxconfigd.log

/var/VRTSvcs/log ディレクトリには、CVM や CFS など SF Oracle RAC コンポーネント
のエージェントに関連するログファイルもあり、問題の診断に役立ちます。
CVM のエージェントログファイルを調べるには
# /var/VRTSvcs/log/CVMVolDg_A.log

CFS のエージェントログファイルを調べるには
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# /var/VRTSvcs/log/CFSMount_A.log

Oracle のエージェントログファイルを調べるには
# /var/VRTSvcs/log/Oracle_A.log

OS システムログ
/var/adm/messages にある OS システムログファイルには、問題の診断に役立つ情報
が記載されている可能性があります。

GAB ポートメンバーシップ
GAB ポートメンバーシップを確認するには
次のコマンドを実行します。
# /sbin/gabconfig -a

ポート b はローカルシステムに設定されている必要があります。
出力は次のようになります。

GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 4a1c0001 membership 01
Port b gen ada40d01 membership 01
Port d gen 40100001 membership 01
Port f gen f1990002 membership 01
Port h gen d8850002 membership 01
Port o gen f1100002 membership 01
Port v gen 1fc60002 membership 01
Port w gen 15ba0002 membership 01

表 9-1 に各 GAB ポートの機能が定義されています。
さまざまな GAB ポートの図については、p.27 の 図 1-6 を参照してください。
表 9-1

GAB ポートの機能

ポート

機能

a

このポートは GAB 用に使用します。

b

このポートは、I/O フェンシング通信に使用します。
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ポート

機能

d

ODM（Oracle Disk Manager）は、ポート d を使って、他の ODM インスタン
スと通信し、クラスタ全体にわたり OMF（Oracle Managed Files）のファイル
管理機能をサポートします。

f

CFS は、GLM ロックとメタデータ通信にこのポートを使います。

h

VCS は、このポートを使います。
VCS は、各システムで実行されているリソースの状態をクラスタ中のすべて
のシステムと通信します。

o

このポートは、VCSMM ドライバまたは VCS メンバーシップモジュールによっ
て使われます。

v

CVM はカーネル間の通信にこのポートを使います。

w

vxconfigd 設定デーモン（CVM のモジュール）がメッセージング用にこの
ポートを使います。

I/O フェンシングのトラブルシューティング
次の項では、I/O フェンシングの問題のトラブルシューティングについて説明します。症
状と推奨される解決策を確認してください。

起動時の SCSI 予約エラー
SF Oracle RAC クラスタのノードを再起動した場合に、次のような SCSI 予約エラーが発
生する可能性があります。
date system name kernel: scsi3 (0,0,6) : RESERVATION CONFLICT

このメッセージは SCSI-3 I/O フェンシングにより保護されているすべての共有ディスクグ
ループのメンバーであるディスクそれぞれに表示されます。このメッセージは無視しても
安全です。

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティリ
ティが失敗する
次のようなメッセージが表示された場合
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.
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他のホストに SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクが予約された場合、SCSI
TEST UNIT READY コマンドに対して正常終了の戻り値を返せないディスクアレイも存在
します。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイの
オプションである 186 ビットが使えない場合に発生します。

他のノードが除外されている間、ノードはクラスタを参加させられない
現在、ノードをクラスタからフェンシングアウト（除外）しているクラスタは、フェンシング操
作が完了するまで、ノードがクラスタに参加しないように妨害します。次のメッセージは、
新しいノードのコンソールに表示されるメッセージの例です。
...VxFEN ERROR V-11-1-25 ... Unable to join running cluster
since cluster is currently fencing
a node out of the cluster.

新しいノードのブート中にこういったメッセージが表示された場合、ノード上の vxfen
startup スクリプトは、クラスタに参加させる試行を 5 回まで行います。
I/O フェンシングの試行が失敗したときに、クラスタへのノードの参加を手動で行うには
◆

vxfen スクリプトがノードをクラスタに参加させる試行に失敗した場合、新しいノード
を再起動するか、次のコマンドで vxfen ドライバの再起動を試行します。
# /etc/init.d/vxfen start

システムパニックによって潜在的なデータ破損が防止される
ノードがスプリットブレイン状態になり、クラスタから除外されると、パニックを発生させ、次
のメッセージをコンソールに表示します。
VXFEN:vxfen_plat_panic: Local cluster node ejected from cluster to
prevent potential data corruption.

p.260 の 「vxfen ドライバが既存のスプリットブレイン状態を確認する方法」 を参照してく
ださい。

vxfen ドライバが既存のスプリットブレイン状態を確認する方法
vxfen ドライバは、プライベートネットワークリンクに障害が発生すると、そのリンクが修復
されるまで、除外されたノードがクラスタに再参加するのを防止するように機能します。
たとえば、プライベートネットワークリンクが切断されたときに、システム 1 とシステム 2 の
クラスタが正常に動作していると仮定します。また、システム 1 は除外システムであること
も仮定します。プライベートネットワークリンクがリストアされる前にシステム 1 が再起動し
た場合、そのメンバーシップ設定にはシステム 2 は表示されませんが、システム 1 がコー
ディネータディスクに登録しようとすると、システム 2 が登録されていることを検出します。
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システム 2 に関してこのような矛盾した情報が得られたため、システム 1 はクラスタに参加
せず、vxfenconfig から次のようなエラーが返されます。
vxfenconfig: ERROR: There exists the potential for a preexisting
split-brain. The coordinator disks list no nodes which are in
the current membership. However, they also list nodes which are
not in the current membership.
I/O Fencing Disabled!

また、次の情報がコンソールに表示されます。
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>

<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system

name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>

vxfen: WARNING: Potentially a preexisting
split-brain.
Dropping out of cluster.
Refer to user documentation for steps
required to clear preexisting split-brain.
I/O Fencing DISABLED!
gab: GAB:20032: Port b closed

ただし、プライベートネットワークリンクが正常に動作していて、両方のシステムがダウン
し、システム 1 が再起動してシステム 2 が再起動に失敗した場合にも、同じエラーが発生
することがあります。システム 1 のクラスタから見ると、システム 2 は、まだコーディネータ
ディスクに登録されている可能性があります。
実際の、および表面上の潜在的なスプリットブレイン状態を解決するには
◆

発生したスプリットブレイン状態により、次を実行します。
実際の潜在的なスプリットブレイ 1
ン状態 - システム 2 は起動、シ
2
ステム 1 は除外

3

システム 1 が起動しているかどうかを確認します。
システム 1 が起動し、動作している場合は、システム
1 を停止し、プライベートネットワークリンクを修復して、
スプリットブレイン状態を解消してください。
システム 1 を再起動します。
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表面上の潜在的なスプリットブ
レイン状態 - システム 2 はダウ
ン、システム 1 は除外

1

システム 2 がダウンしていることを物理的に確認しま
す。
コーディネータディスクに現在登録されているシステ
ムを確認します。次のコマンドを使います。
# vxfenadm -g all -f /etc/vxfentab
このコマンドの出力に、コーディネータディスクに登録
されたキーが表示されます。

2

vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータ
ディスク上のキーとデータディスク上のキーをクリアし
ます。
p.262 の 「vxfenclearpre コマンドを使ったスプリットブ
レイン状態のキーのクリア」 を参照してください。

3

必要な修正をシステム 2 に行います。

4

システム 2 を再起動します。

vxfenclearpre コマンドを使ったスプリットブレイン状態のキーのクリア
スプリットブレイン状態が発生した場合、vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネー
タディスクとすべての共有ディスクグループにあるデータディスクから、SCSI-3 登録や予
約を削除します。
p.80 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

コーディネータディスクで登録済みキーが紛失する
コーディネータディスクで登録したキーが紛失した場合、スプリットブレインが発生すると、
クラスタはパニックになることがあります。
紛失キーをリフレッシュするには
◆

vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクと交換し
ます。vxfenswap ユーティリティは、ディスクの交換時に紛失キーを登録します。
p.87 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

クラスタがオフラインのときの損傷ディスクの交換
ディスクが損傷するか操作不能になり、オフラインになっているクラスタ内の新しいディス
クグループに切り替えたい場合、次の手順を実行します。
オンラインのクラスタでは、vxfenswap ユーティリティを使ってディスクを交換できます。
p.81 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
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コーディネータディスクグループのコーディネータディスクを交換したり、コーディネータ
ディスクグループを破壊したりするには、次の情報を確認してください。
メモ: コーディネータディスクを交換または削除するには、すべてのサービスがシャットダ
ウンされている必要があります。
この手順では、次の点に注意してください。
■

ディスクを追加するときは、vxfencoorddg を使用してディスクをディスクグループに
追加し、グループが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしていることを再テ
ストします。

■

登録キーがディスクに残らないようにコーディネータディスクグループを破壊できます。
その後、そのディスクを他の場所で使うことができます。

クラスタがオフラインのときに、コーディネータディスクグループのディスクを交換するに
は

1

いずれかのクラスタノードにスーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS が実行中の場合はシャットダウンします。
# hastop -all

ポート h がすべてのノードで閉じられていることを確認します。ポート h が閉じられて
いることを確認するには、次のコマンドを実行します。
# gabconfig -a

3

各ノードで VCSMM ドライバを停止します。
# /etc/init.d/vcsmm stop

4

各ノードの I/O フェンシングを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

この結果、ディスクからすべての登録キーが削除されます。
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5

コーディネータディスクグループをインポートします。/etc/vxfendg ファイルには、
コーディネータディスクを含むディスクグループの名前（通常は vxfencoorddg）が
記述されているため、次のコマンドを使います。
# vxdg -tfC import `cat /etc/vxfendg`

ここで、
-t は、ディスクグループが、ノードを再起動するまでの間だけインポートされることを
指定します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。このオプションは、アクセスできな
いディスクがある場合に必要です。
-C は、すべてのインポートロックを削除することを指定します。

6

ディスクグループからディスクを削除するには、VxVM ディスク管理者のユーティリ
ティ vxdiskadm を使います。
また、既存のコーディネータディスクグループを破壊することもできます。たとえば、
次のようになります。
■

コーディネータ属性がオンに設定されているかどうかを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |

■

grep flags: | grep coordinator

コーディネータ属性値がオンに設定されている場合は、コーディネータディスク
グループのこの属性もオフにする必要があります。
# vxdg -g vxfencoordg set coordinator=off

■

ディスクグループを破壊します。
# vxdg destroy vxfencoorddg

7

新しいディスクをノードに追加し、それを VxVM ディスクとして初期化して、
vxfencoorddg ディスクグループに追加します。
手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC インストー
ル/設定ガイド』を参照してください。

8

再作成したディスクグループが SCSI-3 Persistent Reservation に準拠しているこ
とをテストします。
p.72 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。
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9

コーディネータディスクグループ内のディスクを交換したら、ディスクグループをデ
ポートします。
# vxdg deport `cat /etc/vxfendg`

10 各ノードで、I/O フェンシングドライバを起動します。
# /etc/init.d/vxfen start

11 各ノードで、VCSMM ドライバを起動します。
# /etc/init.d/vcsmm start

12 必要に応じて、各ノードで VCS を再起動します。
# hastart

.bashrc ファイルの中で echo または cat が使われている場合に
vxfenswap ユーティリティの障害が発生する
ノードに対応する .bashrc ファイルの中でメッセージを出力するための echo または cat
を使っている場合に、vxfenswap ユーティリティの障害が発生します。
vxfenswap ユーティリティの障害を回復するには
◆

rcp または scp が正しく機能しているかどうか確認します。
vxfenswap の操作が失敗した場合、必要に応じて vxfenswap -cancel コマンド
を使い、このユーティリティが加えたすべての変更をロールバックします。
p.81 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

CVM のトラブルシューティング
この項では、CVM の問題のトラブルシューティングについて説明します。

共有ディスクグループをインポートできない
次のようなメッセージが表示されることがあります。
vxvm:vxconfigd:ERROR:vold_pgr_register(/dev/vx/rdmp/disk_name):
local_node_id<0
Please make sure that CVM and vxfen are configured
and operating correctly
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まず、CVM が動作していることを確認します。vxclustadm nidmap コマンドを実行して、
クラスタ内にある CVM ノードを表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
galaxy
nebula

CVM Nid
1
0

CM Nid

State

0
1

Joined: Master
Joined: Slave

上記の出力は、CVM が正常に動作していて、システム galaxy が CVM マスターである
ことを示しています。
CVM が正常に機能している状況では、このメッセージは、CVM がローカルシステムの
ノード ID を vxfen ドライバから取得できない場合に表示されます。これは、通常、ポート
b が設定されていない場合に発生します。
vxfen ドライバが設定されていることを確認するには
次のコマンドを使って GAB ポートを調べます。
# /sbin/gabconfig -a

ポート b はローカルシステムに設定されている必要があります。

共有ディスクグループのインポートエラー
共有ディスクグループをインポートしているときに、次のメッセージが表示される可能性が
あります。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group disk group name: import
failed: No valid disk found containing disk group

ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.80 の 「先在キーの削除」 を参照してください。

CVM の起動不能
CVM を起動できない場合は、/etc/llthosts ファイルと main.cf ファイルのノード ID
の整合性を確認してください。
ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.80 の 「先在キーの削除」 を参照してください。
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CVMCluster がオンラインでも CVMVolDg がオンラインにならない
CVMCluster リソースがオンライン状態に遷移した際に、共有ディスクグループは自動的
にインポートされます。ディスクグループのインポートが何らかの理由で失敗すると、
CVMVolDg リソースは障害状態に遷移します。インポートに失敗する原因を修正した後、
CVMVolDg タイプのリソースに対するクリアおよびオフライン操作だけでは、CVMVolDg
リソースはオンライン状態に遷移しません。
リソースの問題を解決するには

1

共有ディスクグループのインポートが失敗する原因を解決します。

2

リソースタイプ CVMVolDg を含むサービスグループと、リソースタイプ CVMCluster
を含むサービスグループをオフラインにします。

3

CVMCluster リソスを含むサービスグループをオンラインにします。

4

CVMVolDg リソースを含むサービスグループをオンラインにします。

共有ディスクが表示されない
/proc/scsi/scsi の共有ディスクが表示されない場合は、次の作業を行います。

HBA および SCSI 層で、すべての共有 LUN が検出されることを確認してください。これ
を確認するには、/proc/scsi/fibre channel driver/* ファイルを参照します。
たとえば、次のようになります。

/proc/scsi/qla2xxx/2 contains...
...
SCSI LUN
(Id:Lun)
( 0: 0):
( 0: 1):
( 0: 2):
( 0: 3):
( 0: 4):
...

Information:
* - indicates lun is not registered with the OS.
Total reqs 74, Pending reqs 0, flags 0x0, 0:0:84 00
Total reqs 0, Pending reqs 0, flags 0x0*, 0:0:84 00
Total reqs 0, Pending reqs 0, flags 0x0*, 0:0:84 00
Total reqs 0, Pending reqs 0, flags 0x0*, 0:0:84 00
Total reqs 0, Pending reqs 0, flags 0x0*, 0:0:84 00

上記の例は、SCSI では検出されない LUN があることを示しています。この問題は、SCSI
ドライバに対して dev_flags または default_dev_flags と max_luns パラメータを指
定することによって修正される可能性があります。
/proc/scsi/fibre channel driver/* ファイルで LUN が表示されない場合は、SAN

の設定またはゾーン化の問題を示している可能性があります。
次の追加手順を実行します。

267

268

第 9 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
リポジトリデータベースのトラブルシューティング

■

/kernel/drv/sd.conf ファイルを参照し、新しい LUN が追加されているかどうかを確
認します。

■

フォーマットを見て、LUN がサーバーの中でラベル付けされているかを確認します。

■

次のコマンドを使って、ディスクが表示されるかを確認します。
# prtvtoc /dev/rdsk/cntndnsn

リポジトリデータベースのトラブルシューティング
このセクションでは、リポジトリデータベースの問題を解決するために使用する
sfua_db_config スクリプトコマンドについて説明します。

sfua_db_config スクリプトコマンドオプション
表 9-2 は sfua_db_config スクリプトコマンドオプションについて説明しています。リポジ
トリデータベースに問題があるときに、これらのコマンドオプションを使います。
表 9-2

sfua_db_config スクリプトコマンドオプション

コマンドオプション

説明

-ssh

高可用性（HA）設定では、sfua_db_config コマンドとこの
コマンドオプションを併用します。
このコマンドオプションは、ssh と scp がシステム間の通信に使
われることを示します。

メモ: パスワードの入力または確認を行わなくてもコマンドを実
行できるようにするために、ssh または rsh を事前に設定して
ください。デフォルトは rsh です。
-o dropdb

sfua_db_config -o dropdb コマンドを使うと、リポジトリ
データベースが停止します。

-o unconfig_cluster

sfua_db_config -o unconfig_cluster コマンドを使
うと、VCS クラスタのリポジトリデータベースの設定が解除され
ます。

-o dbstatus

sfua_db_config -o dbstatus コマンドは、データベー
スとデータベースサーバーの状態を検証します。

-o stopserver

sfua_db_config -o stopserver コマンドは、データ
ベースサーバーを停止します。

-o startserver

sfua_db_config -o startserver コマンドは、データ
ベースサーバーを起動します。

第 9 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
データベース DST（Dynamic Database Storage Tiering）コマンドのトラブルシューティング

コマンドオプション

説明

-o serverstatus

sfua_db_config -o serverstatus コマンドを使うと、
データベースサーバーの状態をレポートできます。

-o stopdb

sfua_db_config -o stopdb コマンドは、リポジトリデー
タベースをデータベースサーバーから切り離します。

-o startdb

sfua_db_config -o startdb コマンドは、リポジトリデー
タベースをデータベースサーバーに接続します。

あるノードから別のノードへのリポジトリデータベースの切り替え
時として、高可用性リポジトリデータベースをあるノードから別のノードに切り替えることが
役立つ場合があります。
リポジトリを切り替える方法の 1 つは、次の通りです。
1 つのノードでリポジトリデータベースをオフラインにします。
# hagrp -offline Sfua_Base -sys nebula

他のノードでリポジトリデータベースをオンラインにします。
# hagrp -online Sfua_Base -sys galaxy

データベース DST（Dynamic Database Storage Tiering）
コマンドのトラブルシューティング
データベース DST コマンドが次の例のように失敗した場合は、tsdb_debug.log を確認
します。
tsdb_debug.log は次の場所にあります。
/var/vx/vxdba/logs/tsdb_debug.log

たとえば、dbdst_addvol コマンドの実行後に次のメッセージが表示された場合は、
tsdb_debug.log を確認してください。
$ /opt/VRTS/bin/dbdst_addvol -S BLM21 -M /dev/vx/dsk/nobody_data1/¥
data1vol -v new_vol1:fast_storage,new_vol2:slow_storage,new_vol3:slow_storage
SFORA dbdst_addvol ERROR V-81-6222 Could not add volume new_vol1 to vset

tsdb_debug.log にアクセスして確認すると、次の情報が表示されます。
snip /var/vx/vxdba/logs/tsdb_debug.log>
1216606 Tue May 13 10:11:05 2008
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/opt/VRTS/bin/dbdst_addvol -S BLM21 -M /dev/vx/dsk/nobody_data1/data1vol -v
new _vol1:fast_storage,new_vol2:slow_storage,
new_vol3:slow_storage
1216606 Tue May 13 10:11:09 2008
RACmaster = editor
1216606 Tue May 13 10:11:09 2008
editor:/opt/VRTSdbcom/.dba/tsdb_setup.sh -g nobody_data1 -o addvol -d¥
data1vol - v new_vol1 -m /oradata1 -t vxfs.placement_class.FAST_STORAGE
1216606 Tue May 13 10:11:09 2008
command failed, ret=1
1216606 Tue May 13 10:11:09 2008
tsdb_setup.sh arguments -g nobody_data1 -o addvol -d data1vol -v
new_vol1 -m /or
adata1 -t vxfs.placement_class.FAST_STORAGE
05/13/08@17:08:11
size of volume new_vol1 is 204800
VxVM vxvset ERROR V-5-1-10035 Volume set data1vol contains volume(s)
in snapshot chain.
This can cause inconsistencies in the snapshot hierarchy. Specify "-f" option
to force the operation.
^^^^ NOTE: here is the reason for the failure, barried in this log file:
^^^^ /var/vx/vxdba/logs/tsdb_debug.log
Can not add to data1vol, ERR 1
ERROR:1

CFS のトラブルシューティング
この項では、CFS の問題のトラブルシューティングについて説明します。

root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない
root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない場合には、クラスタファイルシステム
や RAC クラスタのプライマリノードの変更中にシステムがハングしてしまうことがあります。
root ユーザーの <library> パスに、/usr/lib エントリより前にCFS（クラスタファイルシス
テム）を指すエントリがある場合、次のタスクを実行しようとしたときにシステムがハングす
ることがあります。
■

CFS ファイルシステム用のプライマリノードの変更

■

プライマリノード上の CFS ファイルシステムのマウント解除

■

プライマリノード上のクラスタまたはサービスグループの停止
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この設定の問題は、主に共有 CFS ファイルシステム上に Oracle バイナリがインストール
された RAC 環境で発生します。
次の例は、システムがハングする可能性のある <library path> の設定例です。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:/app/oracle/orahome/lib:/usr/lib:/usr/ccs/lib

上記の例で、/oracle は CFS ファイルシステムです。ユーザーがこのファイルシステムの
プライマリノードを変更しようとすると、システムはハングします。この時点でもユーザーは
システムに対して ping コマンドや telnet コマンドを実行することができますが、ls のよう
な簡単なコマンドを実行しても反応がありません。プライマリノードを変更する際に必要な
最初の手順の 1 つに、クラスタ全体にわたってファイルシステムをフリーズさせておくこと
があります。その次に、fsck コマンドを直ちに実行して、インテントログを再生します。
<library> パスの最初のエントリがフリーズしているファイルシステム自身を指しているた
め、fsck コマンドはデッドロックの状態になります。実際に、<library> パスに依存する
すべてのコマンド（ls を含む）が以降、ハングして使えなくなります。
この問題を解決するためにお勧めする手順は次の通りです。すべてのユーザー（特に
root）の <library> パスの中で CFS ファイルシステムを指しているエントリがあれば、リス
トの最後の方、/usr/lib エントリよりも後に移動します。
つまり、上記の例の <library path> の場合は、次のように変更します。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:/usr/lib:/usr/ccs/lib:/app/oracle/orahome/lib

VCSIPC のトラブルシューティング
この項では、VCSIPC の問題のトラブルシューティングについて説明します。

Oracle トレースまたはログファイル内の VCSIPC エラー
Oracle トレースファイルとログファイル内で VCSIPC エラーが見られる場
合、/var/adm/messages ファイルで LMX エラーメッセージを確認します。
次のいずれかの内容を含むメッセージが見られた場合は、

. . . out of buffers
. . . out of ports
. . . no minors available

p.288 の 「LMX のチューニングパラメータについて」 を参照してください。
Oracle トレースファイルおよびログファイルで次のような VCSIPC 警告メッセージが見ら
れる場合は
connection invalid

271

272

第 9 章 SF Oracle RAC のトラブルシューティング
相互接続のトラブルシューティング

または
Reporting communication error with node

他方のシステムの Oracle Real Application Cluster インスタンスがまだ稼動しているか、
または再起動しているかどうかを確認します。警告メッセージは、VCSIPC/LMX 接続が
無効であることを示しています。

相互接続のトラブルシューティング
この項では、相互接続のトラブルシューティングについて説明します。

ケーブル切断後のホストとディスク間の通信の復元
Fibre Channel ケーブルがホストとディスクの間で誤って切断された場合、再起動せずに
ホストとディスクの間の通信をリストアできます。
ケーブル切断後にホストとディスク間の通信をリストアするには

1

ケーブルを再接続します。

2

format コマンドを使って、ホストがディスクを認識していることを確認します。

ホストがディスクを認識するまでに数分かかる場合があります。

3

次の vxdctl コマンドを実行して、VxVM 設定デーモン vxconfigd がディスクを再
スキャンするように強制します。
# vxdctl enable

Oracle のトラブルシューティング
この項では、Oracle のトラブルシューティングについて説明します。

Oracle ユーザーが /etc/llttab ファイルを読み取ることができない
/etc/llttab ファイルの権限を確認します。Oracle が読み取り権限を持っている必要

があります。

Oracle インスタンス起動時のエラー
VCSMM ドライバ（メンバーシップモジュール）が設定されていない場合は、Oracle イン
スタンスの起動時に次のようなエラーが表示されます。
ORA-29702: error occurred in Cluster Group Operation
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VCSMM ドライバを起動するには、次のコマンドを入力します。
# /etc/init.d/vcsmm start
/etc/vcsmmtab ファイルに含まれるコマンドにより、VCSMM ドライバをシステム起動時

に開始できます。

手動でシャットダウンしていないときでも Oracle ログファイルにシャットダ
ウンの呼び出しがある
Oracle/Netlsnr リソースの監視が失敗すると、Oracle エンタープライズエージェントはイ
ンスタンスをシャットダウンします。すべてのクラスタノードで、エラーメッセージまたはス
テータスメッセージについて、次の VCS および Oracle エージェントのログファイルを確
認します。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
/var/VRTSvcs/log/Oracle_A.log

データベースの作成中に DBCA が失敗する
hostname -i コマンドによって、現在のノードのパブリック IP アドレスが返されることを確

認してください。このコマンドはインストーラによって使われ、その出力が OCR に格納され
ます。hostname -i によって 127.0.0.1 が返される場合は、DBCA が失敗する原因にな
ります。

CRS プロセスが起動に失敗する
PrivNIC エージェントを使って、プライベートリンク上に正しいプライベート IP アドレスが

設定されていることを確認してください。詳しくは CSS ログファイルを確認してください。
CSS ログファイルは、$ORA_CRS_HOME/log/node_name/cssd/* で見つかります。
詳しくは、Oracle CRS のマニュアルを参照してください。

再起動後に CRS が失敗する
システム起動後、CRS が起動に失敗する場合は、/var/log/ メッセージファイルに次の
文字列が含まれているかどうかを確認してください。
ファイル内にある文字列の値:
Oracle CSSD failure. Rebooting for cluster integrity

Oracle CSSD の障害が原因で、CRS が失敗することがあります。次のイベントのいずれ
かが原因で、Oracle CSSD が失敗することがあります。
■

通信の障害が生じ、CRS によってノードが遮蔽されました。
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■

OCR と投票ディスクが使えなくなりました。
が手動で強制終了され、inittab からの再ブート時にクラスタが再起動され
ました。

■ ocssd

■ init.cssd

スクリプトが停止されました。

ファイル内にある文字列の値:
Waiting for file system containing

CRS のインストールが共有ディスク上で実行され、init スクリプトは、そのファイルシステ
ムが使用可能になるまで待機しています。
ファイル内にある文字列の値:
Oracle Cluster Ready Services disabled by corrupt install

次のファイルが使えないか、またはそのエントリが破損しています。
/etc/oracle/scls_scr/hostname/root/crsstart.

ファイル内にある文字列の値:
OCR initialization failed accessing OCR device

OCR を含む共有ファイルシステムを使えず、CRS はそのファイルシステムが使用可能に
なるのを待機しています。

インストールに失敗した際の Oracle CRS の削除
次の手順では Oracle CRS を削除する方法について説明します。完全な手順について
は、Oracle CRS のマニュアルを参照してください。
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Oracle CRS を削除するには

1

rootdelete.sh スクリプトを実行します（この例では、$CRS_HOME は「/crshome」

です）。
# cd /crshome/install
# ./rootdelete.sh
rootdeinstall.sh スクリプトを実行します。
# cd /crshome/install
# ./rootdeinstall.sh

2

すべてのノードでアプリケーションを停止します。
# srvctl stop nodeapps -n node_name

3

inittab.orig を、もとの名前にコピーして、他のinit ファイルを削除します。
# cd

/etc

# cp inittab.orig inittab
# rm init.crs init.crsd init.cssd init.evmd
# rm /etc/rc.d/rc2.d/K96init.crs
# rm /etc/rc.d/rc2.d/S96init.crs

4

/etc ディレクトリから ora* ファイルを削除します。
# cd /etc
# rm -r oraInst.loc ora_save* oracle oratab
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5

現在のファイルのバックアップを作成した後、$CRS_HOME と Oracle インベントリか
らファイルを削除します。
$CRS_HOME が「/crshome」に配置されている場合、次の手順を実行します。
# cd /crshome
# mkdir crs.old
# mv * crs.old

$CRS_HOME が「/crshome/crs」に配置されている場合、次の手順を実行します。
# cd /crshome
# mv crs crs.old

「crs.old」ディレクトリは後で削除できます。

6

OCR と投票ディスクのディレクトリからファイルを削除します。次に例を示します。
# rm /ocrvote/ocr
# rm /ocrvote/vote-disk

OCR と投票ディスクのストレージが RAW ボリュームにある場合、次のようなコマンド
を使います。
# dd if=/dev/zero of=/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvol bs=8192 ¥
count=18000
# dd if=/dev/zero of=/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/votvol bs=8192 ¥
count=3000

7

システムを再ブートして CRS デーモンが実行されていないことを確認します。
後で CRS を再インストールする手順については、『Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。

仮想 IP（VIP）設定のトラブルシューティング
VIP 設定のトラブルシューティングには、次のコマンドとファイルが使えます。
■

すべてのノードでネットワークの問題を確認します。
/etc/ifconfig -a

■

仮想ホストの名前が DNS サーバーに登録されていることを確認します。
/usr/bin/nslookup virtual_host_name

■

各ノードで、/etc/hosts ファイルを確認します。
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■

次のコマンドを使って出力を調べます。
$CRS_HOME/bin/crs_stat

■

問題のあるノードで、次のコマンドを実行します。
$ srvctl start nodeapps -n node_name

このコマンドは、仮想 IP アドレスが設定されている場合にのみ機能します。

OCR と投票ディスクに関連した問題
アクセス権が、Oracle のインストールガイドの指定のとおりに適切に設定されていることを
確認してください。
p.273 の 「再起動後に CRS が失敗する」 を参照してください。

ODM のトラブルシューティング
この項では、ODM のトラブルシューティングについて説明します。

ODM に不正に設定されたファイルシステムが Oracle を停止する
リンクの作成に関する手順を確認し、Oracle がライブラリを使用することを了承します。
ODM ライブラリが Oracle RAC 9i にリンクされていない RAC クラスタ内の共有ファイルシ
ステムは、パフォーマンスが低下する可能性があるため、サポートされていません。
ODM がクラスタファイルシステムのサポートに必要なリソースを見つけることができない場
合、Oracle はクラスタファイルを識別できなくなり、起動時に失敗します。
クラスタのステータスを確認するには、次のコマンドを実行して出力を参照します。
# cat /dev/odm/cluster
cluster status: enabled

ステータスが enabled の場合、ODM はクラスタファイルをサポートしています。これ以外
のステータスは、ODM がクラスタファイルをサポートしていないことを示します。次の値が
あります。
pending

ODM はまだピアと通信できませんが、時間が経過すると通信可
能になると予測されています。

failed

ODM クラスタサポートが正しい初期化に失敗しました。コンソー
ルのログを確認してください。
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disabled

ODM がクラスタファイルをサポートしていません。ODM がクラス
タファイルをサポートしているはずだと思われる場合は、次の項
目を確認してください。
/etc/vfstab 内の /dev/odm マウントオプション。
nocluster オプションが使われている場合は、これによっ
てクラスタのサポート状態が disabled になっている可能
性があります。
■ VRTSgms（グループメッセージサービス）パッケージがイン
ストールされていることを確認します。
■

/dev/odm がマウントされていない場合、ステータスは何もレポートされません。

10
防止と修復の戦略
この章では以下の項目について説明しています。
■

防止と修復の戦略

防止と修復の戦略
次のトピックでは、SF Oracle RAC 環境で発生する可能性のあるさまざまな問題の防止
と修復に役立つ診断ツールと戦略について説明します。

SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートの確認
次の 8 つのポートは、SF Oracle RAC クラスタのすべてのノードで起動されている必要が
あります。
■

GAB

■

I/O フェンシング

■

ODM

■

CFS

■

VCS（「HAD」）

■

vcsmm（SF Oracle RAC のメンバーシップモジュール）

■

CVM（カーネルメッセージング）

■

CVM（vxconfigd）

次のコマンドは、GAB ポートの状態を確認するために使えます。
# gabconfig -a
GAB ポートメンバーシップ（GAB Port Memberships）
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Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

a
b
d
f
h
o
v
w

gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen
gen

7e6e7e05
58039502
588a7d02
1ea84702
cf430b02
de8f0202
db411702
cf430b02

membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership
membership

01
01
01
01
01
01
01
01

データは、ノード 0 とノード 1 を持つクラスタですべての GAB ポートが起動されているこ
とを示します。
SF Oracle RAC クラスタの GAB ポートについて詳しくは、SF Oracle RAC『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』を参照してください。

GAB シードメンバーシップの確認
クラスタに参加するシステム数は、/etc/gabtab の gabconfig コマンドに対する引数とし
て指定されます。次の例では、2 つのノードがクラスタを構成すると想定されています。
# cat /etc/gabtab
/sbin/gabconfig -c -n2

GAB は、指定した数のノードが利用可能になるまで待ち、自動的にポート「a」メンバー
シップを作成します。ポート「a」は、SF Oracle RAC クラスタノードの GAB メンバーシップ
を示します。ノードの参加や離脱などで GAB が再設定されるたびに、各クラスタメンバー
ノードのこのシードメンバーシップが増加します。
gabconfig -a に表示されるように、サンプルポート「a」メンバーシップは次の通りです。
Port a gen 7e6e7e01 membership 01

この場合、7e6e7e01 は、「メンバーシップ生成番号」を示し、01 はクラスタの「ノードマッ
プ」に対応します。ノードマップに存在するすべてのノードは、次のコマンドによって表示
されるように、同じメンバーシップ ID を反映します。
# gabconfig -a | grep "Port a"
セミコロンは、クラスタを離脱したノードのプレースホルダーとして使います。次の例では、
ノード 0 がクラスタを離脱しています。
# gabconfig -a | grep "Port a"
Port a gen 7e6e7e04 membership ;1

最後のノードがポート「a」メンバーシップを終了すると、メンバーシップ ID を増加させる
ノードが他にはなくなります。そのため、ポート「a」メンバーシップはクラスタのいずれの
ノードにも存在しなくなります。
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最後で最終のシステムが完全クラスタコールドシャットダウン状態から復帰したら、クラス
タは自動的にシードし、すべてのシステム上でポート「a」メンバーシップを形成します。常
に少なくとも 1 つのノードがアクティブである限り、その後システムをダウンさせて、任意の
組み合わせで再起動できます。
すべてのノードが同じメンバーシップ ID を共有し、ノードマップのすべてのノードが同じ
ポート「a」メンバーシップに参加していることをノードマップが認証します。この一貫性チェッ
クは、「スプリットブレイン」および「既存のスプリットブレイン」シナリオの検出に使われま
す。
スプリットブレインは、実行されているクラスタが、他のパーティションを認識していない 2
つまたはそれ以上のパーティションに分割されたときに発生します。既存のネットワーク
パーティションは、「cold」ノード（以前にクラスタには参加していないノード）が起動され、
必ずしもすべてのノードを含まない（複数サブクラスタ）メンバーシップを形成できるように
なると検出されます。

手動による GAB メンバーシップのシード
いずれかのノードが、GAB によって強制される「最小シード必要条件」のため、クラスタの
すべてのノードが再起動されたとき、起動されないことがあります。実際に他のノードが自
身のミニクラスタに参加していないかどうかを安全に判別するには、人間による介入が必
要になります。
スプリットブレインを招き、その後のデータ損傷につながらないように、手動でシードを行
う前に、次の点を慎重に検証する必要があります。
■

クラスタ内の他のノードがいずれもポート「a」メンバーシップを持っていないことを確認
します。

■

他のノードに、インポートした共有ディスクグループがないことを確認します。

■

依然として実行中のノードにポート「a」メンバーシップがない理由を判別します。

次のコマンドを実行し、GAB メンバーシップを手動でシードします。
# gabconfig -cx
詳しくは、gabconfig（1M）を参照してください。

VCS I/O フェンシングポートの評価
I/O フェンシング（VxFEN）は、クラスタ内のノード間の通信のために GAB が提供する専
用ポートを使います。このポートは、クラスタ内の任意のノードで gabconfig -a が実行
されたとき、ポート「b」として表示されます。このメンバーシップのポート「b」に対応するエ
ントリは、I/O フェンシングで表示されるように、クラスタ内の既存のメンバーを示します。
GAB は、クラスタメンバーシップの保持のためにポート「b」を使い、I/O フェンシングの起
動のためにアクティブになっている必要があります。
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クラスタでフェンシングが有効になっているかどうかを調べるには、「-d」オプションを
vxfenadm とともに使い、各クラスタノードでの I/O フェンシングモードを表示します。ポー
ト「b」メンバーシップは、gabconfig -a の出力に存在し、その出力ではクラスタ内のす
べてのノードが一覧表示されている必要があります。
I/O フェンシングに必要な GAB ポートが起動されていない場合、つまり、ポート「a」が
gabconfig -a コマンドの出力に表示されていない場合、LLT および GAB はノードで
起動される必要があります。
次のコマンドは、LLT および GAB それぞれを起動するときに使われます。
各ノードで LLT を起動するには
# /etc/init.d/llt start
LLT が各ノードで正しく設定されている場合、コンソール出力は次のように表示されます。
LLT INFO V-14-1-10009 LLT Protocol available

各ノードで GAB を起動するには
#/etc/init.d/gab start
GAB が各ノードで正しく設定されている場合、コンソール出力は次のように表示されま
す。
GAB INFO V-15-1-20021 GAB available
GAB INFO V-15-1-20026 Port a registration waiting for seed port
membership

VCS I/O フェンシングの正常機能の確認
スプリットブレインのシナリオから保護するには、SF Oracle RAC クラスタで VCS I/O フェ
ンシングを有効にしておくことは必須です。VCS I/O フェンシングは、次の場合に正常に
実行していると考えられます。
■

両方のノードでフェンシングポート「b」が有効になっている
# gabconfig -a

■

コーディネータディスクに登録済みキーがある
# vxfenadm -g all -f /etc/vxfentab
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SF Oracle RAC クラスタでの SCSI-3 TGR キーの管理
I/O フェンシングは、SCSI-3 PGR キーをコーディネータ LUN に配置します。キーの形式
は、7 個のダッシュ文字の前のシステムの LLT ID に ASCII の "A" が接頭辞として付く、
命名規則に従います。
たとえば、次のようになります。
node 0 uses A------node 1 uses B------SF Oracle RAC/SF CFS/SF HA 環境で、VxVM/CVM はキーをデータディスクに登録
し、そのキーの形式は、ディスクグループがインポートされる ith 共有グループであるよう
な、`xxxx' = i となっている文字 "PGRxxxx" が続く、システムの LLT ID に ASCII の "A"
が接頭辞として付く形式です。
たとえば、次のようになります。ノード 0 は APGR0001（最初にインポートされた共有グ
ループの場合）を使います。
VCS/CVM は登録キーに加え、データ LUN に予約キーもインストールします。LUN を予
約できるのは 1 つのキーだけなので、クラスタごとの予約キーは 1 つです。
p.39 の 「SCSI-3 Persistent Reservation について」 を参照してください。
次のコマンドを実行すると、データディスクグループのキーが一覧表示されます。
# vxdg list |grep data
galaxy_data1 enabled,shared,cds 1201715530.28.pushover

galaxy_data1 に属するデータディスクを選択します。
# vxdisk -o alldgs list |grep galaxy_data1
c1t2d0s2 auto:cdsdisk
c1t2d1s2 auto:cdsdisk
c1t2d2s2 auto:cdsdisk

c1t2d0s2
c1t2d1s2
c1t2d2s2

galaxy_data1 online shared
galaxy_data1 online shared
galaxy_data1 online shared

次のコマンドを実行すると、PGR キーが一覧表示されます。
# vxdisk -o listreserve list c1t2d0s2
........
........
Multipathing information:
numpaths:
1
hdisk6 state=enabled
Reservations:
BPGR0000 (type: Write Exclusive Registrants Only, scope: LUN(0x0))
2 registered pgr keys
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BPGR0004
APGR0004

また、vxfenadm コマンドを使って PGR キーを一覧表示することもできます。
# echo "/dev/vx/dmp/c1t2d0s2" > /tmp/disk71
# vxfenadm -g all -f /tmp/disk71
Device Name: /dev/vx/dmp/c1t2d0s2
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
Key Value [Numeric Format]: 66,80,71,82,48,48,48,52
Key Value [Character Format]: BPGR0004
key[1]:
Key Value [Numeric Format]: 65,80,71,82,48,48,48,52
Key Value [Character Format]: APGR0004

ホストから LUN へのパスが複数ある場合のコーディネータ LUN
上の SCSI-3 PGR キー数の評価
ユーティリティ vxfenadm は、コーディネータ LUN 上のキーを表示するときに使われま
す。キーの値は、各キーに対応するノードを識別します。各ノードは、登録キーを LUN
のすべての使用可能パスにインストールします。したがって、登録キーの総数は、上記の
ように各ノードがインストールしたキーの合計になります。
p.78 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

コーディネータ LUN からの SCSI-3 PGR キーの不測の削除の検
出
現在コーディネータディスクにインストールされているキーは、次のコマンドを使って読み
取れます。
#vxfenadm -g all -f /etc/vxfentab
クラスタが正常に動作するためには、コーディネータディスクそれぞれで動作しているクラ
スタの各ノードのキーが必要です。

障害が発生したコーディネータ LUN の識別
I/O フェンシングとともに提供されるユーティリティ vxfentsthdw (1M) は、障害の発生し
たコーディネータ LUN の識別に使えます。このユーティリティは、クラスタ内の任意の 2
つのノードから実行する必要があります。チェックの必要があるコーディネータ LUN は、
ユーティリティに提供されます。
p.69 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してください。
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I/O フェンシングを停止しない障害発生コーディネータディスクの交換
クラスタがオンラインのときに、コーディネータディスクグループのディスクを交換するに
は

1

vxdg コマンドを使ってコーディネータディスクグループをインポートします。
# vxdg -tfC import `cat /etc/vxfendg`

2

障害の発生したディスク（この例では c1t2d1s2）をコーディネータディスクグループ
から削除し、新しいディスク（この例では c1t2d3s2）を追加します。
# vxfenconfig -l
I/O フェンシングの設定情報:
====================
Single Disk Flag
: 0
Count
: 3
Disk List
Disk Name
Major Minor Serial Number
/dev/vx/rdmp/c1t2d0s2
45
8
50002AC0006E028C
/dev/vx/rdmp/c1t2d1s2
45
10
50002AC00072028C
/dev/vx/rdmp/c1t2d2s2
45
12
50002AC0006D028C

3

Policy
dmp
dmp
dmp

コーディネータフラグが設定されていることを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |grep flags | grep coordinator ¥
flags: cds coordinator
#

4

コーディネータフラグを設定してディスクグループを作成した場合、次の手順に進む
前にフラグを一時的にリセットする必要があります。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off

5

コーディネータフラグがオフになっていることを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg | grep flags:| grep coordinator

6

既存の古いディスクを削除し、新しいディスクを追加します。
# vxdg -g vxfencoorddg rmdisk c1t2d1s2
# vxdg -g vxfencoorddg adddisk c1t2d3s2

7

いずれかのノードから vxfenswap ユーティリティを実行します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap -g vxfencoorddg
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8

2 番目の手順でコーディネータフラグをリセットした場合、次のコマンドを使って設定
します。
#vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

9

コーディネータフラグが設定されていることを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |grep flags | grep coordinator ¥
flags: cds coordinator
#

10 vxfenconfig -l の出力は、ディスクの交換が完了したことを確認します。
# vxfenconfig -l
I/O フェンシングの設定情報:
Single Disk Flag
: 0
Count
: 3
Disk List
Disk Name
Major
/dev/vx/rdmp/c1t2d0s2
45
/dev/vx/rdmp/c1t2d3s2
45
/dev/vx/rdmp/c1t2d2s2
45

Minor
Serial Number
8
50002AC0006E028C
10
50002AC00033028C
12
50002AC0006D028C

Policy
dmp
dmp
dmp

11 コーディネータディスクグループをデポートします。
# vxdg deport `cat /etc/vxfendg`

I/O フェンシングカーネルログの収集
I/O フェンシングカーネルログには、複雑な I/O フェンシングの問題のトラブルシューティ
ングに有益な情報が含まれています。ログは、次のコマンドを使って収集できます。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfendebug -p

11
チューニングパラメータ
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のチューニングパラメータについて

■

LMX のチューニングパラメータについて

■

VXFEN のチューニングパラメータについて

■

VXFEN モジュールパラメータの設定

SF Oracle RAC のチューニングパラメータについて
チューニングパラメータの設定を変えることにより、SF Oracle RAC の特定の機能のパ
フォーマンスを向上させることができます。この章では、SF Oracle RAC が持つ次のチュー
ニングパラメータの設定方法について説明します。
■

LMX

■

VXFEN

Symantec では、カーネルドライバのチューニングパラメータを変更する場合は、必ず
Veritas のサポートにお問い合わせいただくことをお勧めしています。いくつかのチュー
ニングパラメータは、重要なデータ構造のためのメモリを事前に割り当てており、それらの
値を変更すると、メモリの使用量が増えたり、パフォーマンスが低下したりします。
警告: 以下に説明する SF Oracle RAC のチューニングパラメータ、LMX および VXFEN
を調整してパフォーマンスを向上させたい場合は、必ず Veritas のサポートにお問い合
わせください。
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LMX のチューニングパラメータについて
この項では、LMX のチューニングパラメータの概念と、LMX モジュールを再設定する方
法について説明します。

Solaris OS の LMX チューニングパラメータ
ノードの LMX ドライバのグローバルチューニングパラメータの値を変更するには、ファイ
ル /kernel/drv/lmx.conf を変更します。
表 11-1 に LMX ドライバのチューニングパラメータを示します。
表 11-1

LMX のチューニングパラメータ

LMX パラメータ

デフォルト値

最大値

説明

contexts (minors)

8192

65535

システム全体の
contexts の最大数を
指定します。各 Oracle
プロセスには、通常、2
つの LMX contexts が
あります。
contexts と minors
は、マニュアルでは同
じ意味で使われます。
contexts は Oracle 固
有の用語であり、
lmx.conf ファイルの
値を指定する場合は、
必ず contexts を使う必
要があります。

ports

4096

65535

単方向通信で送受者
から受信者にメッセー
ジを転送する場合の通
信エンドポイントの数を
指定します。

buffers

4096

65535

LMX データをコピーで
きるメモリ内のアドレス
指定可能なリージョンの
数を指定します。

1 つのノードで［no minors available］というメッセージが出力された場合
は、/kernel/drv/lmx.conf ファイルを編集して contexts の最大数を拡張するように
設定パラメータを追加することが考えられます。
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メモ: エラーメッセージには「minors」という語が使われている場合でも、パラメータ値を変
更する場合には「contexts」を使用する必要があります。

警告: 特定のシステムの contexts の値を拡張すると、そのシステムのリソースが一部影
響を受けることがあります。

LMX モジュールを再度設定するには
このセクションでは、LMX モジュールをノードに再設定する方法について説明します。こ
の例では、contexts=16384 と設定しているため、Oracle プロセスの最大数が 8192 に
なります（8192 * 2 = 16384）。次の出力では、整数値を指定するのに二重引用符を使っ
ていません。
#
# LMX configuration file
#
name="lmx" parent="pseudo" contexts=16384 instance=0;
/kernel/drv/lmx.conf ファイルの変更を有効にするには、システムを再起動するか、

次に説明する手順に従って LMX モジュールを再設定します。
LMX モジュールを再度設定するには

1

システム上のすべての Oracle サービスグループを停止します。
# hagrp -offline oragrp -sys galaxy

2

システム上の sqlplus や svrmgrl などのすべての Oracle クライアントプロセスを
停止します。

3

LMX モジュールを設定解除します。
# /sbin/lmxconfig -U

4

LMX モジュール ID を確認します。
# /usr/sbin/modinfo | grep -I lmx

モジュール ID は、出力の最初の欄に示される数字です。

5

確認したモジュール ID を使って、LMX モジュールをロード解除します。
# /usr/sbin/modunload -I

module_ID
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6

Solaris 10 を実行しているシステムでは、update_drv コマンドを実行し
て、/kernel/drv/lmx.conf ファイルを再読込します。
# /usr/sbin/update_drv lmx

メモ: modunload コマンドがドライバモジュールに対してよく使われます。このコマン
ドは、関連のドライバ設定ファイルをシステムが強制的に再読込するようにします。こ
の手順とコマンドが Solaris 9 では機能した場合でも、以降のリリースでは正しく機
能しない場合があります。Solaris 10 が実行されているシステムに対してドライバ設
定ファイルを再読込するためにサポートされている方法は、update_drv コマンドを
利用する方法です。詳しくは、update_drv(1M) の項を参照してください。

7

LMX モジュールを設定します。
# /sbin/lmxconfig -c

8

サービスグループをオンラインに戻します。
# hagrp -online oragrp -sys galaxy

VXFEN のチューニングパラメータについて
この項では、VXFEN のチューニングパラメータの概念と、VXFEN モジュールを再設定
する方法について説明します。
表 11-2 は、VXFEN ドライバのチューニングパラメータについて説明しています。
表 11-2

VXFEN のチューニングパラメータ

vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小、最大

vxfen_debug_sz

デバッグログのサイズ（バイト）
■

値
デフォルト: 65536
最小: 65536
最大:256K
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vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小、最大

vxfen_max_delay

スプリットブレインが発生したときに、小さい方のサブクラスタが、より
大きなサブクラスタとコーディネータディスクの制御をめぐって競合す
るまでに待機する最大時間を秒数で指定します。
これは、vxfen_max_delay 値より大きい値にする必要があります。
■

vxfen_min_delay

値
デフォルト: 60
最小: 0
最大:600

スプリットブレインが発生したときに、小さい方のサブクラスタが、より
大きなサブクラスタとコーディネータディスクの制御をめぐって競合す
るまでに待機する最小時間を秒数で指定します。
これは、vxfen_max_delay 値より小さい値にする必要があります。
■

値
デフォルト: 1
最小: 0
最大:600

ネットワーク分割が発生すると、コーディネータディスクの制御の取得をめぐって競合する
前に、より小さいサブクラスタが遅延します。この遅延により、より大きなサブクラスタがコー
ディネータディスクを制御できます。vxfen_max_delay と vxfen_min_delay のパラメー
タで遅延の秒数を定義します。

VXFEN モジュールパラメータの設定
以下のセクションでは、カーネルドライバのチューニングパラメータの調整後に、VXFEN
モジュールの設定および再設定を行う手順について説明します。

VXFEN モジュールを再度設定するには
各ノードで、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを編集し、vxfen ドライバのグローバル
チューニングパラメータ vxfen_max_delay と vxfen_min_delay の値を変更します。
メモ: システムを再起動して変更内容を反映する必要があります。
VXFEN の次の例は、vxfen_max_delay パラメータを変更する前のデフォルトファイル
/kernel/drv/vxfen.conf の内容を示しています。
#
# VXFEN configuration file
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#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=1;

ファイルを編集して min_delay の値を 30 に変更すると、デフォルトファイル
/kernel/drv/vxfen.conf に含まれる値は、次のようになります。
#
# VXFEN configuration file
#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=30;

デフォルトファイルの編集内容を確認後、ファイルを保存して閉じます。
変更内容を反映するには、システムを再起動するか、次の手順に従って VXFEN モジュー
ルを再度設定します。
VXFEN モジュールを再度設定するには

1

ノード上のすべての Oracle サービスグループを停止します。
# hagrp -offline oragrp -sys galaxy

2

sqlplus、svrmgrl、gsd など、ノード上のすべての Oracle クライアントプロセスを

停止します。

3

VXFEN モジュールの設定を解除します。
# /sbin/vxfenconfig -U

4

VXFEN モジュール ID を確認します。
# /usr/sbin/modinfo | grep -I vxfen

モジュール ID は、出力の最初の欄に示される数字です。

5

特定したモジュール ID を使って、VXFEN モジュールをロード解除します。
# /usr/sbin/modunload -I module_ID
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6

Solaris 10 を実行しているシステムでは、update_drv コマンドを実行し
て、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを再読込します。
# /usr/sbin/update_drv vxfen

メモ: modunload コマンドがドライバモジュールに対してよく使われます。このコマン
ドは、関連のドライバ設定ファイルをシステムが強制的に再読込するようにします。こ
の手順とコマンドが Solaris 9 では機能した場合でも、以降のリリースでは正しく機
能しない場合があります。Solaris 10 が実行されているシステムに対してドライバ設
定ファイルを再読込するためにサポートされている方法は、update_drv コマンドを
利用する方法です。詳しくは、update_drv(1M) の項を参照してください。

7

VXFEN モジュールを設定します。
# /sbin/vxfenconfig -c

8

サービスグループをオンラインに戻します。
# hagrp -online oragrp -sys galaxy
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4
参照情報

■

Database FlashSnap の状態情報

■

サードパーティソフトウェアによるファイルのバックアップ

■

エラーメッセージ
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A
Database FlashSnap の状態
情報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Database FlashSnap の状態情報について

■

GUI からの Database FlashSnap の状態情報

■

CLI からの Database FlashSnap スナップショットの状態情報

Database FlashSnap の状態情報について
Veritas Database FlashSnap 機能は、さまざまなスナッププランの段階およびスナップ
ショットの手順に関する次の情報を提供します。
■

スナップショットの状態情報

■

スナップショットデータベースの状態情報

この情報は、コマンドラインインターフェース（CLI）または GUI のいずれかを使って表示
できます。
Database FlashSnap GUI 機能について詳しくは『Veritas Storage Foundation for
Database グラフィカルユーザーインターフェースガイド』を参照してください。

GUI からの Database FlashSnap の状態情報
スナップショットの状態とデータベースの状態の両方を GUI から取得できます。この項で
は、様々な状態の値についての詳細情報を表に示します。
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GUI からのスナップショットの状態情報
GUI からスナップショットの状態情報を表示するには、オブジェクトツリーの特定のスナッ
ププランをクリックします。スナップショットの状態が、ウィンドウ右側の［スナッププランの
状態（Snapplan State）］フィールドに表示されます。
表 A-1 は様々なスナップショットの状態値に関する情報を表します。
メモ: 次の「スナップショットの状態」列の値は、GUI の［スナッププランの状態（Snapplan
State）］フィールドで見られるように表示されます。

メモ: SF Oracle RAC は、Database FlashSnap の逆再同期はサポートしません。
表 A-1

GUI からのスナップショットの状態情報

スナップショットの状態

完了した操作

可能な操作

init_full

■

snapshot_start

スナップショットの作成（失敗）

スナップショットの作成操作に失
敗した場合は、システム管理者
に連絡してください。VxVM ユー
ティリティを使ってスナップショッ
トを作成してスナップショットボ
リュームを再同期し、次に後続
のスナップショットのために［ス
ナップショットの強制作成（Force
snapshot creation）］オプション
付きで［スナップショットの作成
（Create Snapshot）］操作を使
うことができます。

snapshot_end

スナップショットの作成（成功）

■

スナップショットの再同期

■

［データベースの作成
（Create database）］オプショ
ンでのスナップショットデータ
ベースの作成

スナッププランの修正/検証 スナップショットの作成
（成功）
■ スナップショットの再同期
（成功）
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スナップショットの状態

完了した操作

可能な操作

resync_start

スナップショットの再同期
（Resync Snapshot）（失敗）

スナップショットの再同期操作に
失敗した場合は、システム管理
者に連絡してください。VxVM
ユーティリティを使ってスナップ
ショットボリュームを再同期し、次
に後続のスナップショットのため
に［スナップショットの強制作成
（Force snapshot creation）］オ
プション付きで［スナップショット
の作成（Create Snapshot）］操
作を使うことができます。

restartdb_start

［データベースの再起動
スナップショットデータベースの
（Restart database）］オプショ 手動による起動を試みます。
ンでのスナップショットデータ
ベースの起動（失敗）

restartdb_end

［データベースの再起動
［マウント解除（unmount）］オプ
（Restart database）］オプショ ションでのデータベースの停止
ンでのスナップショットデータ
ベースの作成（成功）

mountdb_start

CLI からの dbed_vmclonedb スナップショットデータベースを
-o mountdb コマンドに失敗 手動でリカバリし、CLI から
dbed_vmclonedb -o
しました
メモ: このオプションは GUI で update_status コマンドを実
行
はサポートされていません。

メモ: このオプションは GUI で
はサポートされていません。
mountdb_end

CLI からの dbed_vmclonedb ■ Database FlashSnap のマ
ウント解除
-o update_status コマン
■ CLI からの
ドに成功しました
dbed_vmclonedb -o
メモ: このオプションは GUI で
update_status コマンド
はサポートされていません。

メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ
ん。
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スナップショットの状態

完了した操作

可能な操作

recoverdb_start

［データベースの再起動
（Restart database）］オプショ
ンでのスナップショットデータ
ベースの作成（失敗）

スナップショットデータベースを
手動でリカバリし、CLI から
dbed_vmclonedb -o
update_status コマンドを実
行

メモ: このオプションは GUI で
はサポートされていません。
recoverdb_end

［データベースの再起動
［マウント解除（umount）］オプ
（Restart database）］オプショ ションでのデータベースの停止
ンでのスナップショットデータ
ベースの作成（成功）

umount_start

CLI からの dbed_vmclonedb ファイルシステムがビジー状態
-o mountdb コマンドに失敗 になっていないことを確認し、コ
マンドを再試行します。
しました

umount_end

CLI からの dbed_vmclonedb ■ ［データベースの再起動
（Restart database）］オプ
-o umount コマンドが成功し
ションでのスナップショット
ました。
データベースの起動
メモ: このオプションは GUI で
■ スナップショットの再同期
はサポートされていません。

GUI からのスナップショットデータベースの状態情報
GUI からスナップショットデータベースの状態情報を表示するには、オブジェクトツリーの
特定のスナッププランをクリックします。スナップショットデータベースの状態が、ウィンドウ
右側の［データベースの状態（Database State）］フィールドに表示されます。
次の 表 A-2 は様々な状態値に関する情報を表します。
メモ: 次の「スナップショットデータベースの状態」列の値は、GUI の［スナッププランの状
態（Snapplan State）］フィールドで見られるように表示されます。

メモ: SF Oracle RAC は、Database FlashSnap の逆再同期はサポートしません。
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表 A-2

GUI からのスナップショットデータベースの状態情報

データベースのステータス
（DatabaseStatus）

完了した操作

init

■

スナッププランの修正/検証（成功）

■

スナップショットの作成（成功）

■

スナッププランの修正/検証（成功）

■

スナップショットの作成（成功）

init Db

database_recovered

［データベースの起動（Startup database）］オ
プションでのスナップショットデータベースの起
動（成功）

database_recovered

［データベースの作成（Create database）］オプ
ションでのスナップショットデータベースの作成
（成功）

CLI からの Database FlashSnap スナップショットの状態
情報
コマンドラインインターフェース（CLI）からスナップショットの状態情報を表示するには、指
定されたデータベースに使用可能なすべてのスナッププランを一覧表示する -o list
付きの dbed_vmchecksnap コマンドを使います。スナップショットの状態情報は、列見出
し SNAP_STATUS の下のコマンド出力に表示されます。
メモ: スナップショットの状態とスナップショットデータベースの状態に関する情報は、エ
ラーメッセージにも表示されます。

CLI からのスナップショットの状態情報
表 A-3 に各スナップショット状態（SNAP_STATUS）値の詳しい情報を示します。
メモ: SF Oracle RAC は、Database FlashSnap の逆再同期はサポートしません。
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表 A-3

CLI からのスナップショットの状態情報

SNAP_STATUS

完了した操作

可能な操作

init_full

■

dbed_vmchecksnap -o dbed_vmsnap -o
validate（成功）
snapshot

■

dbed_vmsnap -o
resync（成功）

init_db

dbed_vmchecksnap -o
validate -f snapplan
（失敗）

ストレージ設定が正しく設定さ
れていることを確認してくださ
い。

snapshot_start

dbed_vmsnap -o
snapshot（失敗）

システム管理者に連絡してくだ
さい。Veritas Volume
Manager コマンドを使ってス
ナップショットボリュームを再同
期し、dbed_vmsnap -o
snapshot -F を使ってスナッ
プショット作成を強制します。

snapshot_end

■

■

dbed_vmsnap -o
resync

■

dbed_vmclonedb -o
mount|mountdb|recoverdb

snapshot_vol_start
snapshot_vol_end

dbed_vmsnap -o
snapshot（成功）

dbed_vmsnap -o
snapshot（失敗）

dbed_vmsnap -o
snapshot を再実行します。

resync_dg_start
resync_dg_end
resync_vol_start
resync_vol_end

dbed_vmsnap -o resync dbed_vmsnap -o resync
（失敗）
を再実行します。

snapshot_dg_start
snapshot_dg_end
resync_start

dbed_vmsnap -o resync システム管理者に連絡してくだ
さい。Veritas Volume
（失敗）
Manager コマンドを使ってス
ナップショットボリュームを再同
期し、dbed_vmsnap -o
snapshot -F を使ってスナッ
プショット作成を強制します。
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SNAP_STATUS

完了した操作

可能な操作

mount start

dbed_vmclonedb -o
mount（失敗）

dbed_vmclonedb -o
umount

mount_end

dbed_vmclonedb -o
mount（成功）

dbed_vmclonedb -o
umount

restartdb_start

dbed_vmclonedb -o
restartdb（失敗）

■

dbed_vmclonedb -o
umount

■

スナップショットデータベー
スを手動で起動します。

restartdb_end

dbed_vmclonedb -o
recoverdb（成功）

dbed_vmclonedb -o
umount

mountdb_start

dbed_vmclonedb -o
mountdb（失敗）

スナップショットデータベースを
手動でリカバリし、
dbed_vmclonedb -o
update_status を実行しま
す。

mountdb_end

dbed_vmclonedb -o
mountdb（成功）

■

dbed_vmclonedb -o
update_status

■

dbed_vmclonedb -o
umount

スナップショットデータベー
スを手動でリカバリし、
dbed_vmclonedb -o
update_status を実行
します。
■ dbed_vmclonedb -o
umount

recoverdb_start

dbed_vmclonedb -o
recoverdb（失敗）

■

recoverdb_end

dbed_vmclonedb -o
recoverdb（成功）

dbed_vmclonedb -o
umount

umount_start

dbed_vmclonedb -o
umount（失敗）

ファイルシステムがビジー状態
になっていないことを確認し、コ
マンドを再試行します。
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SNAP_STATUS

完了した操作

可能な操作

umount_end

dbed_vmclonedb -o
umount（成功）

■

dbed_vmclonedb -o
mount

■

dbed_vmclonedb -o
restartdb

■

dbed_vmsnap -o
resync

CLI からのスナップショットデータベースの状態情報
コマンドラインからスナップショットデータベースの状態情報を表示するには、指定された
データベースに使用可能なすべてのスナッププランを一覧表示する -o list 付きの
dbed_vmchecksnap コマンドを使います。スナップショットデータベースの状態情報は、
列見出し DB_STATUS の下のコマンド出力に表示されます。
表 A-4 に各データベース状態（DB_STATUS）値の詳しい情報を示します。
メモ: SF Oracle RAC は、Database FlashSnap の逆再同期はサポートしません。
表 A-4

CLI からのスナップショットデータベースの状態情報

DB_STATUS

完了した操作

init

■

database_recovered

dbed_vmclonedb -o recoverdb（成功）

dbed_vmchecksnap -o validate（成
功）
■ dbed_vmsnap -o snapshot（成功）

B
サードパーティソフトウェア
によるファイルの
バックアップ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

サードパーティソフトウェアによるファイルのバックアップについて

■

サードパーティソフトウェアによるファイルのバックアップ

サードパーティソフトウェアによるファイルのバックアップ
について
SF Oracle RAC はファイルのバックアップのためのサードパーティソフトウェアの使用をサ
ポートします。しかし、Quick I/O は SF Oracle RAC 用にはサポートされません。

サードパーティソフトウェアによるファイルのバックアップ
Veritas NetBackup 以外のサードパーティバックアップソフトウェアを使っている場合は、
そのソフトウェアで VxFS のエクステント属性をバックアップおよびリストアできるかどうか
を確認してください。リストアされた Oracle Disk Manager（ODM）は、最大の処理効率
を得るために、適切なエクステントレイアウトに依存するため、この確認は重要です。

Oracle RMAN を使った Oracle Disk Manager ファイルのバックアップとリ
ストア
Oracle では、データベースの処理効率を向上させるために、隣接したエクステントレイア
ウトを用いて Oracle Disk Manager ファイルを割り当てます。データベースファイルをリ
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ストアする場合、ファイルは、これらのエクステント属性を適用して割り当てられます。任意
のバックアップソフトウェアで Oracle RMAN の従来のバックアップ方法を使う場合、デー
タファイルも適切なエクステントレイアウトでリストアされます。
NetBackup 以外のバックアップソフトウェアで RMAN の「プロキシコピー」バックアップ方
法を使うと、エクステント属性がバックアップされない場合があります。このとき、リストアさ
れたデータファイルに、適切なエクステントレイアウトを確実に設定するには、odmmkfile
コマンドを使って喪失したデータファイルを事前に割り当てます。このコマンドにより、ファ
イルのリストア前に、そのファイルに対して隣接する領域が事前に割り当てられます。
たとえば、Oracle データベースのブロックサイズが 8 KB の場合に、サイズが 100 MB の
Oracle データファイルを事前に割り当てるには、odmmkfile コマンドを使って、次のよう
に入力します。
# /opt/VRTS/bin/odmmkfile -h 8k -s 100m filename
odmmkfile コマンドについて詳しくは、odmmkfile(1) マニュアルページを参照してくだ

さい。

C
エラーメッセージ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エラーメッセージについて

■

LMX エラーメッセージ

■

VxVM エラーメッセージ

■

VXFEN ドライバのエラーメッセージ

エラーメッセージについて
次のソフトウェアモジュールがエラーメッセージが生成する可能性があります。
■

LLT マルチプレクサ（LMX）

■

Veritas Volume Manager（VxVM）

■

Veritas Fencing（VXFEN）ドライバ

p.59 の 「カーネルドライバに関するデバッグメッセージの有効化」 を参照してください。

LMX エラーメッセージ
LMX エラーメッセージの 2 つの種類があります。重要度の高いものと重要度の低いもの
です。
Symantec サポート担当者から、システムおよび設定についての情報を収集します。

重要度の高い LMX エラーメッセージ
表 C-1 のメッセージは、システムがメモリ不足になった場合、LMX が LLT と通信できな
い場合、または LMX をロードまたはロード解除できない場合に表示される重要なエラー
を示しています。
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/var/adm/messages ファイルでエラーメッセージを確認します。

表 C-1 は、LMX カーネルモジュールのエラーメッセージを一覧表示します。
表 C-1

重要度の高い LMX エラーメッセージ

メッセージ ID

LMX メッセージ

00001

lmxload packet header size incorrect (number)

00002

lmxload invalid lmx_llt_port number

00003

lmxload context memory alloc failed

00004

lmxload port memory alloc failed

00005

lmxload buffer memory alloc failed

00006

lmxload node memory alloc failed

00007

lmxload msgbuf memory alloc failed

00008

lmxload tmp msgbuf memory alloc failed

00009

lmxunload node number conngrp not NULL

00010

lmxopen return, minor non-zero

00011

lmxopen return, no minors available

00012

lmxconnect lmxlltopen(1) err= number

00013

lmxconnect new connection memory alloc failed

00014

lmxconnect kernel request memory alloc failed

00015

lmxconnect mblk memory alloc failed

00016

lmxconnect conn group memory alloc failed

00017

lmxlltfini:LLT unregister failed err = number

00018

lmxload contexts number > number, max contexts = system limit =
number

00019

lmxload ports number > number, max ports = system limit = number

00020

lmxload buffers number > number, max buffers = system limit =
number

00021

lmxload msgbuf number > number, max msgbuf size = system limit
= number
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重要度の低い LMX エラーメッセージ
Oracle アプリケーションを実行中に 表 C-2 に表わされるメッセージがエラーを生成する
場合、lmxconfig コマンドを使って表示を消します。たとえば、次のようになります。
# /sbin/lmxconfig -e 0

メッセージの表示を再度有効にするには、次のように入力します。
# /sbin/lmxconfig -e 1

表 C-2 は、実行時に表示されることがある LMX エラーメッセージを含みます。
表 C-2

重要度の低い LMX エラーメッセージ

メッセージ ID

LMX メッセージ

06001

lmxreqlink duplicate kreq= 0xaddress, req= 0xaddress

06002

lmxreqlink duplicate ureq= 0xaddress kr1= 0xaddress, kr2= 0xaddress
req type = number

06003

lmxrequnlink not found kreq= 0xaddress from= number

06004

lmxrequnlink_l not found kreq= 0xaddress from= number

06005

kreq was not found

06101

lmxpollreq not in doneq CONN kreq= 0xaddress

06201

lmxnewcontext lltinit fail err= number

06202

lmxnewcontext lltregister fail err= number

06301

lmxrecvport port not found unode= number node= number ctx=
number

06302

lmxrecvport port not found (no port) ctx= number

06303

lmxrecvport port not found ugen= number gen= number ctx= number

06304

lmxrecvport dup request detected

06401

lmxinitport out of ports

06501

lmxsendport lltsend node= number err= number

06601

lmxinitbuf out of buffers

06602

lmxinitbuf fail ctx= number ret= number

06701

lmxsendbuf lltsend node= number err= number
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メッセージ ID

LMX メッセージ

06801

lmxconfig insufficient privilege, uid= number

06901

lmxlltnodestat:LLT getnodeinfo failed err= number

VxVM エラーメッセージ
表 C-3 は I/O フェンシングに関連した VxVM エラーメッセージを含みます。
表 C-3

I/O フェンシングに関連した VxVM エラーメッセージ

メッセージ

説明

vold_pgr_register(disk_path):failed to open vxfen ドライバが設定されていません。指示に
the vxfen device.Please make sure that the 従ってこれらのディスクを設定し、I/O フェンシン
vxfen driver is installed and configured.
グを起動します。次に、エラーになったリソース
をクリアし、サービスグループをオンラインにする
ことができます。
vold_pgr_register(disk_path):Probably
incompatible vxfen driver.

互換性のないバージョンの VxVM と vxfen ドラ
イバがシステムにインストールされています。SF
Oracle RAC の以前のバージョンをインストール
します。

VXFEN ドライバのエラーメッセージ
表 C-4 は VXFEN ドライバのエラーメッセージを含みます。VXFEN ドライバエラーメッセー
ジに加え、情報メッセージも表示されることがあります。
p.311 の 「VXFEN ドライバの情報メッセージ」 を参照してください。
p.311 の 「ノードの除外情報メッセージ」 を参照してください。
表 C-4
メッセージ

VXFEN ドライバのエラーメッセージ
説明

Unable to register with coordinator disk with このメッセージは、vxfen ドライバがコーディネー
serial number:xxxx
タディスクの 1 つに登録できない場合に表示さ
れます。障害が発生したコーディネータディスク
のシリアル番号が表示されます。

付録 C エラーメッセージ
VXFEN ドライバのエラーメッセージ

メッセージ

説明

Unable to register with a majority of the
coordinator disks.Dropping out of cluster.

このメッセージは、vxfen ドライバがコーディネー
タディスクの過半数に登録できない場合に表示
されます。フェンシングを有効にする前に、コー
ディネータディスクの問題を解決する必要があり
ます。
このメッセージは、メッセージ「VXFEN: Unable
to register with coordinator disk with serial
number xxxx」に優先します。

There exists the potential for a preexisting
split-brain.
The coordinator disks list no nodes which
are in the current membership.However,
they also list nodes which are not in the
current membership.

このメッセージは、クラスタ内に先在のスプリット
ブレインが含まれる場合に表示されます。この場
合、vxfen ドライバの設定は失敗します。vxfen
ドライバの設定を行う前に、SF Oracle RAC のト
ラブルシューティングに関する章の指示に従っ
てスプリットブレインを消去します。

I/O Fencing Disabled!
Unable to join running cluster since cluster このメッセージは、クラスタ内でフェンシングの競
is currently fencing a node out of the cluste 合が継続する場合に vxfen ドライバの設定を
行っていると表示されます。vxfen ドライバは、
時折クラスタのフェンシングが完了した後に、再
度設定を試みると正常に設定が行えます。

VXFEN ドライバの情報メッセージ
次の情報メッセージは、スプリットブレインが発生したときにデータの破損が起こらないよ
うにクラスタからノードが取り出された場合に表示されます。
VXFEN CRITICAL V-11-1-20 Local cluster node ejected from cluster
to prevent potential data corruption

ノードの除外情報メッセージ
ノードがディスクまたは LUN から削除されている場合、クラスタ内のノードの 1 つで、コン
ソールに情報メッセージが表示されることがあります。
たとえば、次のようになります。
<date> <system name> scsi: WARNING:
/sbus@3,0/lpfs@0,0/sd@0,1(sd91):
<date> <system name> Error for Command: <undecoded cmd 0x5f>
Error Level: Informational
<date> <system name> scsi: Requested Block: 0 Error Block 0
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<date> <system name> scsi: Vendor: <vendor> Serial Number:
0400759B006E
<date> <system name> scsi: Sense Key: Unit Attention
<date> <system name> scsi: ASC: 0x2a (<vendor unique code
0x2a>), ASCQ: 0x4, FRU: 0x0

これらの情報メッセージは無視できます。
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CVM（Cluster Volume

Veritas Volume Manager のクラスタ機能。

Manager）
DMP（Dynamic
Multipathing）

DST（Dynamic Storage
Tiering）

複数のパスを使用してホストシステムに接続されたマルチポート型のディスクアレイに対
して、パスフェールオーバーと負荷分散を使うことにより、信頼性とパフォーマンスを大幅
に向上させるために設計された機能です。DMP は、サポートされている各アレイタイプに
固有のメカニズムを使って、単一のディスクに対するさまざまなパスを検出します。DMP
は、同一のホストシステムに接続されているサポート対象のアレイタイプに対応するさまざ
まなエンクロージャの差異を区別できます。
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、マルチボリュームファイルシステムの管理者が、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ようにする機能です。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。
「Veritas File System（VxFS）」も参照してください。

GAB（Group Atomic
Broadcast）

VCS エンジンの通信機構の 1 つであり、クラスタメンバーシップの管理、ハートビート通
信の監視およびクラスタ全体への情報の配布を行います。

HAD（高可用性デーモン） 各システム上で実行される VCS のコアプロセスです。HAD プロセスは、ローカルシステ

ム上で動作中のリソースに関する情報を保持して伝達し、クラスタ内の他のシステム上で
動作中のリソースに関する情報を受信します。
HA（高可用性）

Veritas Cluster Server（VCS）を使うクラスタ化ネットワークで、システム障害に対する高
可用性を実現するための設定に関する概念です。

IP アドレス

TCP/IP ネットワーク上に存在するコンピュータまたは他のデバイスに対する識別子で、4
つの 8 ビット数をピリオドで区切った形で記述されます。メッセージと他のデータは、送信
先 IP アドレスに従ってネットワーク上をルーティングされます。
「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
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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
Transport）

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。

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。

SAN（ストレージエリアネッ ネットワーキングの枠組みであり、コンピュータ、ディスクストレージ、スイッチやハブやブ
トワーク）

リッジのような相互接続ハードウェアからなる任意のサブセットの間で、容易に再設定可
能な接続を実行できるようにします。

SFCFS（Storage

Veritas Cluster File System（CFS）は、業界標準の Veritas File System（VxFS）に対

Foundation Cluster File する拡張です。CFS を使うと、複数のノードに対して同じファイルシステムを同時にマウン
System）

トすることができます。他のクラスタファイルシステムと異なり、CFS は本当の SAN 対応ファ
イルシステムです。すべての I/O は、SAN（ストレージエリアネットワーク）経由で実行され
ます。

SNMP 通知

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。

Storage Checkpoint

ファイルシステムとデータベースのイメージに対する一貫および安定したビューを提供す
る機能であり、前回の Storage Checkpoint 以降に変更されたデータブロックを追跡しま
す。

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

計画済みまたは計画外の停止時間を排除するために設計されたオープンシステムクラス
タ化ソリューションであり、サーバー統合を簡素化し、マルチプラットフォーム環境で広い
範囲のアプリケーションを効果的に管理できるようにします。

Server）

VVR（Veritas Volume
Replicator）
VxFS（Veritas File
System）

VxVM（Veritas Volume
Manager）

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。
Veritas 製品スイートの 1 コンポーネントであり、優れたパフォーマンスと、ファイルシステ
ムの作成および保守を行うためのオンライン管理機能を実現します。ファイルシステムは、
複数のディレクトリを編成して単一の構造にまとめたコレクションであり、ユーザーがファイ
ルの検索と保存を行えるようになります。
ストレージクライアントにインストールされるシマンテック社の製品であり、物理ディスクを
論理ディスクとして管理できるようにします。容量割り当て、パフォーマンス、データ可用
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性、デバイスのインストール、プライベートシステムと共有システムのシステム監視を制御
することにより、データストレージの管理を拡張します。
エージェント

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

クラスタに関連付けられた一意の IP アドレスです。クラスタ内のどのシステム上でも、サー
ビスグループの他のリソースとともに仮想 IP アドレスをオンライン化できます。仮想 IP ア
ドレスは、IP エイリアスとも呼ばれますが、システムのホスト名に対応する IP アドレスであ
る基本 IP アドレスとは別のものです。

共有ストレージ

複数のシステムに接続され、それらのシステムによって使われるストレージデバイスです。

共有ボリューム

各ボリュームは 1 つの共有ディスクグループに属し、同時に 1 つ以上のノードから開くこ
とができます。

クラスタ

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

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。

サービスグループ

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。

システム

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

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。

ディスクアレイ（disk
array）

複数のディスクを論理的に配置して単一のオブジェクトにまとめたコレクションです。アレ
イは、冗長構成やパフォーマンス向上のような利点をもたらす傾向があります。

認証ブローカー

ルートブローカーの 1 レベル下位で、中間的な登録および認証局として機能する Veritas

（Authentication Broker） セキュリティサービスの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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ノード

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。

ミラー化（mirroring）

ストレージ冗長化の 1 形態で、データに関する 2 つ以上の同一のコピーを個別のボリュー
ム上に維持します（各複製コピーをミラーと呼びます）。「RAID レベル 1」とも呼びます。

リソースタイプ

クラスタ内の各リソースは一意の名前で識別され、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。

リソースの依存関係

リソース間の依存関係は、「あるリソースが別のリソースを必要とする」という形で表されま
す。これは、親リソースをオンラインにする場合は、先に子リソースをオンラインにする必
要があることを示しています。反対に、子リソースをオフラインにするには、親リソースを先
にオフラインにする必要があります。また、子リソースに障害が発した場合は、子に依存し
ているすべての親リソースに影響します。

リソース

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。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

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。

論理ボリューム（logical

ベーシックディスクの拡張パーティション上に存在する単純なボリュームで、拡張パーティ
ション内の容量が上限です。論理ボリュームは、フォーマットとドライブ文字の割り当てが
可能で、複数の論理ドライブに分割することもできます。

volume）

「LUN」も参照してください。
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