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

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC について

■

SF Oracle RAC の基本

■

SF Oracle RAC のコンポーネントについて

■

SF Oracle RAC のオプションコンポーネントと機能について

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC について
Veritas Storage Foundation™ for Oracle® Real Application Clusters （SF Oracle
RAC）は、次の機能を備えたストレージ管理とクラスタ化ソリューションです。
■

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 は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。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いる
ので、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。

■

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。

■

クラスタ内のデータベースごとに複数の Oracle RAC インスタンスへアクセスでき、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、オフホスト処理での
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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
ク処理のための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。
■

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）を使って可用性とパフォーマンスを向上する。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パフォーマンスのボトルネックから保護します。

■

シミュレータのクラスタ化テクノロジを使って、稼働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 の基本
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、インスタンスにはサーバープロセスとバック
グラウンドプロセスがあります。サーバープロセスは、クライアントに代わってデータを共有
メモリに読み取ったり、データを変更します。バックグラウンドプロセスは変更されたデー
タをディスクに書き込みます。
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
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。
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■

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。

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 環境の処理速度、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。

■

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 と Oracle RAC
へのインターフェース。

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、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。別の Oracle インスタンスがすでに稼働しているため、高速なリカ
バリができます。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。

SF Oracle RAC のコンポーネントについて
SF Oracle RAC の必須コンポーネントは次の通りです。
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。
クラスタファイルシステム（CFS）

VxFS（Veritas File System）のテクノロジに基づいた共有
ファイルシステムへの同時アクセスを可能にします。

Database Accelerator

ODM（Oracle Disk Manage）API とのインターフェースを提
供します。

Veritas Cluster Server（VCS）

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。

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。

図 1-1 に SF Oracle RAC のコンポーネントの実例を示します。
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図 1-1

SF Oracle RAC のコンポーネント
Oracle RAC

CRS RAC Extensions

ライブラリ
SFODM
Oracle
RAC
クラスタファイルシステム

SF Oracle
RAC

Cluster Server

Cluster Volume Manager

サーバー

SF Oracle RAC のオプションコンポーネントと機能につい
て
SF Oracle RAC は、次に示すオプションのコンポーネントと機能をサポートします。
■

「Veritas Installation Assessment Service」

■

「Symantec Product Authentication Service」

■

「Veritas Cluster Server 管理コンソール」

■

「VCS イベントの通知」

■

「グローバルクラスタ」

■

「Veritas Volume Replicator」

■

「Veritas Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリ」

デフォルトで、インストーラはインストール時に、オプションのコンポーネントと機能のため
に必要なすべてのパッケージをインストールします。これらのコンポーネントと機能は、SF
Oracle RAC での設定にとってはオプションです。SF Oracle RAC で設定することを選択
するオプションは、準備と設定の手順に影響します。

Veritas Installation Assessment Service
Veritas Installation Assessment Service（VIAS）ユーティリティは、Veritas Storage
Foundation and High Availability Solutions のインストールとアップグレードの準備に
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役に立ちます。VIAS ユーティリティでは、設定をインストール前に評価でき、インストール
またはアップグレードを開始する前に、その有効性を確認することができます。
https://vias.symantec.com/

Symantec Product Authentication Service
Symantec Product Authentication Service は、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
確認する機能です。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。

Veritas Cluster Server 管理コンソール
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、これを使うと
1 台の Web コンソールで SF Oracle RAC クラスタの監視と管理が行なえます。

VCS イベントの通知
VCS Notifier コンポーネントによる イベントの SMTP 電子メール通知と SNMP トラップ
通知を設定するオプションがあります。

グローバルクラスタ
グローバルクラスタは、災害が発生した場合に、地理的に分散したクラスタ間でアプリケー
ションをフェールオーバする機能を提供します。グローバルクラスタを設定するには、別
途ライセンスが必要です。インストール時またはインストールの完了後にいつでもこのライ
センスを追加できます。

Veritas Volume Replicator
Veritas Volume Replicator（VVR）は、データを任意の標準 IP ネットワーク上のリモー
トの場所にレプリケートすることで、データの連続的な可用性を実現します。それは完全
統合された Veritas Volume Manager（VxVM）のコンポーネントです。VVR は、SF
Oracle RAC のオプション機能で、別途ライセンスにより提供されます。
VVR は、ソースの場所のボリュームへのアプリケーションの書き込みを、任意の距離の 1
つ以上のリモートの場所にレプリケートします。リモートの場所にアプリケーションデータ
の一貫性のあるコピーを提供します。ソースの場所で災害が発生した場合、リモートの場
所のアプリケーションデータのコピーを使い、リモートの場所でアプリケーションを再起動
できます。アプリケーションが動作しているソースの場所のホストは、プライマリホストと呼
ばれます。ターゲットの場所のホストはセカンダリホストと呼ばれます。VVR 環境では、32
台までのセカンダリホストを設置できます。VVR はプライマリの場所とリモートの場所間
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で、アプリケーションデータを初期化する複数の方法を提供します。方法の一部として、
ネットワークの使用、テープバックアップの使用、物理的なディスクの移動などがあります。

Veritas Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリ
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。
SFDB の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、トランザクションロ
グファイル、yymmddxx.log で構成されています。 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、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。
VxDBMS は次のデータベース管理機能を提供します。
■

「Veritas Storage Checkpoint と Storage Rollback」

■

「Veritas Database FlashSnap」

■

「Veritas Dynamic Storage Tiering」

■

「Veritas Storage Mapping」

これらの機能について詳しくは、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理者
ガイド』を参照してください。

Veritas Storage Checkpoint と Storage Rollback
Veritas Storage Checkpoint の機能は Oracle データベースの効率的なバックアップと
リカバリに使用します。それは Veritas File System パッケージの一部として SF Oracle
RAC で使用できます。
Storage Checkpoint では 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。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 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。
Storage Rollback は、Storage Checkpoint 内の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。
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Veritas Database FlashSnap
Database FlashSnap は、複数にわたるデータの PIT（Point-In-Time）スナップショット
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、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

■

意思決定支援クエリ

Database FlashSnap コマンドは、コマンドラインから実行します。

Veritas Dynamic Storage Tiering
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。
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

Veritas Storage Mapping
Veritas Storage Mapping は物理デバイスにデータファイル、テーブルスペース、テー
ブルをマップできます。マッピング情報により、ファイルが存在するストレージ階層を詳し
く理解することができ、I/O パフォーマンスの評価とトラブルシューティングに役立ちます。
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2
インストールの計画と必要
条件
この章では以下の項目について説明しています。
■

重要なプリインストール情報

■

インストール必要条件

■

推奨される Oracle の設定

■

推奨されるデータベースストレージ設定

■

SF Oracle RAC クラスタの設定

■

SF Oracle RAC インストールと設定タスクの概要

■

SF Oracle RAC のインストールおよび設定に必要な情報

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

使っているハードウェアの互換性を現在の互換性リストで確認してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/283161

■

このリリースのアップデート、パッチ、ソフトウェアの問題に関する最新情報をまとめた
TechNote:
http://entsupport.symantec.com/docs/281987

■

リリース、インストール上の注意、既知の問題と解決された問題に関する一般的な情
報:
『Storage Foundation for Oracle RAC リリースノート』を参照してください。
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インストール必要条件
SF Oracle RAC をインストールまたはアップグレードしたい各ノードが次のインストール必
要条件を満たしていることを確認します。
■

「ハードウェア必要条件」

■

「サポート対象ソフトウェア」

■

「サポート対象のオペレーティングシステム」

ハードウェア必要条件
SF Oracle RAC のインストールで使う正しい装置があることを確認します。
■

使っているハードウェアの互換性を現在の互換性リストで確認してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/283161

■

Oracle のバージョンに関する Oracle の資料にある推奨事項を確認します。

■

SCSI-3 ディスクを使う SF Oracle RAC インストールについてのハードウェア必要条件
を確認します。
表 2-1 に、ハードウェア必要条件の一覧を示します。

表 2-1
項目

ハードウェア必要条件
説明

SF Oracle RAC シス Solaris SPARC システムには、1 GHz 以上の CPU を 2つ以上搭載した 2
テム
個から 8 個のシステムが必要です。
Solaris x64 システムには、2 GHz 以上の CPU を 2つ以上搭載した 2 個か
ら 8 個のシステムが必要です。
DVD ドライブ

クラスタ内のすべてのノードにアクセス可能な 1 つのドライブ。

ディスク

通常の SF Oracle RAC 設定では、共有ディスクが、クラスタ内のシステム間
を移行するアプリケーションをサポートする必要があります。
SF Oracle RAC I/O フェンシング機能を使う場合、データディスクまたはコー
ディネータディスクとして使うすべてのディスクは、SCSI-3 Persistent
Reservation（PR）をサポートする必要があります。

メモ: コーディネータディスクはデータを格納しません。そのため、余分な領
域が消費されることを避けるために、ディスクアレイ上では最小限の LUN を
使って設定します。
p.101 の 「システムの基本チェックの実行」 を参照してください。
ディスク領域

p.33 の 「ディスク領域（ローカル）」 を参照してください。
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項目

説明

RAM

各 SF Oracle RAC システムは少なくとも 2 GB を要します。
少なくとも Oracle SGA サイズの 2 倍の追加メモリを推奨します。

スワップ領域

最小必要条件はスワップ領域の 4 GB です。
スワップ領域は、RAM のサイズの 2 倍を推奨します。

ネットワークリンク

2 つ以上のプライベートリンクと 1 つのパブリックリンク。
リンクは、100BaseT または ギガビットイーサネットで、各ノード間を直接リン
クする必要があります。これにより、直接システム間通信を処理するプライ
ベートネットワークを形成します。これらのリンクは同じ種類にする必要があ
ります。100BaseT と ギガビットを併用することはできません。
プライベートリンクにエンタープライズクラスのスイッチを使うギガビットイーサ
ネットを推奨します。
統合インターフェースも設定できます。

ファイバーチャネル SF Oracle RAC では、オペレーティングシステムディスクにアクセスする組
または SCSI ホストバ み込み SCSI アダプタが各システムに少なくとも 1 つ必要です。また、共有
スアダプタ
ディスク用に、別の SCSI アダプタまたはファイバーチャネルホストバスアダ
プタが各システムに少なくとも 1 つ必要です。

ディスク領域（ローカル）
システムが SF Oracle RAC をインストールするために十分な空きディスク領域を持ってい
ることを確認します。システムの使用可能なディスク領域は、「installmp」または
「installsfrac」スクリプトを「-precheck」オプションを指定して実行することで評価できま
す。スクリプトの出力は、必要なディスク領域をシステム上の使用可能なディスク領域と比
較します。
SF Oracle RAC 5.0 MP3 をインストールする、またはバージョン 4.x からアップグレード
する場合は、「installsfrac」スクリプトを「-precheck」オプションを指定して使用します。
# ./installsfrac -precheck node_name

バージョン 5.0x から SF Oracle RAC 5.0 MP3 にアップグレードする場合は、「-precheck」
オプションを指定して「installmp」スクリプトを使用してください。
# ./installmp -precheck node_name

たとえば、バージョン 5.0 から SF Oracle RAC 5.0 MP3 にアップグレードする前に、十分
なディスク領域があるかシステム「galaxy」を評価するには、次のコマンドを実行します。
# ./installmp -precheck galaxy
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Veritas Maintenance Pack 5.0 Pre-Installation Check Program
Copyright (c) 2008 Symantec Corporation. All rights reserved.
Symantec, the Symantec Logo are trademarks or registered trademarks
of Symantec Corporation or its affiliates in the U.S. and other countries.
Other names may be trademarks of their respective owners.
The Licensed Software and Documentation are deemed to be "commercial
computer software" and "commercial computer software documentation" as
:
The following MP3 installation issues have been found on galaxy:
389518 KB is required in the /opt volume and
only 122216 KB is available on galaxy
844874 KB is required in the /usr volume and
only 436296 KB is available on galaxy
485767 KB is required in the /var volume and
only 473108 KB is available on galaxy
installmp log files are saved at /opt/VRTS/install/logs/installmp-y8ITho
---

また、以下の情報をガイドラインとして使用することで、SF Oracle RAC パッケージをイン
ストールする十分なローカルディスク領域があることを確認できます。
/opt

1.8 G

/usr

390 MB

/tmp

512 MB

/var

636 MB

/var/tmp

700 MB

/

120 MB

合計

4.2 G

df コマンドは空きディスク領域の量を表示します。df -h コマンドを使って、システムが

SF Oracle RAC をインストールするために十分な空きディスク領域を持っているかどうか
確認します。
Oracle 用に追加の領域が必要です。Oracle に必要な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。

サポートされるレプリケーション技術
SF Oracle RAC は、Veritas Volume Replicator（VVR）に加えて、次のハードウェアベー
スのレプリケーション技術をサポートします。
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■

EMC SRDF

■

Hitachi TrueCopy

■

IBM Metro Mirror

■

IBM SAN Volume Controller（SVC）

■

EMC MirrorView

■

Oracle Data Guard

SF Oracle RAC クラスタのレプリケーション必要条件に関する情報
p.424 の 「SF Oracle RAC グローバルクラスタの必要条件」 を参照してください。

サポート対象ソフトウェア
注意: SF Oracle RAC ソフトウェアは、SF Oracle RAC クラスタ内のすべてのノードで同じ
バージョン（この場合は 5.0MP3++）でなければなりません。SF Oracle RAC のすべての
コンポーネントと単体製品のリリースのバージョンが同じ（この場合は 5.0MP3++）でなけ
ればなりません。
Symantec では、すべての SF Oracle RAC コンポーネント製品を同時に同じバージョン
にアップグレードすることを強くお勧めします。CVM/CFS 環境では、すべてのコンポーネ
ントを同じバージョンにアップグレードしないと、SF Oracle RAC コンポーネント製品間の
依存関係が一致しなくなります。
アップグレードオプションの詳細は次のとおりです。
p.153 の 「サポートされている SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレードオプション」 を参
照してください。
SF Oracle RAC がサポートするソフトウェアのバージョンには以下が含まれます。
Oracle RAC

Solaris SPARC 上:
■

Oracle RAC 9i リリース 2

■

Oracle RAC 10g リリース 1

■

Oracle RAC 10g リリース 2

■

Oracle RAC 11g リリース 1

Solaris x64 上:
■

Oracle RAC 10g リリース 1

■

Oracle RAC 10g リリース 2

Solaris オペレーティング p.37 の 「サポート対象のオペレーティングシステム」 を参照してくださ
システム
い。
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VCS、VxVM、VxFS、
VVR

ソフトウェアディスクに収録されているバージョンの VCS、VxVM、VxFS、
VVR のみを使ってください。その他のバージョンは、SF Oracle RAC 製
品ディスクからソフトウェアをインストールする前に削除してください。

サポートされる Oracle データベースのバージョンに関する最新情報を確認するには、次
のテクニカルサポートの TechNote を参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/280186

Oracle ソフトウェアのパッチ
リストにある Oracle パッチは Solaris 9 と Solaris 10 に必須であり、SF Oracle RAC が正
常に機能するためにインストールする必要があります。
次のパッチを Solaris SPARC システムにインストールする必要があります。
Oracle RAC 10g リリース 2 パッチセット 1（10.2.0.1）

パッチ 4637591
パッチ 4435949
パッチ 5082958

Oracle RAC 10g リリース 2 パッチセット 2（10.2.0.2）

なし

Oracle RAC 10g リリース 2 パッチセット 3（10.2.0.3）

パッチ 4430244
パッチ 5752399
パッチ 5769259

Oracle RAC 10g リリース 2 パッチセット 4（10.2.0.4）

なし

Oracle RAC 11g リリース 1 パッチセット 6（11.1.0.6）

パッチ 6849184
パッチ 6442900

次のパッチを Solaris 10 を実行している Solaris x64 システムにインストールする必要が
あります。
Oracle RAC 10g リリース 2 パッチセット 1（10.2.0.1）

パッチ 4637591

Oracle RAC 10g リリース 2 パッチセット 2（10.2.0.2）

パッチ 4770693

Oracle RAC 10g リリース 2 パッチセット 3（10.2.0.3）

なし

さらに、各リリースで、Oracle に必要になる可能性のあるその他のパッチについては、
Oracle のマニュアルを参照してください。
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サポート対象のオペレーティングシステム
SF Oracle RAC は、次のオペレーティングシステムにインストールできます。
■

Solaris SPARC システム上の Solaris 10、Solaris 9、Solaris 8

■

Solaris x64 システム上の Solaris 10

必要なオペレーティングシステムのパッチのいくつかは、システムにすでにインストールさ
れている場合があります。システム上のパッチを表示するには、showrev -p コマンドを
使います。
次の Solaris パッチがまだシステムにインストールされていない場合は、SF Oracle RAC
をインストールする前にそれらをインストールします。
Solaris 10

■

Solaris SPARC
119042-02, 119254-50, 120011-14, 127111-06
■ Solaris x64
118344-01、118844-18、118855-14、119043-02、
119131-09、119255-50 以降、119375-03、120012-14、
125914-01

Solaris 9

114477-04

Solaris 8

108528-18, 108993-18, 111413-06, 111721, 112438-03,
113766-05

推奨される Oracle の設定
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。
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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。

推奨されるデータベースストレージ設定
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。
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

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。
■
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ファイルの設計

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。
■

SF Oracle RAC クラスタの設定
次の SF Oracle RAC の設定例に、さまざまなサポートされるクラスタの設定を示します。
各設定例は、他の例で必要とされるものと異なる可能性のある一連の必要条件、準備、
インストールを示しています。基本設定例は SF Oracle RAC のインストールの成功のた
めの最低レベルの必要条件を示しています。基本設定を使えば、必要としないオプショ
ンの機能の手順をスキップできます。
多くのオプションの機能に必要な設定では、SF Oracle RAC のインストールと設定の前
に完了させる必要がある追加の手順が必要になります。たとえば、セキュアモードでクラ
スタを設定するには、SF Oracle RAC のインストールの前に、ルートブローカーを設定す
る必要があります。
グローバルクラスタの場合、2 つの SF Oracle RAC クラスタを設定し、リンクする必要があ
ります。グローバルクラスタの例では SF Oracle RAC 環境でレプリケーションを使用する
ための特定の設定を示しています。
■

「基本的な SF Oracle RAC クラスタ設定」

■

「 SF Oracle RAC クラスタのオプション機能の設定」

■

「SF Oracle RAC グローバルクラスタの設定」

基本的な SF Oracle RAC クラスタ設定
図 2-1 に、最小限必要な機能を備えた、4 つのノードのクラスタから構成される SF Oracle
RAC 設定の概要図を示します。
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SF Oracle RAC が動作する 4 ノードクラスタの例

図 2-1

パブリックネ
ットワークの

クライアント

LAN

パブリックネットワークの
独立ハブ/スイッチ、
相互接続リンクごと

スイッチ

SAN

ディスク
アレイ

凡例
パブリックネット
ワークリンク
プライベートネット
ワークリンク
共有ストレージリンク
コーディネータディスク

Oracle を使う SF Oracle RAC と 1 つのデータベースから構成される基本的なインストー
ルには、通常、次の特性があります。
■

ノードが、各システムの 100 Base T またはギガビットイーサネットコントローラを使っ
て、少なくとも 2 本の VCS プライベートネットワークリンクによって接続されます。
最大の性能のために、ハブよりもスイッチの使用を推奨します。どちらの場合も、2 つ
以上のスイッチまたはハブを使って、必要な冗長性を提供します。
1 つのスイッチ上に複数のリンク（3 本以上）が存在する場合は、リンクごとに別個の
VLAN を構築する必要があります。単一のハブでの複数のリンクの使用をサポートし
ていません。
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■

ノードは Fibre Channel スイッチを通して共有ストレージデバイスに接続されます。
SF Oracle RAC 製品での共有 SCSI の使用をサポートしていません。サポート対象の
ファイバーチャネルストレージデバイス一覧については、シマンテック社サポート Web
サイトにある最新のハードウェア互換性リストを参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/283161

■

ノードは、類似したネットワークデバイスと、一致するポート番号を使ってプライベート
ネットワークリンクと接続される必要があります。
たとえば、リンクの一方の端で qfe0 を使う場合は、他方の端でも qfe0 を使う必要が
あります。

■

各システムにローカル VxVM があります。カプセル化されたルートドライブまたは内
部ディスクのどちらかです。
ルートディスクグループを、システム間で共有されるストレージ用に使うことはサポート
されません。

■

Oracle データベースは、各ノードで利用できる共有ストレージ上に構成されます。ク
ラスタファイルシステムまたは RAW ボリュームを共有ストレージとすることができます。
コーディネータディスクを含めすべての共有ストレージで SCSI-3 PR をサポートして
いる必要があります。

■

VCS は、Oracle RAC に必要なリソースをエージェントが方向付けし管理できるように
設定されています。これらのリソースは各ノードで並列に動作します。

SF Oracle RAC クラスタのオプション機能の設定
SF Oracle RAC は次のオプションによって追加のセキュリティおよび管理機能を提供しま
す。
■

Symantec Product Authentication Service （AT）

■

Veritas Cluster Server Management Console （VCS MC）

■

VCS の通知

選択したオプションは、SF Oracle RAC の準備、インストール、および構成手順に影響し
ます。Symantec Product Authentication Service と VCS の通知機能については、SF
Oracle RAC のインストール時に適切なオプションを選択できます。
図 2-2 は、Symantec Product Authentication Service （AT）と Veritas Cluster Server
Management Console （VCS MC）の各コンポーネントのサンプル配備について説明し
ています。
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図 2-2

AT および VCS MC コンポーネントによるサンプル配備
Symantec Product
Authentication Service
ルートブローカー

VCS 管理コンソール
管理サーバー

SF Oracle RAC クラスタ1

オプション

SF Oracle RAC クラスタ 2

SF Oracle RAC グローバルクラスタの設定
SF Oracle RAC は Oracle RAC のグローバルクラスタをサポートします。VCS は広域の
フェールオーバおよびディザスタリカバリを実現する高可用性のディザスタリカバリ（HA/DR）
オプションを提供します。このオプションは Veritas Volume Replicator と他のサポート
対象レプリケーションオプションと連携して機能します。
メモ: グローバルクラスタを設定するには SF Oracle RAC HA/DR ライセンスが必要です。
■

SF Oracle RAC HA/DR ライセンスは初期インストール時またはインストール後にい
つでも追加してグローバルクラスタを設定できます。

■

最初に基本クラスタを設定してから HA/DR ライセンスを追加し、グローバルクラスタ
を後で設定することができます。

SF Oracle RAC クラスタのレプリケーションの必要条件は次のとおりです。
p.424 の 「SF Oracle RAC グローバルクラスタの必要条件」 を参照してください。

SF Oracle RAC インストールと設定タスクの概要
SF Oracle RAC のインストールと設定には次のタスクが含まれます。
■

「SF Oracle RAC のオプション機能を準備するためのタスク」

第 2 章 インストールの計画と必要条件
SF Oracle RAC インストールと設定タスクの概要

■

「SF Oracle RAC のインストールを準備するためのタスク」

■

「SF Oracle RAC のインストールと設定の作業」

■

「Oracle RAC をインストールして Oracle データベースを作成するタスク」

■

「VCS が Oracle RAC リソースを管理するように設定する手順」

■

「SF Oracle RAC のデータベース管理機能を設定するためのタスク」

■

「SF Oracle RAC グローバルクラスタを設定するための作業（オプション）」

図 2-3 は Solaris SPARC システムのインストールと設定の手順の概要フローを示してい
ます。
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図 2-3

Solaris SPARC での SF Oracle RAC のインストールと設定
SF Oracle RAC のインストール
基本機能とオプション機能

Oracle の
バージョンの
選択とイン
ストール

Oracle RAC
10g

Oracle RAC 9i

データベースの移行

データベ
ースの作
成または
移行

Oracle RAC
11g

データベースの作成

サービスグループの設定

GCO の設定（オプション）

バックアップとリカバリ機能の設定
（オプション）

インストールの完了

図 2-4 は Solaris x64 システムのインストールと設定の手順の概要フローを示していま
す。
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図 2-4

Solaris x64 での SF Oracle RAC のインストールと設定
SF Oracle RAC をインストールする
基本とオプション機能

Oracle RAC 10g をインストールする

データベースを移行する

データベース
を作成または
移行する

データベースを作成する

サービスグループを設定する

GCO を設定する（オプション）

バックアップとリカバリ機能を設定する（オプション）

インストールの完了

SF Oracle RAC のオプション機能を準備するためのタスク
SF Oracle RAC の一部のオプションの機能では、それらの機能を設定する前に、準備タ
スクを実行する必要があります。
p.45 の 「Symantec Product Authentication Service の設定」 を参照してください。
p.46 の 「Veritas Cluster Server 管理コンソールの設定」 を参照してください。
p.46 の 「VCS イベントの通知の設定」 を参照してください。

Symantec Product Authentication Service の設定
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。
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AT は次のブローカーを使って、クラスタコンポーネント間の信頼関係を確立します。
■

ルートブローカー
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。
ルートブローカーは複数のクラスタにサービスを提供できます。単一のルートブロー
カーを、ユーティリティシステムにインストールすることを推奨します。電子メールサー
バーやドメインコントローラのようなユーティリティシステムでは、多くの場合高い可用
性が確保されています。

■

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
署名された証明書があります。VCS 内の各ノードは認証ブローカーとして機能します。

詳しくは、Symantec Product Authetication Service のマニュアルを参照してください。
p.56 の 「セキュアモードでのクラスタ設定の準備」 を参照してください。

Veritas Cluster Server 管理コンソールの設定
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、これを使うと
1 台の Web コンソールから複数の SF Oracle RAC クラスタの監視と管理が行なえます。
単一クラスタと複数クラスタのいずれかまたはその両方を管理するように、Veritas Cluster
Server 管理コンソールを設定できます。複数クラスタの管理に使う場合は、管理サーバー
をインストールして設定する必要があります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server Management Console 実装ガイド』を参照してくだ
さい。

VCS イベントの通知の設定
VCS Notifier コンポーネントによる イベントの SMTP 電子メール通知と SNMP トラップ
通知を設定するオプションがあります。SF Oracle RAC のインストールを実行する前に、
通知サーバーを設定しておく必要があります。
SMTP または SNMP の通知オプションを選択すると、インストーラでは、ClusterService
グループのために設定されたものと同じ NIC を使う（デフォルト）かどうかを選択可能にな
ります。同じネットワーク情報を使わない場合は、インストーラがプロンプトを表示したとき
に適切な値を指定する必要があります。
SMTP と SNMP の通知について詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』
を参照してください。

SF Oracle RAC のインストールを準備するためのタスク
基本的な SF Oracle RAC のインストールには次の準備タスクが含まれます。
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■

「インストール前の umask の設定」

■

「クラスタノードの時刻設定の同期」

■

「システム間通信の設定」

■

「MANPATH 変数の設定」

■

「PATH 変数の設定」

■

「SF Oracle RACライセンスキーの取得」

■

「事前に存在するライセンスキーの削除」

■

「インストール前のシステムの確認」

SF Oracle RAC のインストールと設定の作業
表 2-2 は SF Oracle RAC のインストールと設定を完了するために必要なタスクを一覧表
示します。
表 2-2

SF Oracle RAC のインストールと設定のタスク

作業

手順の参照先

SF Oracle RAC インストー ■ 「製品ディスクのマウント」
ルプログラムの起動
■ 「ソフトウェアインストールの開始」
■

「インストール対象システムの指定」

SF Oracle RAC のライセン ■ 「SF Oracle RAC のライセンス」
シングと SF Oracle RAC
■ 「SF Oracle RAC パッケージの確認」
パッケージの各クラスタノー
ドへの追加
SF Oracle RAC 設定プログ ■ 「製品ディスクのマウント」
ラムの起動
■ 「ソフトウェア設定の開始」

システムの基本チェックの
実行

■

「設定対象のシステムの指定」

■

「設定作業の選択」

■

「LLT 用のプライベート相互接続の準備」
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作業

手順の参照先

SF Oracle RAC コンポーネ ■ 「 Veritas Cluster Server コンポーネントの情報」
ントの設定
■ 「データベース管理における権限の設定」
■

「Cluster Volume Manager の設定」

■

「各ノードでの VVR の設定」

■

「SF Oracle RAC 設定ファイルの作成」

■

「Storage Foundation 用スタンドアロンホストの設定」

■

「SF Oracle RAC 処理の開始」

■

「セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化」

言語パッケージのインス
トール

■

「言語パッケージのインストール」

I/O フェンシングの設定

■

「設定の準備I/O フェンシング」

■

「I/O フェンシングの設定」

■

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

クラスタの確認

手順例では galaxy と nebula の 2 つのノードに SF Oracle RAC をインストールし、設定
します。.インストール例では、クラスタ名は rac_cluster101、クラスタ ID は 101 です。イ
ンストール例ではすべてのオプション機能を選択します。

Oracle RAC をインストールして Oracle データベースを作成するタスク
Storage Foundation for Oracle RAC のコンポーネントのインストールと設定が完了した
ら、Oracle RAC のインストールに進みます。
サポート対象の Oracle バージョン:
p.35 の 「サポート対象ソフトウェア」 を参照してください。
次の節は、Oracle RAC を準備しインストールする方法を説明します。
■

Oracle RAC インストールの準備を行います。
p.209 の 「Oracle RAC 10g のインストールの準備について」 を参照してください。
p.277 の 「Oracle RAC 11g のインストールの準備について」 を参照してください。

■

Oracle RAC をインストールします。
p.233 の 「Oracle RAC 10g のインストールについて」 を参照してください。
p.313 の 「Oracle RAC 11g のインストールについて」 を参照してください。

■

VxVM ディスクグループ内の RAW ボリューム または、Veritas クラスタファイルシス
テムに RAW データベースを作成します。
データベースは、Oracle DBCA ユーティリティを使って作成できます。Oracle DBCA
を使ってデータベースを作成する場合は、Oracle のマニュアルを参照してください。
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テストとトラブルシューティングの目的のため、テストデータベースを作成することもで
きます。
テストデータベースを作成する場合:
p.595 の 「テストデータベースの作成について」 を参照してください。

VCS が Oracle RAC リソースを管理するように設定する手順
SF Oracle RAC には、Oracle RAC 環境を完全に自動化する機能があります。この機能
により、データベース環境全体を自動的に制御できます。また、VCS でのクラスタファイ
ルシステムのマウントや、CVM や CFS デーモンを有効にすることができます。ユーザー
または DBA は、制御と自動化のレベルを自由に選択できます。
VCS は、クラスタ内のリソースを管理するのに、main.cf 設定ファイルを使います。SF
Oracle RAC をインストールする時に、基本 VCS 設定ファイルが作成されます。Oracle
をインストールし、データベースを作成した後に、いずれかのクラスタノード上の main.cf
ファイルを変更すれば、新しいリソースとその設定を反映できます。
VCS を設定する際には、次の節を参照してください。
p.257 の 「Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照して
ください。
p.345 の 「Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照して
ください。
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。
Oracle RAC 9i については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 インス
トール/設定ガイド』を参照してください。
Oracle RAC 10g および Oracle RAC 11g については、このマニュアルのそれぞれの章
を参照してください。

SF Oracle RAC のデータベース管理機能を設定するためのタスク
SF Oracle RAC は次のデータベース管理機能をサポートします。
■

Storage Checkpoint と Storage Rollback

■

Database FlashSnap

■

Dynamic Storage Tiering

■

Storage Mapping

リポジトリデータベースを使うには、SF Oracle RAC のインストール後にリポジトリデータ
ベースを作成し、設定する必要があります。
SFDB のリポジトリを設定するための基本的なタスクは次の通りです。
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■

root ユーザーとして sfua_db_config スクリプトを実行し、リポジトリデータベースを作
成し、設定します。

■

SF Oracle RAC を使用したデータベースの管理を許可する適切な権限を設定しま
す。

Storage Mapping は個別の設定タスクを必要としません。必要な Veritas Mapping
Service（VxMS）パッケージは SF Oracle RAC のインストール時に自動的にインストール
されます。デフォルトで、Storage Mapping は SF Oracle RAC で使用するためにライセ
ンス供与されます。
次の基本タスクを実行することによって、SF Oracle RAC で使用するために Storage
Mapping が有効にされていることを確認できます。
■

Storage Mapping オプションのライセンスキーがあるかどうかを確認します。

■

VRTSvxmsa 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。

これらのデータベース管理機能について詳しくは、『Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC グローバルクラスタを設定するための作業（オプション）
ローカルクラスタで正しく動作する SF Oracle RAC と Oracle RAC を用意した後にディザ
スタリカバリ用のグローバルクラスタ環境を設定することも、ローカルクラスタとリモートクラ
スタの両方を同時に設定することもできます。グローバルクラスタ設定の一般的な処理は、
両方のサイトでの次の作業を含みます。
■

ハードウェアがセットアップされている各サイトでのクラスタの作成

■

SF Oracle RAC のインストール

■

SF Oracle RAC の設定

■

Oracle RAC のインストール

■

VCS サービスグループの設定

セカンダリサイト用のデータベースを作成する必要はありません。データベースはプライ
マリサイトからレプリケートされます。Veritas Volume Replicator（VVR）を使うか、サポー
ト対象のハードウェアベースのレプリケーション製品を使うことができます。
VVR は、SF Oracle RAC の高可用性ディザスタリカバリ（HA/DR）バージョンによってサ
ポートされる、別個にライセンスを受けるオプションのレプリケーション製品です。Veritas
Volume Replicator 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。VVR は、SF Oracle RAC の
最初のインストール処理中にインストールできます。または、後からグローバルクラスタを
設定するときに追加できます。
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ハードウェアベースのレプリケーションとともに SF Oracle RAC HA/DR を使用する場合
は、そのレプリケーション製品をサポートする VCS エージェントが必要です。
SF Oracle RAC は、次のハードウェアベースのレプリケーションオプションをサポートして
います。
■

EMC SRDF の場合:
『Veritas Cluster Server Agent for EMC SRDF Installation and Configuration
Guide』を参照してください。

■

Hitachi TrueCopy の場合:
『Veritas Cluster Server Agent for Hitachi TrueCopy Installation and
Configuration Guide』を参照してください。

■

IBM Metro Mirror 場合:
『Veritas Cluster Server Agent for IBM Metro Mirror Installation and
Configuration Guide』を参照してください。

■

IBM SVC の場合:
『Veritas Cluster Server Agent for IBM SVCCopyServices Installation and
Configuration guide』を参照してください。

■

EMC MirrorView の場合:
『Veritas Cluster Server Agent for EMC MirrowView Installation and
Configuration Guide』を参照してください。

■

Oracle Data Guard の場合:
『Veritas Cluster Server Agent for EMC SRDF Installation and Configuration
Guide』を参照してください。

レプリケーションエージェントの最新の更新またはソフトウェア情報については、次の URL
のテクニカルサポート TechNote を参照してください。
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/282004.htm
SF Oracle RAC グローバルクラスタの設定について詳しくは、
p.423 の 「SF Oracle RAC 環境でのレプリケーション」 を参照してください。

SF Oracle RAC のインストールおよび設定に必要な情報
SF Oracle RAC のインストールと設定プログラムでは、いくつかの SF Oracle RAC コン
ポーネントに関する情報の入力が求められます。情報によってはこのインストールプログ
ラムがデフォルト値を用意している場合もあり、それを選択して使用できます。
インストールと設定の処理に必要な時間を短縮し、入力の正確さを向上させるには:
■

SF Oracle RAC のインストールと設定を始める前に必要条件を確認してください。
p.543 の 「SF Oracle RAC のインストールと設定情報」 を参照してください。
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■

ワークシートのサンプル値を、SF Oracle RAC のインストールおよび設定に必要な情
報の例として使います。
p.551 の 「インストールワークシートと設定ワークシート」 を参照してください。

■

設定に必要な情報を集めます。

■

インストール作業中、設定に必要な情報を手元に置いておきます。

2
SF Oracle RAC のインストール
と設定

■

SF Oracle RAC のインストールと設定の準備

■

SF Oracle RAC のインストール

■

SF Oracle RAC の設定

■

データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定

■

クラスタのインストールの確認

■

SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード
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SF Oracle RAC のインストー
ルと設定の準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC をインストール、設定するための準備について

■

セキュアモードでのクラスタ設定の準備

■

SF Oracle RAC をインストールする準備

SF Oracle RAC をインストール、設定するための準備に
ついて
インストール前作業を実施する前に、インストール必要条件を見直したこと、基本的なハー
ドウェアを設定したこと、SF Oracle RAC 設定の計画を立てたことを確認します。
p.32 の 「インストール必要条件」 を参照してください。
p.42 の 「SF Oracle RAC インストールと設定タスクの概要」 を参照してください。
SF Oracle RAC のインストールおよび設定手順は、オプションの手順と必須手順の両方
から成ります。オプションの手順は、オプションの SF Oracle RAC 機能のために実行され
ます。
図 3-1 は、オプションの手順と必須手順の両方を表します。
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図 3-1

SF Oracle RAC のインストールおよび設定手順

SF Oracle RAC をイン
ストールする前に実行
するオプションの手順:
AT: セキュアモードでクラスタを設定
するためのシステムの準備

事前に存在するライセンスキーの削除

SF Oracle RAC をイン
ストールする前に実行
する必須の手順:

クラスタノードの時刻設定の同期

システム間通信の設定

PATH 変数の設定

MANPATH 変数の設定

SF Oracle RAC のライセンスキーの取得

共有ストレージの設定

インストール開始前のシステムの確認

メモ: SF Oracle RAC クラスタの設定のためにオプション機能を設定しない場合は、直接
p.65 の 「SF Oracle RAC をインストールする準備」 に進んでください。

セキュアモードでのクラスタ設定の準備
SF Oracle RAC のインストール中またはインストール後に、クラスタのために Symantec
Product Authentication Service（AT）サービスを設定できます。
セキュアモードで実行されていないクラスタで AT を設定する手順については、『Veritas
Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
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セキュアモードでクラスタを設定する前提条件は次の通りです。
■

企業内のシステムはルートブローカー（RB）として設定します。
ルートブローカーシステムが存在しない場合は、システムにルートブローカーをインス
トールして設定します。
p.59 の 「セキュリティインフラ用のルートブローカーのインストール」 を参照してくださ
い。

■

クラスタ内の各ノードの認証ブローカー（AB）アカウントは、ルートブローカーシステム
上で設定されます。
p.61 の 「ルートブローカーシステムの認証ブローカーアカウントの作成」 を参照して
ください。

■

ルートブローカーと認証ブローカーのシステムクロックが同期している必要があります。

installsfrac program には、次の設定モードが用意されています。
自動モード

このモードを使うには、ルートブローカーシステムで、rsh または ssh による
パスワード入力の必要がないログインを許可する必要があります。

半自動モード

このモードでは、セキュアモードでクラスタを設定するために、AT 管理者か
らの暗号化ファイル（BLOB ファイル）が必要です。
クラスタ内のノードでは、rsh または ssh によるパスワード入力の必要がない
ログインを許可する必要があります。
p.65 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

手動モード

このモードでは、セキュアモードでクラスタを設定するために、AT 管理者か
らの root_hash ファイルとルートブローカー情報が必要です。
クラスタ内のノードでは、rsh または ssh によるパスワード入力の必要がない
ログインを許可する必要があります。
p.65 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

図 3-2 は、セキュアモードでの SF Oracle RAC クラスタの設定フローを示します。
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セキュアモードで SF Oracle RAC クラスタを設定するためのワークフ
ロー

図 3-2

AT 概念の確認と必要な情報の収集
安定したシステムへのルートブローカーの
インストール
ルートブローカーシステム上で各ノードに対する
認証ブローカー ID 情報の作成

セキュアモードで
クラスタを設定す
るためのモードの
選択
自動モード

半自動モード

いいえ

ルートブローカーシステム上
で各ノードに対する暗号化フ
ァイル（BLOB）の作成

インストールシステムへの暗
号化ファイルのコピー

ルートブローカ
ーではパスワー
ドを使わないロ
グインが許可さ
れているか

はい 自動モード

アクションは必要ない

ノード間でパスワードを使わ
ない通信の設定

いいえ

手動モード

ルートブローカーシステムか
らインストールシステムへの
root_hash ファイルのコピー

プロンプトに答えるための情
報の収集

ノード間でパスワードを使わ
ない通信の設定

セキュアモードにおけるクラスタの設定

VCS ユーザーが LDAP ドメインに属している場合の
LDAP 認証プラグインの有効化

表 3-1 に、AT 管理者と VCS 管理者が実行する必要のある順序で、準備作業の一覧を
示します。
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表 3-1

セキュアモードでクラスタを設定するための準備作業

作業

作業の実行担当
者

セキュアモードでクラスタを設定する設定モードを、次の 1 つに決定します。 VCS 管理者
■

自動モード

■

半自動モード

■

手動モード

企業内の安定したシステムにルートブローカーをインストールします。

AT 管理者

p.59 の 「セキュリティインフラ用のルートブローカーのインストール」 を参照
してください。
ルートブローカーシステムで、クラスタ内の各ノード用の認証ブローカーアカ AT 管理者
ウントを作成します。
p.61 の 「ルートブローカーシステムの認証ブローカーアカウントの作成」 を
参照してください。
AT 管理者には、VCS 管理者からの次の情報が必要です。
■

認証ブローカーとしてサービスを提供するよう指定されたノード名

■

各認証ブローカーのパスワード

半自動モードを使うには、各ノードの暗号化ファイル（BLOB ファイル）を作
成し、それらのファイルを VCS 管理者に提供します。

AT 管理者

p.62 の 「セキュリティインフラ用の暗号化ファイルの作成」 を参照してくださ
い。
AT 管理者には、VCS 管理者からの次の追加情報が必要です。
■

各認証ブローカーの管理者パスワード
通常、パスワードはすべてのノードで同一です。

手動モードを使うには、VCS 管理者に、ルートブローカーシステムからの
root_hash ファイル（/opt/VRTSat/bin/root_hash）を提供します。

AT 管理者

セキュアモードでクラスタを設定するために必要なファイルを、SF Oracle
RAC のインストールと設定の作業を行う予定のシステムにコピーします。

VCS 管理者

p.64 の 「インストールシステムのセキュリティインフラの準備」 を参照してく
ださい。

セキュリティインフラ用のルートブローカーのインストール
AT を使ってセキュアモードでクラスタを設定する予定の場合のみ、ルートブローカーを
インストールします。ルートブローカーの管理者は、SF Oracle RAC のために認証サービ
スを設定する前に、ルートブローカーをインストールして設定する必要があります。クラス
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タ外にある安定したシステムにルートブローカーをインストールすることを推奨します。ルー
トブローカーをインストールできるシステムは、AIX、HP-UX、Linux、Solaris です。
ルートブローカーのインストールについては、Symantec Product Authetication Service
のマニュアルを参照してください。
p.45 の 「Symantec Product Authentication Service の設定」 を参照してください。
ルートブローカーをインストールするには

1

installsfrac programを起動できるディレクトリに移動します。

2

ルートブローカーのインストールプログラムを起動します。
# ./installsfrac -configure -security

3

インストーラが表示する 3 つのオプションから、ルートブローカーのインストールを選
択します。
3 Install Symantec Security Services Root Broker

4

ルートブローカーインストール先のシステム名を入力します。
Enter the system name on which to install VxSS: venus

5

6

インストーラが次の処理を行うので、その出力を確認します。
■

SF Oracle RAC がオペレーティングシステムをサポートしていることを確認する
ための検査

■

グローバルゾーンからのインストールであることの検証（Solaris のみ）

■

システムがセキュリティのためにすでに設定されているかどうかの確認

installsfrac program が、システムのインストール済みパッケージを検査するので、
その出力を確認します。
installsfrac program は、プログラムがシステムにインストールしようとしているパッ
ケージを一覧にします。Enter キーを押して続行します。

7

インストーラがシステムにルートブローカーをインストールするので、その出力を確認
します。

8

Symantec Product Authentication Service を設定するよう求めるプロンプトが表
示されたら、y を入力します。

9

ルートブローカーのパスワードを入力します。パスワードには最低 5 文字以上含め
てください。

10 認証ブローカーのパスワードを入力します。パスワードには最低 5 文字以上含めて
ください。
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11 Enter キーを押して、Authentication Server 処理を起動します。
Do you want to start Symantec Product Authentication Service
processes now? [y,n,q] y

12 インストーラは認証サービスを起動するので、その出力を確認します。

ルートブローカーシステムの認証ブローカーアカウントの作成
管理者は、ルートブローカーシステムで、クラスタの各ノードの認証ブローカー（AB）アカ
ウントを作成する必要があります。
ルートブローカーシステムで認証ブローカーアカウントを作成するには

1

ルートブローカーのドメイン名を確認します。ルートブローカーシステムで次のコマン
ドを入力します。
venus> # vssat showalltrustedcreds

たとえば、ドメイン名は、「ドメイン名（DomainName）:
root@venus.symantecexample.com」のように出力されます。

2

クラスタの各ノードについて、アカウントがルートブローカーシステムに存在するかど
うかを確認します。
たとえば、ノード galaxy のアカウントが存在するか確認するには、次のコマンドを入
力します。
venus> # vssat showprpl --pdrtype root ¥
--domain root@venus.symantecexample.com --prplname galaxy
■

ノードの認証ブローカーのルートブローカーでプリンシパルアカウントが出力さ
れた場合、その既存プリンシパルアカウントを削除します。たとえば、次のように
なります。
venus> # vssat deleteprpl --pdrtype root ¥
--domain root@venus.symantecexample.com ¥
--prplname galaxy --silent

■

出力に次のエラーが表示された場合、指定した認証ブローカーのアカウントはこ
のルートブローカーに作成されていません。
"Failed To Get Attributes For Principal"

手順 3 に進んでください。

3

クラスタ内の各認証ブローカーに対して、プリンシパルアカウントを作成します。たと
えば、次のようになります。
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venus> # vssat addprpl --pdrtype root --domain ¥
root@venus.symantecexample.com --prplname galaxy ¥
--password password --prpltype service

作成するこのパスワードを、暗号化ファイルのインプットファイルで使う必要がありま
す。

セキュリティインフラ用の暗号化ファイルの作成
暗号化ファイル（BLOB ファイル）を使って認証サービスを設定する半自動モードを選択
する場合にのみ、暗号化ファイルを作成します。管理者はルートブローカーノードで暗号
化ファイルを作成する必要があります。管理者は、クラスタの一部となる予定の各ノードの
暗号化ファイルを作成してから、SF Oracle RAC の認証サービスを設定する必要があり
ます。
暗号化ファイルを作成するには

1

次のルートブローカーの情報を書き留めます。この情報は、暗号化ファイルの入力
ファイルのために必要です。
hash

ルートハッシュ文字列の値。40 文字から成ります。次のコマ
ンドを実行してこの値を見つけます。
venus> # vssat showbrokerhash

root_domain

ルートブローカーシステムのドメイン名の値。次のコマンドを
実行してこの値を見つけます。
venus> # vssat showalltrustedcreds

2

各ノードについて、次の認証ブローカーの情報を書き留めます。この情報は、暗号
化ファイルの入力ファイルのために必要です。
identity

ルートブローカーシステムで認証ブローカープリンシパルを
作成するために指定した、認証ブローカーの ID の値。
これは addprpl コマンドの --prplname オプションのた
めの値です。
p.61 の 「ルートブローカーシステムの認証ブローカーアカ
ウントの作成」 を参照してください。
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password

ルートブローカーシステムで認証ブローカープリンシパルを
作成するために指定した、認証ブローカーのパスワードの
値。
これは addprpl コマンドの --password オプションのた
めの値です。
p.61 の 「ルートブローカーシステムの認証ブローカーアカ
ウントの作成」 を参照してください。

broker_admin_password

3

ノードの管理者アカウント用の、認証ブローカーのパスワー
ドの値。このパスワードは、少なくとも 5 文字必要です。

クラスタ内の各ノードに対して、暗号化ファイルの入力ファイルを作成します。
暗号化ファイルを使った認証サービスの設定に進むと、インストーラは暗号化ファイ
ルの入力ファイル形式を表示します。たとえば、galaxy の認証ブローカー用の入力
ファイルは次のような形式です。
[setuptrust]
broker=venus.symantecexample.com
hash=758a33dbd6fae751630058ace3dedb54e562fe98
securitylevel=high
[configab]
identity=galaxy
password=password
root_domain=vx:root@venus.symantecexample.com
root_broker=venus.symantecexample.com:2821
broker_admin_password=ab_admin_password
start_broker=false
enable_pbx=false

4

クラスタ内の各ノードの認証ブローカー用に作成したこれらの入力ファイルのバック
アップを作成します。
暗号化ファイルの出力ファイル作成コマンドを実行すると、セキュリティ上の目的で、
この入力ファイルは削除されるので注意してください。

5

クラスタ内の各ノードに対して、ルートブローカーシステムから暗号化ファイルの出力
ファイルを作成します。作成には次のコマンドを使います。
RootBroker> # vssat createpkg ¥
--in /path/to/blob/input/file.txt ¥
--out /path/to/encrypted/blob/file.txt ¥
--host_ctx AB-hostname

たとえば、次のようになります。

63

64

第 3 章 SF Oracle RAC のインストールと設定の準備
セキュアモードでのクラスタ設定の準備

venus> # vssat createpkg --in /tmp/galaxy.blob.in ¥
--out /tmp/galaxy.blob.out --host_ctx galaxy

このコマンドは、「password=」のエントリに間違ったパスワードを指定した場合にも
暗号化ファイルを作成することに注意します。しかし、間違ったパスワードを持つそ
のような暗号化ファイルは、認証ブローカーノードへのインストールに失敗します。

6

暗号化ファイルの出力ファイルの作成が完了したら、このファイルをインストーラの
ノードにコピーする必要があります。

インストールシステムのセキュリティインフラの準備
VCS 管理者は、セキュアモードでクラスタを設定するために、必要な情報を収集し、イン
ストールシステムを準備する必要があります。
インストールシステムのセキュリティインフラを準備するには
◆

使用する設定モードによって、次のいずれかを実行します。
自動モード

半自動モード

次を実行します。
■

AT 管理者からルートブローカーシステム名を収集します。

■

SF Oracle RAC の設定時に、installsfrac program のセキュリティ
メニューが表示されたら、セキュリティオプション 1 を選択します。

次を実行します。
VCS をインストールするシステムに暗号化ファイル（BLOB ファイル）
をコピーします。
インストールシステムにコピーしたこれらのファイルのパスを書き留
めます。
■ SF Oracle RAC の設定時に、installsfrac program のセキュリティ
メニューが表示されたら、セキュリティオプション 2 を選択します。
■

手動モード

次を実行します。
VCS をインストールするシステムに、フェッチした root_hash ファイ
ルをコピーします。
インストールシステムにコピーしたルートハッシュファイルのパスを
書き留めます。
■ AT 管理者から名前、完全修飾ドメイン名、ドメイン、ポートなどの
ルートブローカー情報を収集します。
■ 認証ブローカーアカウントを作成するために AT 管理者に提供し
た各認証ブローカーのプリンシパル名とパスワード情報を書き留め
ます。
■ SF Oracle RAC の設定時に、installsfrac program のセキュリティ
メニューが表示されたら、セキュリティオプション 3 を選択します。
■
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SF Oracle RAC をインストールする準備
続いて SF Oracle RAC をインストールする前に、次の作業を行います。
■

「インストール前の umask の設定」

■

「クラスタノードの時刻設定の同期」

■

「システム間通信の設定」

■

「共有ストレージの設定」

■

「MANPATH 変数の設定」

■

「PATH 変数の設定」

■

「製品ディスクのマウント」

■

「SF Oracle RACライセンスキーの取得」

■

「事前に存在するライセンスキーの削除」

■

「グローバルクラスタのライセンスキーの取得とインストール」

■

「インストール前のシステムの確認」

インストール前の umask の設定
次のコマンドを使って、Oracle RAC のインストールを予定している各システムに対して、
デフォルトのファイル作成モードを設定します。
# umask 0022

クラスタノードの時刻設定の同期
セキュアモードで SF Oracle RAC を設定するよう計画するのであれば、すべてのクラスタ
ノードが同じ時刻を持つことを推奨します。Network Time Protocol（NTP）デーモンを
実行していない場合は、各ノードで時刻を同期してください。

システム間通信の設定
installsfrac program を使って SF Oracle RAC をインストールするとき、全クラスタを同
時にインストール、設定するために、システム間の通信が存在することを確認します。デ
フォルトでは、インストーラはシステム間通信に ssh を使います。installsfrac program
を実行するシステムに対して、クラスタのすべてのシステム上で root として ssh コマンド
または rsh コマンドを発行する権限を付与する必要があります。
■

通信用に ssh を設定した場合、パスワードまたはパスフレーズの要求なしで処理する
ような方法で設定する必要があります。
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■

通信用に rsh を設定した場合、各ノードで、「+」文字を /.rhosts ファイルの先頭行に
追加して、インストールプログラムを実行しているシステムにリモートアクセスできるよう
にします。
特定のノードへのリモートアクセスを制限することもできます。インストールとディスク検
証が終了したら、リモート rsh アクセスの許可を削除します。
詳しくは /.rhosts ファイルのマニュアルページを参照してください。

SSH の設定と有効化
SSH プログラムは、リモートシステムにログインしコマンドを実行できるようにします。SSH
は、安全でないネットワーク上の信頼できない 2 台のホスト間で、暗号化された通信と認
証処理ができるようにします。SSH は、RSH プロトコルスイートよりもセキュリティの高いレ
ベルを提供するので、リモート通信の推奨される方法です。
この手順では、最初に DSA キーペアを生成します。キーペアから、パブリックキーをソー
スシステムからターゲットシステムの authorized_keys ファイルに追記します。
Oracle をインストールしているのであれば、SF Oracle RAC をインストールするために、
root ユーザー用に必要となる DSA キーに加えて、Oracle ユーザー用に DSA キーと
RSA キーを設定する必要があります。
SSH を有効にする前に、SSH のマニュアルとオンラインマニュアルページを読んでくださ
い。SSH の設定に関する問題については、オペレーティングシステムサポートプロバイダ
に連絡してください。
http://openssh.org の OpenSSH Web サイトを訪問して、オンラインマニュアルおよび
その他の資料にアクセスしてください。
DSA キーペアを生成する方法

1

ソースシステム（galaxy）で、root としてログインし、root ディレクトリに移動します。
galaxy # cd /

2

ソースシステム上に DSA キーペアを生成するため、次のコマンドを入力します。
galaxy # ssh-keygen -t dsa

次のようなシステム出力が表示されます。
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (//.ssh/id_dsa):

3

Enter キーを押して、デフォルトの場所である /.ssh/id_dsa を受け入れます。
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4

プログラムがパスフレーズを入力するよう求めたときは、Enter キーを 2 回押します。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

パスフレーズを入力しません。Enter キーを押します。
Enter same passphrase again:

再び Enter キーを押します。

5

/.ssh ディレクトリがすべてのターゲットインストールシステム（この例では nebula）に
あることを確認します。このディレクトリが存在しない場合は、ターゲットシステムすべ
てにそれを作成し、root のみに書き込み権限を設定します。
nebula # cd /
nebula # mkdir /.ssh

それを安全にするため、このディレクトリの操作権限を変更します。
nebula # chmod go-w /.ssh

安全なファイル転送を使用して、パブリックキーをソースシステムからターゲットシステム
の authorized_keys ファイルに追記する方法

1

セキュアファイル転送プログラム（SFTP）が、ターゲットインストールシステムすべて
（この例では nebula）で有効になっていることを確認します。
SFTP を有効にするには、/etc/ssh/sshd_config ファイルに次の 2 行が含まれてい
る必要があります。
PermitRootLogin
Subsystem

2

yes
sftp

/usr/lib/ssh/sftp-server

この行がない場合は、追加して SSH を再起動します。
Solaris 10 上で SSH を再起動するには、次のコマンドを入力します。
galaxy # svcadm restart ssh

Solaris 9 上で再起動するには、次のコマンドを入力します。
galaxy # /etc/init.d/sshd stop
galaxy # /etc/init.d/sshd start
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3

ソースシステム（galaxy）から、パブリックキーをターゲットシステム（nebula）の一時
ファイルに移動します。
セキュアファイル転送プログラムを使います。
この例では、root ディレクトリのファイル名 id_dsa.pub は、パブリックキーの一時ファ
イルの名前です。
セキュアファイル転送には次のコマンドを使います。
galaxy # sftp nebula

セキュアファイル転送がこのシステムで初めてセットアップされる場合は、次の行の
ような出力が表示されます。
Connecting to nebula ...
The authenticity of host 'nebula (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9f:61:91:9d:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:88:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

4

「yes」と入力します。
次のような情報が出力されます。
Warning: Permanently added 'nebula,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@nebula password:

5

nebula の root パスワードを入力します。

6

sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /.ssh/id_dsa.pub to /id_dsa.pub

7

SFTP セッションを終了するため、次のコマンドを入力します。
sftp> quit
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8

ターゲットシステム（この例では nebula）で ssh セッションを開始するため、galaxy
で次のコマンドを入力します。
galaxy # ssh nebula

プロンプトで、nebula の root パスワードを入力します。
password:

9

nebula にログインした後、次のコマンドを入力して、id_dsa.pub ファイルを認証キー
ファイルに追記します。
nebula # cat /id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

10 id_dsa.pub パブリックキーファイルがターゲットシステム（nebula）にコピーされ、
authorized_keys ファイルに追加された後、それを削除します。id_dsa.pub パブリッ
クキーファイルを削除するため、nebula で次のコマンドを入力します。
nebula # rm /id_dsa.pub

11

ssh セッションからログアウトするため、次のコマンドを入力します。
nebula # exit

12 インストールターゲットでもあるソースシステムからインストールするときは、さらにロー
カルシステムの id_dsa.pub キーをローカル authorized_keys ファイルに追加しま
す。インストールは、インストールソースシステムが認証されない場合、失敗する可能
性があります。
ローカルシステムの id_dsa.pub キーをローカル authorized_keys ファイルに追加
するため、次のコマンドを入力します。
galaxy # cat /.ssh/id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

13 ソースインストールシステムで次のコマンドを実行します。ssh セッションが期限切れ
になった、または停止した場合、次のコマンドを実行してセッションを更新することも
できます。これらのコマンドは、プライベートキーをシェル環境に取り込み、ユーザー
root に対し、キーをグローバルに使えるようにします。
galaxy # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
galaxy # ssh-add
Identity added: //.ssh/id_dsa

このシェル特有の手順は、シェルがアクティブである間のみ有効です。セッション中
にシェルを閉じた場合は、再び手続きを実行する必要があります。
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ターゲットシステムに接続できることを検証する方法

1

ソースシステム（galaxy）で、次のコマンドを入力します。
galaxy # ssh -l root nebula uname -a

ここで nebula はターゲットシステムの名前です。

2

コマンドはソースシステム（galaxy）からターゲットシステム（nebula）に向けて、シス
テムがパスフレーズまたはパスワードを要求することなく実行されるはずです。

3

この手順を各ターゲットシステムに対して繰り返します。

ssh の再起動
この手順を完了した後、ssh は次のシナリオのいずれかで再起動されることがありえます。
■

端末セッションが閉じられた後

■

新しい端末セッションが開かれた後

■

システムが再起動された後

■

長すぎる時間が経過した後、ssh を更新するために

ssh を再起動する方法

1

ソースインストールシステム（galaxy）で、プライベートキーをシェル環境に取り込み
ます。
galaxy # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL

2

ユーザー root に対し、キーをグローバルに使えるようにします。
galaxy # ssh-add

Solaris での RSH の有効化/無効化
次の節は Solaris システムでどのようにしてリモートシェルを有効にするかを説明します。
Veritas は Veritas 製品インストールのためにセキュアシェル環境を設定するよう推奨し
ます。
リモートシェルの設定について詳しくは、オペレーティングシステムの資料を参照してくだ
さい。
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rsh を有効にする方法

1

rsh および rlogin の現在の状態を判断するため、次のコマンドを入力します。
# inetadm | grep -i login

サービスが有効化されている場合は、次の行が表示されます。
enabled online svc:/network/login:rlogin

サービスが有効化されていない場合は、次の行が表示されます。
disabled disabled svc:/network/login:rlogin

2

無効な rsh/rlogin サービスを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# inetadm -e rlogin

3

有効な rsh/rlogin サービスを無効にするには、次のコマンドを入力します。
# inetadm -d rlogin

4

.rhosts ファイルを修正します。独立した .rhosts ファイルが各ユーザーの $HOME
ディレクトリにあります。このファイルは RSH を使用してシステムにリモートにアクセス
するユーザーごとに修正される必要があります。.rhosts ファイルの各行は、ローカ
ルシステムへのアクセス権限を持つ各リモートシステムの完全修飾ドメイン名または
IP アドレスを含みます。たとえば、root ユーザーが nebula から galaxy にリモート
でアクセスする必要がある場合は、galaxy の .rhosts ファイルに
nebula.companyname.com のエントリを追加する必要があります。
# echo "nebula.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

5

インストール手順を完了した後、セキュリティを確保するため、.rhosts ファイルを各
ユーザーの $HOME ディレクトリから削除します。
# rm -f $HOME/.rhosts

共有ストレージの設定
クラスタ内のすべてのノードで SCSI 層が認識できるように共有ストレージを設定する必要
があります。SF Oracle RAC のソフトウェアで使用するために追加する共有ストレージは、
I/O フェンシングの使用を可能にする機能 SCSI-3 Persistent Reservation をサポート
する必要があります。
p.123 の 「I/O フェンシングの設定についてI/O フェンシング」 を参照してください。
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I/O フェンシングについて詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』と『Veritas
Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』も参照してください。

製品ディスクのマウント
SF Oracle RAC ソフトウェアをロードするには、スーパーユーザー（root）権限が必要で
す。
SF Oracle RAC のインストールと設定を完了した後、製品ディスクをマウント解除できま
す。
製品ディスクをマウントする方法

1

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

2

SF Oracle RAC ソフトウェアが収録された製品ディスクを、システムに接続されたドラ
イブに挿入します。

3

Solaris ボリューム管理ソフトウェアがシステムで動作していれば、ソフトウェアディス
クは自動的に /cdrom/cdrom0 としてマウントします。

4

Solaris ボリューム管理ソフトウェアがディスクをマウントするようになっていなければ、
手動でそれをマウントする必要があります。ソフトウェアディスクを挿入した後、次の
ように入力します。
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom

ここで c0t6d0s2 はディスクドライブのデフォルトアドレスです。

5

パッケージの場所に移動します。
# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac

MANPATH 変数の設定
.profile ファイル（または他のシステムの適切なシェルセットアップファイル）で MANPATH
変数を設定して、マニュアルページを表示できるようにします。
MANPATH 変数を設定する方法
◆

使用しているシェルに応じて、次のうち 1 つを入力します。
Bourne シェル（sh また
は ksh）

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

C シェル（csh）

# setenv MANPATH /usr/share/man:¥
/opt/VRTS/man
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PATH 変数の設定
様々なディレクトリに置かれたインストールおよびその他のコマンドを検索できます。各シ
ステムの .profile ファイル（または他のシステムの適切なシェルセットアップファイル）で、
これらのディレクトリを PATH 環境変数に追加します。
PATH 変数を設定する方法
◆

使用しているシェルに応じて、次のうち 1 つを入力します。
Bourne シェル（sh また
は ksh）

# PATH=/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:¥
/usr/lib/vxvm/bin:/opt/VRTSvxfs/sbin:¥
/opt/VRTSvcs/bin:/opt/VRTS/bin:¥
/opt/VRTSvcs/rac/bin:/opt/VRTSob/bin:¥
$PATH; export PATH

C シェル（csh）

# setenv PATH /usr/sbin:/sbin:/usr/bin:¥
/usr/lib/vxvm/bin:/opt/VRTSvxfs/sbin:¥
/opt/VRTSvcs/bin:/opt/VRTS/bin:¥
/opt/VRTSvcs/rac/bin:/opt/VRTSob/bin:$PATH

PATH 変数を設定する際は、次の点を覚えておきます。
■

root ユーザーの LD_LIBRARY_PATH に$ORACLE_HOME/lib を設定しない
でください。oracle ユーザーの LD_LIBRARY_PATH に $ORACLE_HOME/lib
を設定してください。

SF Oracle RACライセンスキーの取得
SF Oracle RAC には、ライセンスキー証明書が含まれています。証明書には、プロダクト
キーと購入した製品ライセンス数が指定されています。1 つのキーで、購入したライセン
スに応じたシステム数とシステムタイプに製品をインストールできます。キーの場合、証明
書に指定された以上の製品数を操作できる場合がありますが、法的には購入した製品ラ
イセンス数に制限されます。
メモ: 事前に存在するライセンスキーを持っている場合、続行する前にそれらを削除する
必要があります。事前に存在するライセンスキーを削除する方法の説明については、「事
前に存在するライセンスキーの削除」 を参照してください。
表 3-2 は、SF Oracle RAC コンポーネントに有効な機能を一覧表示します。
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表 3-2

SF Oracle RAC コンポーネントに有効な機能

機能

コンポーネント

VXCFS

Veritas File System

FCL（File Change Log）

Veritas File System

CDS（Cross-platform Data Sharing）

Veritas File System

Extra-Big File Systems

Veritas File System

MVS（Multi-volume Support）

Veritas File System

QoSS（Quality of Storage Service）

Veritas File System

VXCKPT

Veritas File System

VxVM

Veritas Volume Manager

CVM_FULL

Veritas Volume Manager

PGR

Veritas Volume Manager

FMR_DGSJ

Veritas Volume Manager

ダイナミック LUN 拡張

Veritas Volume Manager

ハードウェア支援コピー

Veritas Volume Manager

CDS（Cross-platform Data Sharing）

Veritas Volume Manager

VVS_CONFIG

Veritas Volume Manager

PGR_TRAINING

Veritas Volume Manager

Site Awareness

Veritas Volume Manager

VVR

Veritas Volume Replicator

GCO

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC
HA/DR Option

Found_Edi_map

Veritas Mapping Service

Mode=VCS_RAC

Veritas Cluster Server

Mode=VCS_0

Veritas Cluster Server

製品インストール手順の中に、キーをアクティブにする手順が含まれています。この製品
のライセンスをインストール中に問題が発生した場合は、シマンテック社のライセンスサ
ポート Web サイトにアクセスしてください。

第 3 章 SF Oracle RAC のインストールと設定の準備
SF Oracle RAC をインストールする準備

https://licensing.symantec.com
VRTSvlic package を使って、製品のライセンス作業を行えます。VRTSvlic をインストー
ルすると、次のコマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになります。
vxlicinst

Symantec 製品のライセンスキーをインストールします。

vxlicrep

現在インストール済みのライセンスを表示します。

vxlictest

ライセンスキーにエンコードされた機能と説明を取り込みます。

付属のソフトウェアディスクには他の製品が含まれていますが、インストールできるのはラ
イセンスで購入した ソフトウェア製品だけです。
レプリケーション用に VVR を使う場合は、SF Oracle RAC のインストール時に VVR ライ
センスを入力することができ、この場合は SF Oracle RAC と同時にインストールされます。
現時点で VVR ライセンスがない場合は、後でインストールすることもできます。

事前に存在するライセンスキーの削除
この手順は、事前に存在するライセンスが交換または削除される場合に使われます。
■

SF Oracle RAC のアップグレード

■

クラスタへのノードの追加

■

クラスタからのノードの削除

■

クラスタへの HA/DR 機能の追加

新しいシステム上にインストールしている場合は、この手順を飛ばすことができます。
p.73 の 「SF Oracle RACライセンスキーの取得」 を参照してください。
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事前に存在するライセンスキーを削除する方法

1

ノードに現在インストールされているライセンスキーファイルを表示します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicrep

出力には、ライセンスキーとそれに対応する製品情報が一覧表示されます。

2

ライセンスキーファイルがあるディレクトリに移動し、ファイルを一覧表示します。
# cd /etc/vx/licenses/lic
# ls -a

3

将来の参照のため、ライセンスキーファイルを他の場所に移動します。
たとえば、ライセンスキーファイルがあるディレクトリで、サブディレクトリを作成し、そ
の新しい場所にファイルを移動します。
# mkdir OLD
# mv * OLD

グローバルクラスタのライセンスキーの取得とインストール
グローバルクラスタを設定したら、次の製品のライセンスを持つか確認します。
■

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC HA/DR

■

レプリケーションに使う場合は Veritas Volume Replicator（VVR）

ハードウェアベースのレプリケーションにソフトウェアを使用する場合、ベンダーからの必
要なライセンスが有効であることを確認します。
ライセンスについては次の詳細情報があります。
p.73 の 「SF Oracle RACライセンスキーの取得」 を参照してください。
p.75 の 「事前に存在するライセンスキーの削除」 を参照してください。
VRTSvlic package を使って、製品のライセンス作業を行えます。VRTSvlic をインストー
ルすると、コマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになります。
製品インストール手順の中に、キーをアクティブにする手順が含まれています。この製品
のライセンスをインストール中に問題が発生した場合は、シマンテック社のライセンスサ
ポート Web サイトにアクセスしてください。
https://licensing.symantec.com
HA/DR が有効であるかどうかを確認します。
# vxlicrep | grep -i global

第 3 章 SF Oracle RAC のインストールと設定の準備
SF Oracle RAC をインストールする準備

HA/DR が有効でない場合は、それをインストールします。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC HADR ライセンスキーをインストールする
には

1

HA/DR が有効なライセンスをインストールします。
# vxlicinst -k xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx

2

HA/DR が有効になっていることを確認します。
# vxlicrep | grep -i global

VVR を使用している場合、有効であるかどうかを確認します。
# vxlicrep | grep -i vvr

VVR が有効でない場合は、それをインストールします。
VVR ライセンスキーをインストールするには（VVR を使う場合）

1

VVR のライセンスをインストールします。
# vxlicinst -k xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx

2

VVR が有効になっていることを確認します。
# vxlicrep | grep -i vvr

インストール前のシステムの確認
SF Oracle RAC ソフトウェアのインストールを始める前に、SF Oracle RAC をインストール
しようと計画しているシステムの準備状態をチェックできます。
セットアップの詳しい評価のために、Veritas Installation Assessment Service ユーティ
リティを使うこともできます。
p.26 の 「Veritas Installation Assessment Service」 を参照してください。
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システムを確認する方法

1

installsfrac program があるフォルダに移動します。
# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac

2

プリインストールチェックを開始します。
# ./installsfrac -precheck [-rsh] galaxy nebula

プログラムは非対話モードで続行し、ライセンス、パッケージ、ディスク領域、システ
ム対システム通信について、システムを検査します。プログラムはチェックの結果を
表示し、チェックの結果をログファイルに保存します。

4
SF Oracle RAC のインストー
ル
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のインストールについて

■

SF Oracle RAC インストールプログラムの起動

■

Solaris JumpStart による Solaris SPARC システムへの SF Oracle RAC のインストー
ル

■

Solaris x64 システムへの Solaris JumpStart を使用した SF Oracle RAC のインス
トール

■

代替ルートへの SF Oracle RAC のインストール

SF Oracle RAC のインストールについて
8 ノードまでのクラスタ上に SF Oracle RAC をインストールできます。次のツールの 1 つ
を使って SF Oracle RAC をインストール、設定します。
Veritas 製品インストーラ 複数の Veritas 製品をインストールまたは設定するための高レベルな
アプローチを提供します。
Veritas 製品インストーラを使って、Symantec Product Authentication
Service をインストールできます。
これらの製品および機能について詳しくは、対応する製品マニュアルを
参照してください。
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installsfrac program

個別に SF Oracle RAC をインストール、設定するための直接的なアプ
ローチを提供します。
次の方法の 1 つを選択できます。
■

パッケージをインストールし、続いて SF Oracle RAC を設定します。

■

パッケージをインストール（installsfrac -installonly）し、
クラスタ設定の手順（installsfrac -configure）を後に残し
ておきます。

メモ: 電子ダウンロードサイトから SF Oracle RAC を入手した場合、Veritas 製品インス
トーラの代わりに installsfrac program を使う必要があります。

SF Oracle RAC インストールプログラムの起動
製品ディスクをマウントしインストールプログラムを起動します。各プログラムのインストー
ルの終了時点で、インストーラは次のファイルが入った新しいディレクトリを作成します。
■

実行されたシステムコマンドと出力を含むログファイル。

■

インストーラの -responsefile オプションと連動して使用できる応答ファイル。
p.557 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。

■

インストールスクリプトの出力を含む概略ファイル。

製品のインストールは次の手順から成ります。
■

「製品ディスクのマウント」

■

「ソフトウェアインストールの開始」

■

「インストール対象システムの指定」

■

「SF Oracle RAC のライセンス」

■

「SF Oracle RAC パッケージの確認」

製品ディスクのマウント
SF Oracle RAC ソフトウェアをロードするには、スーパーユーザー（root）権限が必要で
す。
SF Oracle RAC のインストールと設定を完了した後、製品ディスクをマウント解除できま
す。
p.72 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。
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ソフトウェアインストールの開始
次の 2 つのプログラムの 1 つを使って SF Oracle RAC をインストールできます。
■

Veritas 製品インストーラ

■

installsfrac program

メモ: ソフトウェアインストールを開始する前に、SSH または RSH が設定される必要があ
ります。SSH または RSH が設定され、有効にされていない場合、インストール処理は失
敗します。
製品インストーラを使って SF Oracle RAC をインストールする方法

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

インストールプログラムが保存されているフォルダに移動します。
# cd /cdrom

3

インストーラを開始します。
# ./installer

SSH を使っている場合は上のコマンドを使います。RSH を使っている場合は、次の
コマンドを入力します。
# ./installer -rsh

インストーラは著作権メッセージとともに製品インストールプログラムを起動し、ログが
作成されるディレクトリを指定します。

4

開いているタスクメニューから、「製品のインストールまたはアップグレード
（Install/Upgrade a Product）」を表す［I］を選択します。

5

表示されたインストールする製品のリストから、次を選択します。Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC

installsfrac program を使って SF Oracle RAC をインストールする方法

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

installsfrac program があるフォルダに移動します。
# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac
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3

installsfrac program を起動する前に、SF Oracle RAC インストールおよび設定
ワークシートを確認します。
p.543 の 「SF Oracle RAC のインストールと設定情報」 を参照してください。
インストールに使用する値があることを確認します。インストール処理中、これらの値
の入力を求めるプロンプトが表示されます。

4

installsfrac program を起動します。
# ./installsfrac -installonly

インストーラは著作権メッセージとともに開始し、ログが作成されるディレクトリを指定
します。
デフォルトでは、installsfrac program はリモート通信に ssh を使います。ただし、
rsh を使う場合は、installsfrac program で -rsh オプションを指定します。
# ./installsfrac -rsh -installonly

インストール対象システムの指定
インストーラは、インストールするシステム名をたずね、次に初期システムチェックを実行
します。
インストールするシステム名を指定する方法

1

SF Oracle RAC をインストールするシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces on which to install
SF Oracle RAC: galaxy nebula

2

インストーラが、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信できる
ことをチェックし、SF Oracle RAC の前のバージョンがインストールされているかどう
かをチェックするので、出力を確認します。
SF Oracle RAC の前のバージョンがインストールされている場合、インストーラはアッ
プグレードするオプションを提供します。
p.153 の 「サポートされている SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレードオプション」
を参照してください。

SF Oracle RAC のライセンス
インストーラは、SF Oracle RAC ライセンスキーが現在各システム上にあるかどうかをチェッ
クします。ライセンスキーがインストールされていなければ、インストーラはライセンスキー
を求めます。
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SF Oracle RAC をライセンスする方法

1

2

ユーティリティがシステムライセンスをチェックし、ライセンス package をインストール
するので、その出力を確認します。
■

VRTSvlic package が存在しなければ、十分なディスク領域があるかのチェック
後、ユーティリティはそれを各ノードにインストールします。

■

VRTSvlic package の前のバージョンが存在すれば、ユーティリティは package
を現在のバージョンで置き換えます。

インストーラが各ノードについて求めるので、Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC のライセンスキーを入力します。
Enter a SFRAC license key for galaxy: [?]
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX successfully registered on
galaxy
SFRAC license registered on galaxy

3

グローバルクラスタとディザスタリカバリ環境をセットアップする場合は、SF Oracle
RAC HADR や VVR などの追加製品機能に対するキーを入力します。これらの機
能をこの時点で設定する準備ができていない場合は、これらのキーを後で追加でき
ます。
Do you want to enter another license key for galaxy? [y,n,q,?]
(n) y
Enter a SFRAC license key for galaxy: [?]
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX successfully registered on
galaxy
Do you want to enter another license key for galaxy? [y,n,q,?]
(n)

4

他のノード用のライセンスキーを入力します。
SFRAC is not licensed on nebula
.
.
Do you want to enter another license key for nebula? [y,n,q,?]
(n)
SFRAC licensing completed successfully.
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言語パッケージのインストール
英語以外の言語で SF Oracle RAC 5.0 MP3 を実行したい場合、言語パッケージとパッ
チ（オプション）をインストールします。
SF Oracle RAC 5.0 MP3 をインストールした後に言語パッケージとパッチをインストール
するには

1

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。ディスクが /cdrom/cdrom0 として自
動的にマウントされます。

2

言語パッケージのインストール
# cd /cdrom/cdrom0
# ./install_lp

3

言語パッチのインストール
# ./installmlp

4

VEA サービスを再起動します。
# /opt/VRTS/bin/vxsvcctrl start

SF Oracle RAC パッケージの確認
インストーラは以前にインストールされているパッケージを確認し、ユーザーの選択に基
づいて、すべての SF Oracle RAC パッケージまたは必要なパッケージのみをインストー
ルします。
SF Oracle RAC パッケージを確認するには

1

インストール処理が正常に完了したことを確認します。インストールの最後の出力を
確認し、将来の参照のために、概略ファイルおよびログファイルの場所を書き留めま
す。

2

各ノードで次のコマンドを入力してすべてのノードを停止し、再ブートします。

# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6
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Solaris JumpStart による Solaris SPARC システムへの
SF Oracle RAC のインストール
この手順を実行して、Solaris SPARC システムに JumpStart を使用して SF Oracle RAC
をインストールします。
Solaris x64 システムに JumpStart を使用して SF Oracle RAC をインストールする手順:
p.88 の 「Solaris x64 システムへの Solaris JumpStart を使用した SF Oracle RAC のイ
ンストール」 を参照してください。
メモ: JumpStart の詳しい手順に関しては、オペレーティングシステムのマニュアルを参
照してください。
Solaris SPARC システムに Solaris JumpStart を使用して SF Oracle RAC をインストー
ルするには

1

SF Oracle RAC のパッケージとインストール順序を表示する次のコマンドを実行しま
す。

# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac
# ./installsfrac -installpkgs

SF Oracle RAC DVD-ROM では、これらのパッケージは tar gzip 形式になってい
ます。

2

ネットワークの共有ディレクトリで JumpStart サーバーにパッケージをコピーし、展
開します。インストールに関連したパッケージのあるサブディレクトリを書きとめておき
ます。

3

次の内容を記述した admin_file を JumpStart サーバーに作成します。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=quit
idepend=quit
rdepend=nocheck
space=quit
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
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4

JumpStart の開始と終了のスクリプトを追加します。
サンプルの終了ファイルを作成する JumpStart オプションを使ってインストーラを実
行できます。

./installsfrac -jumpstart dirname -osversion sol10

終了スクリプトはこのディレクトリで作成されます。JumpStart は SF Oracle RAC パッ
ケージをインストールするために終了スクリプトを使います。

5

VRTS パッケージの応答ファイルを作成します。
次のパッケージには空の応答ファイルが必要です。
VRTSdcli
VRTSjre
VRTSvsvc
VRTSvxvm
VRTSweb

空の応答ファイルを作成するには、次を実行します。

# touch package.response_file

6

パッケージでは、対応する応答ファイルに次の値が必要です。
■

Solaris SPARC システムの場合:
VRTSobc33
VXPALSECURITY=n
VXPALLOCALHOSTNAME=
VXPALDOMAINCONTROLLER=
VXPALAUTHENTICATIONBROKER=
VRTSob
SECURITYADMINPASSWORD=
ROOTAGENTPASSWORD=
CONFIGURESECURITY=n
VRTSvdid
OPT=/opt
VRTScssim
PKGDIR=VRTScssim
BASEDIR=/opt
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7

SF Oracle RAC 5.0 MP3 パッチをインストールするために次の操作をします。
ネットワークの共有ディレクトリで JumpStart サーバーにこれらのパッチをコピーし、
展開します。インストールに関連したパッケージのあるサブディレクトリを書きとめて
おきます。
■

Solaris 8 の場合
121708-04
123076-21
123085-03
123216-03
123673-03
123744-03
123821-03
125150-07
127333-01

■

122631-21 122632-21 122633-21 123075-21
123200-03 123207-03 123214-02 123215-03
123738-02 123740-03 123742-05 123743-03
123983-01 123984-01 123985-01 124004-02
137329-01

Solaris 9 の場合
121709-04
122633-21
123076-21
123214-02
123216-03
123742-05
123744-03
127333-01
137329-01

■

122058-10
123079-21
123088-01
123670-03
123722-01
123818-02
123823-03
127317-01
128078-01

121714-03
123075-21
123079-21
123215-03
123670-03
123743-03
123818-02
128078-01

121715-03 122058-10 122631-21 122632-21
123086-03 123089-01 123201-03 123208-03
123674-03 123722-01 123738-02 123740-03
123821-03 123823-03 124004-02 127318-01

Solaris 10 の場合
121710-04
122633-21
123076-21
123210-03
123214-02
123738-02
123742-05
124004-02
127333-01

121714-03
123075-21
123079-21
123211-03
123215-03
123740-03
123743-03
127319-01
128078-01

121715-03 122058-10 122631-21 122632-21
123087-03 123090-01 123202-03 123209-03
123216-03 123670-03 123675-03 123722-01
123744-03 123818-02 123821-03 123823-03
137329-01
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パッケージがインストールされると、JumpStart は自動的にシステムを再ブートしま
す。

8

ディスクディレクトリからインストーラのコマンドを実行して SF Oracle RAC を設定し
ます。
# /cdrom/cdrom0/storage_foundation_for_oracle_rac¥
/instalsfrac -configure

Solaris x64 システムへの Solaris JumpStart を使用し
た SF Oracle RAC のインストール
Solaris x64 システムで JumpStart を使用して SF Oracle RAC をインストールするには、
次の手順を実行します。
メモ: JumpStart 固有の手順については、Solaris オペレーティングシステムソフトウェア
に付属のマニュアルを参照してください。
Solaris x64 システムで Solaris JumpStart を使用して SF Oracle RAC をインストールす
るには

1

SF Oracle RAC パッケージとそのインストールの順序を一覧で表示します。

# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac
# ./installsfrac -installpkgs

SF Oracle RAC DVD-ROM では、これらのパッケージは tar gzip 形式になってい
ます。

2

ネットワークの共有ディレクトリで JumpStart サーバーにパッケージをコピーし、展
開します。インストールに関連したパッケージのあるサブディレクトリを書きとめておき
ます。
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3

次の内容を記述した admin_file を JumpStart サーバーに作成します。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=quit
idepend=quit
rdepend=nocheck
space=quit
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

4

JumpStart の開始と終了のスクリプトを追加します。
サンプルの終了ファイルを作成する JumpStart オプションを使ってインストーラを実
行できます。

./installsfrac -jumpstart dirname -osversion sol10

終了スクリプトはこのディレクトリで作成されます。JumpStart は SF Oracle RAC パッ
ケージをインストールするために終了スクリプトを使います。

5

VRTS パッケージの応答ファイルを作成します。
次のパッケージには空の応答ファイルが必要です。
VRTSdcli
VRTSjre
VRTSvsvc
VRTSvxvm
VRTSweb

空の応答ファイルを作成するには、次を実行します。

# touch package.response_file

6

パッケージでは、対応する応答ファイルに次の値が必要です。
■

Solaris x64 システムの場合
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VRTSobc33.response
VXPALLOCALHOSTNAME=
VXPALDOMAINCONTROLLER=
VXPALAUTHENTICATIONBROKER=
VXPALSECURITY=y
HOSTCONTROLLER=1
AG_PASSWORD=
VRTSob.response
SECURITYADMINPASSWORD=
ROOTAGENTPASSWORD=
CONFIGURESECURITY=

7

次を実行して、SF Oracle RAC 5.0 MP3 パッチをインストールします。
ネットワークの共有ディレクトリで JumpStart サーバーにこれらのパッチをコピーし、
展開します。インストールの関連パッケージを格納するサブディレクトリを書き留めて
おきます。
Solaris 10 の場合
127333-01
125866-21
128048-03
127363-01
127324-01
127341-01
127322-01

137339-01
125864-21
125150-07
128051-01
128091-01
127338-01
128059-03

125862-21
127337-01
128050-03
127361-01
128080-01
128071-03

125861-21 125863-21 125865-21
128049-03
127336-01 127342-01 128079-01
127362-01
137330-01 127340-01 127339-01
127323-01

パッケージがインストールされると、JumpStart は自動的にシステムを再ブートしま
す。

8

ディスクディレクトリからインストーラのコマンドを実行して SF Oracle RAC を設定し
ます。
# /cdrom/cdrom0/storage_foundation_for_oracle_rac ¥
/installsfrac -configure

代替ルートへの SF Oracle RAC のインストール
代替ルートに SF Oracle RAC をインストールすると、デフォルトディスクの代わりに第 2
ディスクからブートできます。さらに、代替ルートへのインストールにより、既存の設定に影
響を与えず、長いダウンタイムを必要とせずに Solaris システムの OS をアップグレードで
きます。代替ルートの使用は、Live Upgrade を使用して、SF Oracle RAC 5.0 MP3 に
アップグレードするときに必要です。
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p.195 の 「Live Upgrade を使用した SF Oracle RAC のアップグレード」 を参照してくださ
い。
インストーラを使って代替ルートに SF Oracle RAC をインストールするには、次の手順を
実行します。
代替ルートにパッケージをインストールする方法

1

Solaris OS が代替ルートにインストールされていることを確認します。
たとえば、次のようになります。/dev/dsk/c0t8d0s0.

2

すべてのノードでマウントポイントに代替ルートディスクをマウントします。
# mkdir /mnt
# mount /dev/dsk/c0t8d0s0 /mnt

マウントポイントは、すべてのシステムで同じ名前である必要があります。

3

-rootpath オプションを指定してインストーラを起動します。
# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac
# ./installsfrac [-rsh] -rootpath /mnt galaxy nebula

SFRAC の設定方法

1

新しいルート（/mnt）を指定してシステムを再起動します。
本番環境では、システムを再ブートする前にアプリケーションとデータベースを停止
させる必要がある場合があります。

2

installsfrac スクリプトを起動して SF Oracle RAC を設定します。
# ./installsfrac [-rsh] -configure galaxy nebula
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5
SF Oracle RAC の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC の設定について

■

SF Oracle RAC 設定プログラムの起動

■

システムの基本チェックの実行

■

SF Oracle RAC コンポーネントの設定

SF Oracle RAC の設定について
SF Oracle RAC パッケージをインストールしたら、Veritas 製品のインストーラか
installsfrac プログラムを使用して SF Oracle RAC を設定する必要があります。Veritas
製品のインストーラは複数の Veritas 製品をインストールまたは設定するための高レベル
なアプローチを提供します。installsfrac プログラムは個別に SF Oracle RAC をインス
トール、設定するための直接的なアプローチを提供します。
設定プログラムは次のオプションを提供します。
SFRAC のシステムを確認します（Check
system for SFRAC）

LLT 用のプライベート相互接続を検証し、共有ストレー
ジサポート用に意図されたディスクを検証する、ガイド
ラインを提供します。
p.101 の 「システムの基本チェックの実行」 を参照して
ください。
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SFRAC を設定します(Configure SFRAC） SF Oracle RAC コンポーネント製品、VCS、CVM、お
よび CFS を設定するための一連の質問をします。
p.103 の 「SF Oracle RAC コンポーネントの設定」 を参
照してください。
I/O フェンシングを設定するためのガイドラインを提供
します。
p.121 の 「データ整合性のための SF Oracle RAC クラ
スタの設定について」 を参照してください。
Oracle のインストールを準備します
（Prepare to install Oracle）

ガイドラインを提供し、SF Oracle RAC 環境で Oracle
のプリインストールを完了するためのプロンプトを出し
ます。

Oracle をインストールまたは再リンクします Oracle インストーラを起動して Oracle RAC をインス
（Install or relink Oracle）
トールし、Oracle に Veritas IPC ライブラリをリンクし
ます。

図 5-1 は SF Oracle RAC を設定するための作業を表しています。
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図 5-1

SF Oracle RAC の設定ワークフロー
設定プログラムの起動

SF Oracle RAC を設定するためのシステムの指定

LLT 用のプライベート相互接続のチェック

RAW デバイス

I/O フェンシン
グ用のディスク
のチェックを今
するか?
はい

共有ストレージ
デバイスの
タイプ

DMP デバイス

いいえ

I/O フェンシングコンプライア
ンス用の共有ディスクの
チェック

SF Oracle RAC コンポー
ネントの設定
I/O フェンシングコンプライア
ンス用の共有ディスクの
チェック

SF Oracle RAC コンポー
ネントの設定

データ整合性のための I/O フェンシングの設定

表 5-1 は SF Oracle RAC の設定手順についての高レベルの作業と参照を一覧表示し
ます。
表 5-1

SF Oracle RAC の設定作業

作業

参照情報

設定プログラムを起動します

p.96 の 「SF Oracle RAC 設定プログラムの起
動」 を参照してください。

LLT 用のプライベート相互接続をチェックします p.102 の 「LLT 用のプライベート相互接続の準
備」 を参照してください。
SF Oracle RAC コンポーネントを設定します

p.103 の 「SF Oracle RAC コンポーネントの設定」
を参照してください。
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作業

参照情報

I/O フェンシング用の共有ディスクをチェックしま p.121 の 「データ整合性のための SF Oracle RAC
す
クラスタの設定について」 を参照してください。
p.127 の 「設定の準備I/O フェンシング」 を参照
してください。
I/O フェンシングを設定します

p.132 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してく
ださい。

SF Oracle RAC 設定プログラムの起動
SF Oracle RAC をインストールし、すぐに SF Oracle RAC を設定するよう選択しなかった
場合、クラスタ設定の準備が整った時に、installsfrac -configure オプションを使って SF
Oracle RAC を設定します。-configure オプションは SF Oracle RAC クラスタを再設定
するために使用できます。SF Oracle RAC が稼働しているシステム上で再設定を実行す
ることはできません。
製品ディスクをマウントし、設定プログラムを起動します。各製品の設定の終了時点で、イ
ンストーラは 3 つのファイルが入った新しいディレクトリを作成します。
■

実行されたシステムコマンドと出力を含むログファイル。

■

インストーラの -responsefile オプションと連動して使用できる応答ファイル。p.557 の
「応答ファイルについて」 を参照してください。

■

インストールスクリプトの出力を含む概略ファイル。

SF Oracle RAC ソフトウェアをロードするため、スーパーユーザー（root）権限を持ってい
ることを確認します。
p.72 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

ソフトウェア設定の開始
製品ディスクをマウントした後、Veritas 製品インストーラまたは installsfrac program を
使って SF Oracle RAC を設定できます。
製品インストーラを使って SF Oracle RAC を設定する方法

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

インストールプログラムが保存されているフォルダに移動します。
# cd /cdrom
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3

インストーラを開始します。
# ./installer

インストーラは著作権メッセージとともに製品インストールプログラムを起動し、ログが
作成されるディレクトリを指定します。

4

開いているタスクメニューから、「インストールされた製品の設定（Configure an
Installed Product）」を表す［C］を選択します。

5

表示されたインストールする製品のリストから、次を選択します。Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC

installsfrac program を使って SF Oracle RAC を設定する方法

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

installsfrac program があるフォルダに移動します.
# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac

3

-configure オプションを指定して installsfrac program を起動します。
# ./installsfrac [-rsh] -configure

デフォルトでは、installsfrac program はリモート通信に ssh を使います。ただし、
rsh を使う場合は、installsfrac program で -rsh オプションを指定します。
インストーラは著作権メッセージとともに開始し、ログが作成されるディレクトリを指定
します。

設定対象のシステムの指定
設定プログラムは設定したいシステム名をたずね、通信の初期システムチェックを実行し
ます。
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設定対象のシステム名を指定する方法

1

プロンプトで、設定を続行したいことを確認します。

2

ソフトウェアを設定したいノードの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces on which to configure
SFRAC: galaxy nebula

3

プログラムが、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信できる
ことをチェックし、SF 5.0 MP3 for Oracle RAC が正常にインストールされたか否か
をチェックするので、出力を確認します。
SF 5.0 MP3 for Oracle RAC がインストールされていなければ、プログラムは終了し
ます。

設定作業の選択
設定プログラムは、設定作業を選択できるメニューオプションを提供します。「**指示のみ
**（**INSTRUCTIONS ONLY**）」とマークされたメニューオプションは、次のことを要求
します。
■

言及された順序で指示に従います。

■

すべてのシステムのシェルを、スーパーユーザー権限で開いたままにします。
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設定作業を選択する方法

1

プログラムが SF Oracle RAC のライセンスキーを検証した後、インストーラによって
表示される設定オプションを確認します。
p.93 の 「SF Oracle RAC の設定について」 を参照してください。
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2

次のタスクを実行して SF Oracle RAC クラスタを設定します。
LLT 用のプライベート相互接続を確認します。 LLT の確認を実行する手順のため、メインメ
ニューから［SFRAC のシステムを確認します
（Check systems for SFRAC）］>［LLT リンク
を確認します（Check LLT links）］を選択しま
す。

メモ: 共有ストレージ用に RAW デバイスを使
う場合は、この時点で I/O フェンシング用の
共有ディスクをチェックすることもできます。
p.101 の 「システムの基本チェックの実行」 を
参照してください。
SF Oracle RAC コンポーネントを設定します。 メインメニューから［SFRAC を設定します
（Configure SFRAC）］>［VCS、CVM、CFS の
設定（Configure VCS, CVM, and CFS）］を選
択します。
プログラムが様々な応答ファイルと処理を停
止するので、出力を確認します。異なるコン
ポーネントおよびそのオプション機能を設定
するプロンプトに応答します。
p.103 の 「SF Oracle RAC コンポーネントの設
定」 を参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディスクをチェック I/O フェンシングディスクをチェックする手順
します。
のため、設定プログラムを起動し、［SFRAC の
システムを確認します（Check systems for
SFRAC）］>［I/O フェンシングディスクを確認
します（Check I/O fencing disks）］を選択し
ます。
p.127 の 「設定の準備I/O フェンシング」 を参
照してください。
I/O フェンシングの設定手順。

I/O フェンシングディスクを設定する手順を参
照するには、メインメニューから［SFRAC を設
定します（Configure SFRAC）］>［I/O フェン
シングの設定（Configure I/O fencing）］を選
択します。
p.132 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照し
てください。
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システムの基本チェックの実行
設定プログラムのメニューから［SFRAC のシステムを確認します（Check systems for
SFRAC）］を選択して、SF Oracle RAC の基本システムチェックを実行します。
SF Oracle RAC 設定プログラムの指示に従って、LLT 用のプライベート相互接続をチェッ
クし、I/O フェンシング用の共有ディスクをチェックすることができます。
メモ: DMP ディスクデバイスを使う場合は、先に SF Oracle RAC コンポーネントを設定し
てから、I/O フェンシングに準拠しているかどうかディスクを確認する必要があります。
システムチェックを実行する方法

1

SF Oracle RAC 設定メニューから次のうち 1 つを選択します。
■

次のすべてのタスクを実行します（Perform all the following tasks）

■

LLT リンクを確認します ** 指示のみ **（Check LLT links **INSTRUCTIONS
ONLY**）

■

I/O フェンシングディスクを確認します ** 指示のみ **（Check I/O fencing disks
**INSTRUCTIONS ONLY**）

DMP ディスクデバイスを使う場合、現時点では［LLT リンクを確認します（Check LLT
links）］を選択する必要があります。先に SF Oracle RAC コンポーネントを設定して
から、I/O フェンシングに準拠しているかどうかディスクを確認する必要があります。

2

［次のすべてのタスクを実行します（Perform all the following tasks）］を選択した
場合、プログラムが個別に他のメニューオプションに導くので、ガイドラインに従いま
す。

3

［LLT リンクを確認します（Check LLT links）］を選択した場合、プログラムは LLT リ
ンクの必要条件を列挙し、すべてのクラスタノード上の各 LLT リンクをチェックするよ
う求めます。
p.102 の 「LLT 用のプライベート相互接続の準備」 を参照してください。

4

［I/O フェンシングディスクを確認します（Check I/O fencing disks）］を選択した場
合、プログラムガイドラインに従い、すべてのノード上で I/O フェンシングディスクを
チェックします。
SF Oracle RAC コンポーネントを設定してから、Dynamic Multipathing （DMP）を
使う I/O フェンシングディスクを確認する必要があります。
p.127 の 「設定の準備I/O フェンシング」 を参照してください。
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LLT 用のプライベート相互接続の準備
LLT 用に設定された各ネットワークインターフェースは、独立した個別の物理ネットワーク
に接続する必要があります。

プライベート NIC での LLT メディア速度設定の最適化
クラスタノード間の LLT 通信を最適にするためには、各ノードのインターフェースカード
で同じメディア速度設定を使わなければなりません。また、相互接続に使われるスイッチ
またはハブの設定は、インターフェースカードの設定と一致している必要があります。不
正な設定は、ネットワークの処理速度の低下だけでなくネットワーク障害の原因になる可
能性があります。

LLT 相互接続のメディア速度を設定する場合のガイドライン
LLT 相互接続のメディア速度を設定する場合のガイドラインを確認します。
■

LLT 相互接続用のハブまたはスイッチがある場合は、各ノードの各イーサネットカー
ドで、メディア速度の設定として Auto_Negotiation を使うことを推奨します。

■

LLT 相互接続用のハブまたはスイッチがあり、Auto_Negotiation のメディア速度設
定を使わない場合、ハブポートまたはスイッチポートを、各ノード上のカードに使われ
ている設定と同じに設定します。

■

直接接続されたイーサネットリンクを使う場合は、両方のカードに共通する最も高い値
にメディア速度を設定します。これは通常、100_Full_Duplex です。

■

イーサネットカードにおけるジャンボフレームの設定は、スイッチやハブの設定と一致
させる必要があります。ジャンボフレームを SF Oracle RAC 環境で使うことはお勧め
しません。

■

プライベートリンクに異なるネットワークカードを使うことはお勧めしません。

イーサネットメディア速度の表示と設定
インターフェースカードの現在の設定と、必要な場合に変更する方法についての情報を
確認します。
イーサネット auto-negotiation やメディア速度の表示や設定を行うには
◆

適切なオプションとともに ndd コマンドを使います。
■

auto-negotiation の設定を確認するには、次を入力します。
# /usr/sbin/ndd -get /dev/<device_name> adv_autoneg_cap

コマンドの実行結果が 1 の場合は auto-negotiation が設定されており、0 の場
合は設定されていません。設定を行うには、次を入力します。
# /usr/sbin/ndd -set /dev/<device_name> adv_autoneg_cap 1
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■

速度を確認するには、次を入力します。
# /usr/sbin/ndd -get /dev/<device_name> link_speed

コマンドの実行結果が 1 の場合は リンク速度が 100 Mbps となっており、0 の場
合は 10 Mbps となります。100 Mbps に設定するには、次を入力します。
# /usr/sbin/ndd -set /dev/<device_name> link_speed 1
■

リンクモードが二重か半二重のいずれかであることを確認するには、次を入力し
ます。
■

Solaris SPARC と Solaris x64 の場合:
# /usr/sbin/ndd -get /dev/<device_name> link_duplex

コマンドの実行結果が 2 の場合は全二重に設定されており、1 の場合は半
二重に設定されています。全二重に設定するには、次を入力します。
# /usr/sbin/ndd -set /dev/<device_name> link_duplex 2
■

デバイスのジャンボフレーム設定を確認するには、各デバイスのマニュアルを参
照してください。イーサネットドライバの種類によってパラメータが異なります。

SF Oracle RAC コンポーネントの設定
SF Oracle RAC コンポーネントを設定するために必要な情報を収集したことを確認しま
す。また、セキュアモードのクラスタ、集中クラスタ管理、集中 Storage Foundation 管理
を設定する場合は、事前設定作業を実行したことを確認します。
p.55 の 「SF Oracle RAC をインストール、設定するための準備について」 を参照してく
ださい。
SF Oracle RAC コンポーネントを設定するには
◆

設定プログラムのメニューから、［SFRAC を設定します（Configure SFRAC）］>［VCS、
CVM、CFS の設定（Configure VCS, CVM and CFS）］を選択します。
VCS、CVM、CFS などの SF Oracle RAC コンポーネントを設定するため、設定プロ
グラムのプロンプトに回答します。

SF Oracle RAC クラスタの設定
SF Oracle RAC クラスタを設定するためには、Veritas Cluster Server コンポーネントを
設定する必要があります。必須のコンポーネントのみを持つ基本的なクラスタ、または設
定必要条件に合致する一部の機能またはすべてのオプション機能を持つ高度なクラスタ
を設定できます。
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詳しくは『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
クラスタ名とクラスタ ID を入力してクラスタの基本設定を定義します。

基本的なクラスタの設定
インストーラがプロンプトを表示したら、クラスタの情報を入力します。
クラスタを設定するには

1

インストーラが示した設定手順を確認します。

2

一意のクラスタ名とクラスタ ID を入力します。
Enter the unique cluster name: [?] vcs_cluster2
Enter the unique Cluster ID number between 0-65535: [b,?] 7

3

インストーラが検出しレポートするので、最初のシステム上で使える NIC を確認しま
す。
プライベートハートビートは、NIC または統合インターフェースを使えます。統合イン
ターフェースをプライベートハートビート用に使うには、その統合インターフェースの
名前を入力します。NIC をプライベートハートビート用に使うには、統合インターフェー
スの一部ではない NIC を入力します。

4

プライベートハートビートリンク用のネットワークインターフェースカードの詳細を入力
します。
インストーラが検出して報告したネットワークインターフェースカードまたは統合イン
ターフェースを選択する必要があります。インストーラで検出されなかった統合イン
ターフェースを使う場合は、SF Oracle RAC を起動する前に、インストーラが製品設
定後にプロンプトを表示したときに手動で /etc/llttab ファイルを編集する必要があ
ります。
p.117 の 「SF Oracle RAC 処理の開始」 を参照してください。
パブリックネットワーク（通常は hme0）に使われるネットワークインターフェースカー
ドを入力しないでください。
アーキテクチャに基づいて次のプロンプトに応答します。
■

Solaris SPARC の場合:
Enter the NIC for the first private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] qfe0
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] qfe1
Would you like to configure a third private heartbeat link?
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[y,n,q,b,?](n)
Do you want to configure an additional low priority heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n)
■

Solaris x64 の場合:
Enter the NIC for the first private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] e1000g0
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] e1000g1
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)
Do you want to configure an additional low priority heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n)

5

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

galaxy のために入力した NIC の詳細を使う場合は、各システムで同じ NIC を利用
可能であることを確認します。次に、プロンプトで y と入力します。
NIC のデバイス名が一部のシステムで異なっている場合は、n と入力します。プログ
ラムに指示されたら、各システムに NIC の詳細を指定します。

6

インストーラが概略を示した情報の検証と確認を行います。

セキュアモードにおけるクラスタの設定
セキュアモードでクラスタを設定する場合は、セキュアクラスタ設定の前提条件を満たし
ていることを確かめます。
installsfrac program には、セキュアクラスタを設定するさまざまな設定モードが用意さ
れています。選択する設定のモードの事前設定作業を完了したことを確認してください。
p.56 の 「セキュアモードでのクラスタ設定の準備」 を参照してください。
セキュアモードでクラスタの設定を行うには

1

SF Oracle RAC の設定で Symantec Product Authentication Service を使うかど
うか指定します。
Would you like to configure VCS to use Symantec Security
Services? [y,n,q] (n) y
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■

セキュアモードでクラスタを設定する場合は、セキュアクラスタ設定の前提条件を
満たしていることを確かめて、y を入力します。

■

クラスタをセキュアモードで設定しない場合は、n を入力します。
設定プログラムがプロンプトを表示したら、VCS ユーザーを追加する必要があり
ます。
p.107 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してください。

2

セキュリティを有効にするオプションを 1 つ選択します。
Select the Security option you would like to perform [1-3,q,?]

次の設定モードを確認します。使いたい設定に基づいて、次の値の 1 つを入力しま
す。
オプション 1。自動設定

プロンプトが表示されたら、ルートブローカーのシステム名を
入力します。
ルートブローカーへのリモートアクセスが必要となります。
インストーラでルートブローカーシステムの検証が行われる場
合はその検証結果を確認し、vxatd のプロセスとバージョンと
セキュリティドメインを確認します。

オプション 2。半自動設定

プロンプトが表示されたら、暗号化ファイル（BLOB ファイル）
のパスを入力します。
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オプション 3。手動設定
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インストーラにより入力が要求されたら、次のルートブローカー
の情報を入力します。
Enter root Broker name:
east.symantecexample.com
Enter root broker FQDN: [b]
(symantecexample.com)
symantecexample.com
Enter root broker domain: [b]
(root@east.symantecexample.com)
root@east.symantecexample.com
Enter root broker port: [b] (2821) 2821
Enter path to the locally accessible
root hash [b] (/var/tmp/
installvcs-1Lcljr/root_hash)
/root/root_hash
各ノードについてインストーラから入力が要求されたら、次の
認証ブローカーの情報を入力します。
Enter authentication broker principal name on
galaxy [b]
(galaxy.symantecexample.com)
galaxy.symantecexample.com
Enter authentication broker password on galaxy:
Enter authentication broker principal name on
nebula [b]
(nebula.symantecexample.com)
nebula.symantecexample.com
Enter authentication broker password on nebula:

3

セキュアモードでクラスタを設定するために必要な情報を指定すると、プログラムは
SMTP 電子メール通知の設定を求めるプロンプトを表示します。
クラスタをセキュアモードで設定している場合、インストーラは VCS ユーザーの追加
を求めません。ただし、VCS ユーザーは後で追加する必要があります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

VCS ユーザーの追加
Symantec Product Authentication Service を有効にした場合、ここで VCS ユーザー
を追加する必要はありません。それ以外については、この時に VCS ユーザーを追加で
きます。
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VCS ユーザーを追加するには

1

VCS ユーザーを追加するには、それに必要な情報を確認します。

2

必要に応じて管理者ユーザーのパスワードをリセットします。
Do you want to set the password for the Admin user
(default password='password')? [y,n,q] (n) y
Enter New Password:******
Enter Again:******

3

ユーザーを追加するには、入力要求のときに y と入力します。
Do you want to add another user to the cluster? [y,n,q] (y)

4

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

5

ユーザーを追加したら、入力画面で n と入力します。
Would you like to add another user? [y,n,q] (n)

6

新しく追加したユーザーの概略を確認します。

SMTP 電子メール通知の設定
SF Oracle RAC の設定を行うことにより、SMTP 電子メールサービスに対してイベント通
知を発行させることができます。通知を受け取る側の SMTP サーバー名と電子メールア
ドレスを発行する必要があります。なお、インストール後にも通知を設定することはできま
す。
詳細については、『Veritas Cluster Server User’s Guide』を参照してください。
SMTP 電子メール通知の設定を行うには

1

SMTP 電子メール通知の設定に必要な情報を見直します。

2

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

SMTP 通知を設定しない場合は、次の設定オプションに進むことができます。
p.110 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。
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3

SMTP 通知の設定に必要な情報を入力します。
次の情報を指定します。
■

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

■

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

■

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

4

必要に応じて SMTP 受信者の数を増やします。
■

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

■

受信者の数を増やさない場合は n と入力します。
Would you like to add another SMTP recipient? [y,n,q,b] (n)

5

SMTP 通知情報の検証と確認を行います。
SMTP Address: smtp.example.com
Recipient: ozzie@example.com receives email for Warning or
higher events
Recipient: harriet@example.com receives email for Error or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)
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SNMP トラップ通知の設定
SF Oracle RAC の設定を行うことにより、SNMP 管理コンソールに対してイベント通知を
発行させることができます。通知する SNMP 管理コンソール名とメッセージの重要度を設
定する必要があります。
なお、インストール後にも通知を設定することはできます。
詳しくは『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
SNMP トラップ通知の設定を行うには

1

SF Oracle RAC の SNMP 通知機能の設定に必要な情報を確認します。

2

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

このオプションをスキップし、有効な HA/DR ライセンスをインストールした場合、イン
ストーラでは、このクラスタをグローバルクラスタとして設定するオプションが表示され
ます。HA/DR ライセンスをインストールしなかった場合、インストーラは CVM と CFS
に関する他の質問のセットに進みます。
p.111 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

SNMP トラップ通知の設定に必要な情報を入力します。
次の情報を指定します。
■

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

■

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

■

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

4

必要に応じて SNMP コンソールの数を増やします。
■

別の SNMP コンソールを追加する場合は、y と入力して、次に入力画面で必要
な情報を入力します。
Would you like to add another SNMP console? [y,n,q,b] (n) y
Enter the SNMP console system name: [b,?] jupiter
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
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should be sent to jupiter [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,?] S
■

受信者の数を増やさない場合は n と入力します。
Would you like to add another SNMP console? [y,n,q,b] (n)

5

SNMP 通知情報の検証と確認を行います。
SNMP Port: 162
Console: saturn receives SNMP traps for Error or
higher events
Console: jupiter receives SNMP traps for SevereError or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)

グローバルクラスタの設定
有効な HA/DR ライセンスがインストールされている場合は、インストーラがこのクラスタを
グローバルクラスタとして設定するためのオプションを提供します。HA/DR ライセンスが
インストールされていない場合、インストーラは CVM および CFS の別の質問群に進みま
す。
グローバルクラスタを設定して、別の場所のクラスタのリンク接続を行ったり、広域のフェー
ルオーバやディザスタリカバリが有効となるようにすることができます。インストーラは、VCS
設定ファイルに基本的なグローバルクラスタの情報を追加します。追加の設定作業を実
行してグローバルクラスタを設定する必要があります。なお、各クラスタにおいて後で
gcoconfig ユーティリティを実行し、グローバルクラスタ用の VCS 設定ファイルを更新す
ることもできます。
SF Oracle RAC グローバルクラスタの設定手順については、『Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC Administrator's Guide』を参照してください。
グローバルクラスタオプションの設定を行うには

1

グローバルクラスタオプションの設定に必要な情報を見直します。

2

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

このオプションを省略する場合、インストーラは提供された設定の詳細情報に基づ
いて VCS の設定に進みます。
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3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を提供します。
インストーラは、NIC、仮想 IP アドレス、ネットマスクの値を入力するよう求めます。

4

グローバルクラスタの設定についての検証と確認を行います。
Global Cluster Option configuration verification:
NIC: hme0
IP: 10.10.12.1
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

Solaris x64 の場合、NIC ポートの一例は bge0 です。

データベース管理における権限の設定
SF Oracle RAC のインストール後は、デフォルトの設定でスーパーユーザーだけ
が、/opt/VRTSdbed フォルダにアクセスすることができます。
■

Oracle ユーザーとグループがすでにあり、データベース管理者（DBA）が SF Oracle
RAC コンポーネントにアクセスできるようにする場合は、必要な権限を設定する必要
があります。

■

Oracle ユーザーとグループがない場合、データベース管理の権限設定を先送りし、
クラスタボリューム管理ツールの設定に進みます。データベースリポジトリを設定する
とき、データベース権限を設定できます。

p.113 の 「Cluster Volume Manager の設定」 を参照してください。
データベース管理についての権限を設定するには

1

データベース管理の権限設定に必要な情報を確認します。

2

各ノードでインストーラのプロンプトが表示されたら、シングルユーザーによるアクセ
ス、グループによるアクセス、またはその両方を追加します。
■

シングルユーザーアクセスを選択した場合は、次のメッセージが表示されます。
Do you want to add single user access on galaxy [y,n,q,?]
Enter login account name for DBA user: dba

■

グループアクセスを選択した場合は、次のメッセージが表示されます。
Do you want to add group access on galaxy [y,n,q,?] (y)
Enter group name for DBA users: oper

(y)

第 5 章 SF Oracle RAC の設定
SF Oracle RAC コンポーネントの設定

Cluster Volume Manager の設定
Cluster Volume Manager の設定作業には次のようなものがあります。
■

「命名規則の設定」

■

「デフォルトディスクグループの設定」

命名規則の設定
Solaris システムのディスクは、通常 /dev/rdsk/c1t1d0s2 などのデバイス名を使って、
システムにあるディスクを識別します。VxVM エンクロージャ名に基づく命名規則を使うこ
とができます。これにより、ディスクアレイの認識率が向上します。エンクロージャ名に基
づく命名スキームでは、DMP が前提条件となります。
メモ: ディスクのパスが長すぎる場合、インストーラはユーザーが n と入力しても、エンク
ロージャ名に基づく命名スキームを設定します。
この命名規則の詳細は Veritas Volume Manager のマニュアルを参照してください。
命名規則を設定する方法

1

エンクロージャ名に基づく命名規則の設定を行う場合は、y と入力します。
Do you want to set up the enclosure-based naming scheme?
[y,n,q,?] (n)

2

選択可能なすべてのシステムについて新しい命名規則を使うかどうかを決定します。
Do you want to use the enclosure-based naming scheme for all of
the eligible systems? [y,n,q,?] (y)

デフォルトディスクグループの設定
該当する場合は、デフォルトディスクグループを設定します。一部の VxVM コマンドで
は、ディスクグループを指定する必要があるため、インストーラで、適切なノードにそれぞ
れデフォルトの VxVM ディスクグループの名前を登録できます。なお、デフォルトのディ
スクグループは後にでも作成することができます。

113

114

第 5 章 SF Oracle RAC の設定
SF Oracle RAC コンポーネントの設定

デフォルトディスクグループを設定する方法

1

デフォルトのディスクグループの設定を行う場合は、y と入力します。
Do you want to set up a system wide default disk group?
[y,n,q,?] (y) y
Which disk group? [<group>,list,q,?] default_dg

2

デフォルトディスクグループの設定を指定した場合、次の出力が表示されるので確
認します。
Volume Manager default disk group setup and daemon startup
Setting default diskgroup to default_dg on galaxy ......... Done
Starting vxrelocd on galaxy ....................... Started
Starting vxcached on galaxy ........................ Started
Starting vxconfigbackupd on galaxy ................. Started
.
.

各ノードでの VVR の設定
インストール時に Veritas Volume Replicator のライセンスを追加した場合は、ここでデ
フォルト設定を受け入れるか、VVR の設定を変更することができます。インストーラによ
り、各ノードに関する情報の入力要求が発生します。

VVR ポートの設定
インストーラでは、VVR で使うデフォルトのポートを識別します。また、この時点で異なる
ポートを割り当てることもできます。ポートの設定は、同じ RDS（Replicated Data Set）の
一部分であるシステムと同じにしてください。また、クラスタ内のすべてのシステムについ
ても一致する必要があります。
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VVR ポートの設定を行うには

1

設定プログラムにより表示されたデフォルトポートの値を確認し、受け入れます。
Following are the default ports that will be used by VVR on
galaxy:
.
.
Do you want to change any of the VVR ports on galaxy? [y,n,q]
(n)

2

システムの VVR ポートを変更する場合は y を入力します。
Do you want to change any of the VVR ports on galaxy?

[y,n,q]

(n) y

3

ポートの値を変更するには、指示に従います。次の点に注意してください。
■

ポートの設定は、同じ RDS（Replicated Data Set）の一部分であるシステムと同
じにしてください。

■

また、クラスタ内のすべてのシステムについても同じにする必要があります。

VVR 統計コレクタの設定
VVR 管理者用デーモン vradmind では、さまざまな統計データを収集、保持し、VVR
の処理速度の改善に役立てます。いくつかのチューニングパラメータを使って収集した
データを変更することができます。
収集間隔

統計データの収集
デフォルト = 10 秒

日数

収集された統計データが保存される日数であり、その日数が経過した後は、
古い統計データが自動的に削除されます。
デフォルト = 3 日

インストールプログラムには、デフォルトの設定を変更するオプションが用意されていま
す。
VVR 統計コレクタの設定を行うには

1

プロンプトで y を入力してデフォルト設定を変更します。

2

インストーラが入力を要求したら、値を入力します。
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VVR チューニングパラメータの設定
上級ユーザーの場合は、VVR チューニングパラメータを変更することができます。
詳細は、Veritas Volume Replicator 関連のマニュアルを参照してください。
VVR チューニングパラメータの設定を行うには

1

y と入力して VVR チューニングパラメータを表示または変更します。

2

設定が正常に完了したかどうかを確認するために出力内容を確認します。

SF Oracle RAC 設定ファイルの作成
SF Oracle RAC コンポーネントの設定情報を集めた後、設定プログラムは設定ファイル
を作成します。
クラスタをセキュアモードで設定することを選択すると、インストーラは Symantec Product
Authentication Service も設定します。Authentication Service の設定時に選択した
モードに応じて、インストーラはセキュリティプリンシパルを作成するか、または暗号化ファ
イルを実行してクラスタ内の各ノードにセキュリティプリンシパルを作成します。インストー
ラは、VxSS サービスグループの作成、クラスタ内の各ノードでの Authentication Server
資格情報の作成、VCS ユーザー用の Web 資格情報の作成、ルートブローカーとの信
頼関係の設定を行います。次にインストーラは、セキュアモードでの SF Oracle RAC の
起動に進みます。
SF Oracle RAC 設定ファイルを作成するには

1

設定プログラムがセキュリティプリンシパルを作成したら出力を確認し、VCS を起動
します。VCS 設定ファイルを作成し、各ノードにそのファイルをコピーします。

2

設定で入力要求があった場合は、クラスタノードの完全修飾ホスト名を確認します
Is the fully qualified
"galaxy.example.com"?
Is the fully qualified
"nebula.example.com"?

3

hostname of system "galaxy" =
[y,n,q] (y)
hostname of system "nebula" =
[y,n,q] (y)

プログラムでリモートノードとの通信状態を確認する場合はその出力結果を確認しま
す。

Storage Foundation 用スタンドアロンホストの設定
設定プログラムが Storage Foundation Manager Management を有効にするようプロ
ンプトを出したときは、n と入力して Storage Foundation 用スタンドアロンホストを設定し
ます。
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警告: Enter を押してデフォルトオプションを受け入れると、設定プログラムを再起動する
必要があります。Storage Foundation Manager は、Storage Foundation and High
Availability Solutions では使えません。プロンプトに応じて n と入力し、スタンドアロン
ホストを設定することを確認します。
Storage Foundation 用のスタンドアロンホストを設定する方法

1

Storage Foundation ホストを管理する方法に関する出力を確認します。

2

プロンプトに応じて n と入力して、スタンドアロンホストを設定します。
Enable Storage Foundation Manager Management? [y,n,q]
(y) n

3

設定プログラムが、Storage Foundation ホストをスタンドアロンモードで管理するよ
う設定するので、出力を確認します。

SF Oracle RAC 処理の開始
インストーラは SF Oracle RAC 処理を開始し、設定フェーズで選択したエージェントを設
定します。
インストーラからの説明にもあるように、シャットダウンコマンドは使わないでください。
メモ: インストーラでプライベートハートビート用に検出されなかった統合インターフェース
を使うには、SF Oracle RAC の起動を選択しません。
p.104 の 「基本的なクラスタの設定」 を参照してください。
SF Oracle RAC 処理を開始するには

1

SF Oracle RAC 処理を開始したいことを確認します。
y と入力し、SF Oracle RAC プロセスを開始して手順 3 に進みます。
インストーラでプライベートハートビート用に検出されなかった統合インターフェース
を使う場合は、n と入力します。手順 2 にスキップしてください。
Do you want to start Veritas Cluster Server processes now?
[y,n,q] (y) n

2

統合インターフェースをプライベートハートビートに使うためには、次の操作を行い
ます。
■

/etc/llttab ファイルを編集し、NIC の名前を統合インターフェースの名前に置換
します。
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■

3

変更内容を反映するため、システムを再ブートします。

インストーラが SF Oracle RAC およびその処理を開始するので、出力を確認します。
SF Oracle RAC 設定プログラムは I/O フェンシング機能を無効モードで起動するこ
とに注意します。SF Oracle RAC は I/O フェンシング機能を設定し有効にするよう
求めます。
p.123 の 「I/O フェンシングの設定についてI/O フェンシング」 を参照してください。

4

プログラムは VxVm デーモンを起動し SF Oracle RAC エージェントを設定するの
で、その出力を確認します。
インストーラは SF Oracle RAC の CFS エージェントを設定し、再起動についてのメッ
セージを表示します。
インストーラからの説明にもあるように、システムをリブートまたは再起動しないでくだ
さい。インストーラが完了したら、インストール後の作業に進みます。

5

設定プログラムが各ノードにデフォルトディスクグループを設定するので、その出力
を確認します。設定中に VxVM に対するデフォルトディスクグループを指定してい
る必要があります。

6

設定の最後の出力を確認し、将来の参照のために、概略ファイルおよびログファイ
ルの場所を書き留めます。

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化
Symantec Product Authentication Service（AT）は認証ブローカーのプラグインによっ
て LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）ユーザー認証をサポートします。
AT は Sun Directory Server、Netscape、OpenLDAP、Windows Active Directory な
どの一般的なすべての LDAP 配布をサポートします。
『Symantec Product Authentication Service 管理者ガイド』を参照してください。
LDAP スキーマと LDAP コマンド（ldapadd、ldapmodify、ldapsearch など）の構文は
LDAP の実装によって異なります。
Symantec Product Authentication Service の LDAP ドメインを追加する前に、LDAP
環境について次の情報を書き留めておきます。
■

使用する LDAP スキーマの種類（デフォルトは RFC 2307）
■

UserObjectClass（デフォルトは posixAccount）

■

UserObject 属性（デフォルトは uid）

■

ユーザーグループ属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループオブジェクトクラス（デフォルトは posixGroup）

■

GroupObject 属性（デフォルトは cn）
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■

グループ GID 属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループメンバーシップ属性（デフォルトは memberUid）

■

LDAP ディレクトリの URL

■

ユーザーコンテナの識別名（たとえば、UserBaseDN=ou=people,dc=comp,dc=com）

■

グループコンテナの識別名（たとえば、GroupBaseDN=ou=group,dc=comp,dc=com)

セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS ユーザーが LDAP ドメインに属する場合、
LDAP 認証プラグインを有効にする必要があります。LDAP 認証プラグインを有効にする
には、LDAP 環境を確認し、AT に LDAP ドメインを追加して、LDAP 認証を確認する必
要があります。SF Oracle RAC にパッケージされた AT コンポーネントでは、手動で
VRTSatlocal.conf ファイルを編集し、LDAP 認証を有効にする必要があります。
手順については、『Symantec Product Authentication Service 管理者ガイド』を参照
してください。
インストール時に VCS ユーザーを追加していない場合は、後でユーザーを追加できま
す。
VCS ユーザーの追加の手順については、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』
を参照してください。
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6
データ整合性のための SF
Oracle RAC クラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定について

■

I/O フェンシングコンポーネントについて

■

I/O フェンシングの設定についてI/O フェンシング

■

設定の準備I/O フェンシング

■

I/O フェンシングの設定

データ整合性のための SF Oracle RAC クラスタの設定
について
ノードに障害が発生すると、SF Oracle RAC は修復操作を実行し、そのコンポーネント
が、変更されたクラスタメンバシップを反映するように設定します。ノードに実際には障害
は発生していないが、ノードに障害時と同じ症状が現れる場合、そうした修復操作によっ
て、スプリットブレイン状況が発生することがあります。
そのようなスプリットブレイン状況を引き起こす可能性があるシナリオの例を次に示します。
■

障害の発生したプライベートネットワーク
2 ノードクラスタのシステムで障害が発生した場合、システムは、プライベート相互接
続によるハートビートの送信を停止します。残りのノードは修復操作を実行します。
ノード自体ではなく、プライベート相互接続に障害が発生した場合、同じ症状が現れ、
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。
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■

システムハングしているように見えるシステム
システムが非常にビジー状態で、応答がないように見える場合、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、「中断」と「再開」機能をサポート
しているハードウェアを使用しているノードでも発生する可能性があります。中断に
よってノードの PROM レベルを落とし、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。システムが復帰し、再度書き込みを
開始しても、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。

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。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。
非メンバーからのストレージへのアクセスをブロックするため、有効なノードでも、障害の
原因になることはありません。
SF Oracle RAC をインストールし、設定したら、データの整合性を確保するために、SF
Oracle RAC で I/O フェンシングを設定する必要があります。

I/O フェンシング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 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含まれます。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。

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用に検出された新しいパスは自動的に遮蔽され
ます。
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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。データディスクをフェンシングするために
調整ポイントの制御の取得をめぐって競合することは、フェンシングによるスプリットブレイ
ンの防止のしくみを理解するうえで重要です。
調整ポイントとして機能するディスクは、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。そのため、I/O フェンシン
グで、DMP デバイスまたは基盤となる RAW キャラクタデバイスを使うように設定できま
す。I/O フェンシングは、使用するディスクデバイスに基づいて、RAW または dmp のい
ずれかの SCSI-3 ディスクポリシーを使用します。ディスクポリシーはデフォルトで RAW
です。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
I/O フェンシングのコーディネータディスクとして iSCSI デバイスを使うことができます。た
だし、I/O フェンシングは DMP ディスクポリシーを使う場合にのみ 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は、/etc/vxfenmode
ファイルのディスクポリシーが DMP に設定されていることを確認します。
サポート対象のハードウェアの最新の情報については、次の URL を参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/283161

I/O フェンシングの設定についてI/O フェンシング
図 6-1 は、I/O フェンシングを設定するために必要な作業を示しています。
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図 6-1

設定するワークフローI/O フェンシング

I/O フェンシングを
設定するための準備
VxVM ディスクとしてのディスクの初期化

コーディネータディスクとして使うディスクの
特定

I/O フェンシングコンプライアンス用の共有ディ
スクのチェック

I/O フェンシングの設定

コーディネータディスクグループの設定

I/O フェンシングの設定

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正

I/O フェンシング設定の確認

p.127 の 「設定の準備I/O フェンシング」 を参照してください。
p.132 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してください。
I/O フェンシングを使うには、ディスクグループ内にコーディネータディスクを設定する必
要があります。コーディネータディスクはクラスタ内の各ノードからアクセスできる必要があ
ります。これらのディスクを使うことで、vxfen ドライバが潜在的なスプリットブレイン状態を
解決し、データの破損を防ぐことができます。
次に示すコーディネータディスクの必要条件を確認してください。
■

3 つのコーディネータディスクを持つ必要があります。

■

各コーディネータディスクは物理的に別のディスクまたは LUN を使う必要があります。
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■

コーディネータディスクのそれぞれは、可能であれば、異なるディスクアレイ上に存在
するべきです。

■

各ディスクを VxVM ディスクとして初期化する必要があります。

■

コーディネータディスクは、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートする必要があ
ります。

■

コーディネータディスクはディスクグループ（たとえば vxfencoorddg）に存在する必
要があります。

■

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

I/O フェンシングの設定ファイルには、次のものが含まれます。
/etc/vxfendg

コーディネータディスクグループの情報を含めるため、このファイ
ルを作成する必要があります。

/etc/vxfenmode

I/O フェンシングのモードを SCSI-3 に設定する必要があります。
vxfen モジュールは、DMP デバイスまたは基盤となる RAW キャ
ラクタデバイスを使うように設定できます。ただし、すべてのノード
で同じ SCSI-3 ディスクポリシーを使う必要があります。SCSI-3
ディスクポリシーは RAW または DMP のどちらかです。デフォル
トのポリシーは RAW です。
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/etc/vxfentab

vxfen 起動ファイルを実行して I/O フェンシングを開始すると、ス
クリプトは各コーディネータディスクへのすべてのパスの一覧を記
載したこの /etc/vxfentab ファイルを各ノードに作成します。起
動スクリプトは、/etc/vxfendg ファイルと /etc/vxfenmode ファイ
ルの内容を使います。
そのためシステムが再ブートされると必ず、フェンシングドライバ
はコーディネータディスクへのすべてのパスを記載した現在の一
覧を使って vxfentab ファイルを再初期化します。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成されたファイルであるため、
変更しないでください。
たとえば次のような /etc/vxfentab ファイルがノード上に作成さ
れます。
■

RAW ディスク:
/dev/rdsk/c1t1d0s2
/dev/rdsk/c2t1d0s2
/dev/rdsk/c3t1d2s2

■

DMP ディスク:
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2

既存のコーディネータディスクグループに対してディスクの削除または追加が必要になる
場合があります。
警告: 既存のコーディネータディスクグループからディスクを削除した場合は、別のディス
クグループにそれらのディスクを追加する前に、必ずそれらのディスクから登録キーと予
約キーを削除してください。

I/O フェンシング用の共有ストレージの設定について
クラスタ内のすべてのノードで SCSI 層が認識できるように共有ストレージを設定する必要
があります。 SF Oracle RAC ソフトウェアで使用するために追加する共有ストレージは、
I/O フェンシングを使用できるようにする機能である SCSI-3 Persistent Reservation を
サポートする必要があります。
システムに少なくとも SCSI-3 を使用できるディスクが設定されており準備できていること
を確認します。
p.129 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクのチェック」 を参照してください。
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設定の準備I/O フェンシング
SF Oracle RAC ソフトウェアで使用するために追加する共有ストレージは、I/O フェンシ
ングを使用できるようにする機能である SCSI-3 Persistent Reservation をサポートする
必要があります。
次の準備タスクを実行して設定しますI/O フェンシング:
VxVM ディスクとしてのディスクの初期化

p.127 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期
化」 を参照してください。

コーディネータディスクとして使うディスクの特定 p.128 の 「コーディネータディスクとして使うディス
クの指定」 を参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディスクをチェックしま p.129 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの
す
チェック」 を参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディスクのチェックに
含まれるタスクは次のとおりです。
ノードが同じディスクにアクセスできることの
検証
■ vxfentsthdw ユーティリティを使用したディ
スクのテスト
■

VxVM ディスクとしてのディスクの初期化
ドライバと HBA カードをインストールします。作業方法については、ベンダーのマニュア
ルを参照してください。
ノードに共有ディスクを物理的に追加した後、次のことを行う必要があります。
■

共有ディスクを VxVM ディスクとして初期化します。

■

すべてのノードが同じディスクを参照することを確認します。

ディスクを追加して設定する方法について詳しくは、『Veritas Volume Manager 管理者
ガイド』を参照してください。
ディスクを VxVM ディスクとして初期化するには

1

新しいディスクを認識させます。各ノードで次のコマンドを入力します。
# devfsadm

2

追加するアレイの ASL（Array Support Library）がインストールされていない場合
は、各ノードでそれを取得し、インストールしてから処理を続行します。
追加する、サポート対象のストレージデバイスの ASL は、ベンダーまたはシマンテッ
ク社のテクニカルサポートから入手できます。
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3

ディスクアレイの ASL が各ノードにインストールされていることを確認します。各ノー
ドで次のコマンドを実行し、ASL のインストールを確認するうえでその出力結果を考
察します。
次に出力例を示します。
# vxddladm listsupport all
LIBNAME
VID
==============================================================
libvxCLARiiON.so
libvxcscovrts.so
libvxemc.so

4

DGC
CSCOVRTS
EMC

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

ディスクを追加して設定する方法について詳しくは、Veritas Volume Manager 関
連のマニュアルを参照してください。

5

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

対話形式の vxdiskadm ユーティリティを使って、ディスクを VxVM ディスクとし
て初期化します。
詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

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

vxdisksetup -i device_name

この例では CDS 形式を指定します。
# vxdisksetup -i c2t13d0

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

コーディネータディスクとして使うディスクの指定
ディスクを追加し、初期化した後、コーディネータディスクとして使うディスクを指定します。
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コーディネータディスクを指定するには

1

各ノードのディスクを表示します。
たとえば次のコマンドを実行して、ディスクを一覧で表示します。
# vxdisk list

2

3 つの SCSI-3 PR 準拠共有ディスクをコーディネータディスクとして選択します。

I/O フェンシング用の共有ディスクのチェック
SF Oracle RAC の設定の準備で、設定した共有ストレージが I/O フェンシングの必要条
件を満たしていることを確認します。vxfentsthdw ユーティリティを使用して共有ディスク
をテストできます。2 つのノードは、ssh（デフォルト）または rsh 通信を行う必要がありま
す。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 コマンドに -i オプションを指定して実行します。このコマンドオプ
ションは LUN へのすべてのパスで同じシリアル番号が返されることを確認します。
コーディネータディスクとして機能するディスクをテストします。
vxfentsthdw ユーティリティには、多数のディスクのテストに適した追加オプションがあり
ます。ディスクグループ（-g）とファイルに表示されたディスク（-f）をテストするためのオプ
ションを見直します。-r オプションを使えば、データを破損することなくディスクをテストで
きます。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC Administrator's Guide を参照してくだ
さい。
ディスクで SCSI-3 をサポートしているかどうかをチェックするには、次の作業が必要とな
ります。
■

ノードが同じディスクにアクセスできることの検証
p.129 の 「ノードが同じディスクにアクセスできることの検証」 を参照してください。

■

SCSI-3 に対する共有ディスクのテスト
p.130 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。

ノードが同じディスクにアクセスできることの検証
vxfentsthdw ユーティリティを使用して共有データストレージまたはコーディネータディス
クとして使う予定があるディスクをテストする前に、システムが同じディスクを参照すること
を確認する必要があります。
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ノードが同じディスクにアクセスできることを検証するには

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

テスト時に、両方のノードが同じディスクに接続されることを確認します。vxfenadm
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。
/sbin/vxfenadm -i diskpath
vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

たとえば、ノード A では /dev/rdsk/c1t1d0s2 パス、ノード B では
/dev/rdsk/c2t1d0s2 パスによって、EMC ディスクにアクセスできます。
ノード A から次を入力します。
# /sbin/vxfenadm -i /dev/rdsk/c1t1d0s2
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

パス /dev/rdsk/c2t1d0s2 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。
# /sbin/vxfenadm -i /dev/rdsk/c3t1d2s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

-SUN

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では /dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。
ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場合、
検証は失敗しました。検証の失敗は、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。失敗は欠陥のあるディスクが原因である場合もあります。
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。
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The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for I/O Fencing on
node galaxy

vxfentsthdw ユーティリティを使用してディスクをテストするには

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。
p.65 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。
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
をリストアします。
p.138 の 「通信用の権限の削除」 を参照してください。

2

一方のノードで、ユーティリティを起動します。
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/vxfentsthdw

■

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

3

スクリプトはテストによってディスクのデータが上書きされることを警告します。概要と
警告を見直したら、処理の続行を確認し、ノード名を入力します。
警告: -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。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: galaxy
Enter the second node of the cluster: nebula
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4

チェックするディスクの名前を入力します。各ノードは異なる名前で同じディスクを認
識する場合があります。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
galaxy in the format: /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一でない場合、テストは終了します。

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。

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。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy
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。

I/O フェンシングの設定
I/O フェンシングを設定する前に、準備タスクを完了したことを確認します。
I/O フェンシングの設定に含まれるタスク
表 6-1

I/O フェンシングの設定タスク

処理

説明

コーディネータディスクグループ
の設定

p.133 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照して
ください。

I/O フェンシングの設定

p.133 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

I/O フェンシングを使用するため
の SF Oracle RAC 設定の修正

p.134 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
参照してください。
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処理

説明

すべてのノードで SF Oracle RAC p.136 の 「すべてのノードでの SF Oracle RAC の起動」 を参照
を起動します
してください。
I/O フェンシング設定の確認

p.137 の 「I/O フェンシング設定の確認」 を参照してください。

コーディネータディスクグループの設定
1 つのノードから、vxfencoorddg という名前のディスクグループを作成します。このグルー
プには最低 3 つのディスクまたは LUN を含める必要があります。VxVM 5.0 以降を使う
場合は、コーディネータディスクグループのコーディネータ属性を設定する必要もありま
す。VxVM はこの属性を使い、コーディネータディスクが他のディスクグループに再度割
り当てられないように制御します。
コーディネータディスクグループを通常のディスクグループとして作成する場合、Volume
Manager でコーディネータ属性をオンにできることに注意してください。
ディスクグループの作成方法について詳しくは、『Veritas Volume Manager 管理者ガ
イド』を参照してください。
次の手順例では、各ディスクのデバイス名が c1t1d0s2, c2t1d0s2, and c3t1d0s2 であ
るとします。
vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

任意のノードで、デバイス名を指定してディスクグループを作成します。
# vxdg init vxfencoorddg c1t1d0s2 c2t1d0s2 c3t1d0s2

2

VxVM 5.0 以降を使う場合は、コーディネータディスクグループの coordinator 属
性の値を「on」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

I/O フェンシングの設定
コーディネータディスクグループの設定後、次のことを行って I/O フェンシングを設定す
る必要があります。
■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfendg を作成します

■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新します
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I/O フェンシングのファイルを更新し、I/O フェンシングを開始するには

1

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 vxfencoorddg

2

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

3

ディスクグループをデポートします。ディスクグループをデポートすると、コーディネー
タディスクは他の用途に使えなくなります。
# vxdg deport vxfencoorddg

4

各ノードで、次のように入力します。
# echo "vxfencoorddg" > /etc/vxfendg

"vxfencoorddg" テキストの引用符の内側では、スペースを使わないでください。
このコマンドによって、コーディネータディスクグループの名前が含まれた
/etc/vxfendg ファイルが作成されます。

5

SCSI-3 の機構に応じて、すべてのクラスタノードで次の選択項目のいずれかを入力
します。
■

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

■

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

6

更新された /etc/vxfenmode の設定を確認するには、いずれかのノードで次のコマ
ンドを入力します。たとえば、次のようになります。
# more /etc/vxfenmode

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正
コーディネータディスクを追加し、I/O フェンシングを設定したら、VCS 設定ファイル
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に UseFence= SCSI3 クラスタ属性を追加します。
この属性を UseFence = None にリセットしないと、VCS はサービスグループのフェール
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オーバー中に I/O フェンシング機能を利用しません。ただし、I/O フェンシングは別個に
無効にする必要があります。
I/O フェンシングを有効にするよう VCS 設定を修正するには

1

既存の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノードで VCS を停止します。
# hastop -all

3

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中である場合は、I/O フェンシングド
ライバを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

4

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

5

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集します。
クラスタの属性一覧を変更するには、UseFence 属性を追加して SCSI3 の値を割り
当てます。
cluster rac_cluster101
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

6

ファイルを保存して閉じます。
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7

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

8

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

すべてのノードでの SF Oracle RAC の起動
I/O フェンシングが有効にされたクラスタ設定を起動するには、各ノードで SF Oracle RAC
を起動する必要があります。

I/O フェンシング、VCS、CVM、CFS の起動
クラスタ内のすべてのノードで I/O フェンシング、VCS、CVM、CFS を起動する必要があ
ります。
ノードで VCS、CVM、CFS を起動するには

1

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

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

2

各システムに配置されている設定ファイルを使って、VCS、CVM、CFS を起動しま
す。
# hastart

GAB ポートメンバーシップの確認
I/O フェンシングを設定して、各ノードで VCS、CVM、CFS を起動したら、GAB ポートメン
バーシップを確認します。
p.147 の 「GAB の確認」 を参照してください。
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GAB ポートメンバーシップを確認するには
◆

gabconfig -a コマンドを実行します。

たとえば、次のようになります。

galaxy# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen ada401 membership 01
Port b gen ada40d membership 01
Port d gen ada409 membership 01
Port f gen ada41c membership 01
Port h gen ada40f membership 01
Port o gen ada406 membership 01
Port v gen ada416 membership 01
Port w gen ada418 membership 01

CVM グループがオンラインであることの確認
cvm グループがオンライン状態であることを確認します。
CVM グループを確認するには
◆

すべてのノードで、次のように入力します。
# hagrp -state cvm

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

いずれかのノードで、次のように入力します。
# 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)

通信用の権限の削除
SF Oracle RAC のインストールが完了し、ディスクで I/O フェンシングがサポートされてい
ることを確認します。rsh を使用した場合は、ノードに対して設定していた一時的な rsh
アクセス権限を削除して、パブリックネットワークへの接続をリストアします。
通信の安全を確保するためにノードで ssh を使っており、パブリックネットワークへの接続
を一時的に削除していた場合、接続をリストアします。

7
クラスタのインストールの確
認
この章では以下の項目について説明しています。
■

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

■

LLT 設定ファイルと GAB 設定ファイルについて

■

SF Oracle RAC インストール後の VCS 設定ファイルについて

■

LLT、GAB、およびクラスタ操作の確認

VCS 設定ファイルを使った SF Oracle RAC インストール
の確認
SF Oracle RAC のインストールと設定は、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリ内の
VCS 設定ファイル（main.cf）を検査することで確認できます。

LLT 設定ファイルと GAB 設定ファイルについて
LLT（Low Latency Transport）と GAB（Group Membership and Atomic Broadcast）
は VCS 通信サービスです。LLT には /etc/llthosts ファイルと /etc/llttab ファイルが必
要です。GAB には /etc/gabtab ファイルが必要です。
これらの LLT 設定ファイルと GAB 設定ファイルに含まれる情報は次の通りです。
■

/etc/llthosts ファイル
llthosts ファイルはシステムごとに 1 つのエントリを含むデータベースです。このファ
イルは、LLT システム ID（最初の列）と LLT ホスト名をリンクします。クラスタ内の各
ノードにあるこのファイルは同じものです。
たとえば、/etc/llthosts ファイルには、次のようなエントリが含まれます。
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0
1
■

galaxy
nebula

/etc/llttab ファイル
llttab ファイルには、インストール中に導出され、lltconfig（1M） ユーティリティに

よって使われる情報が含まれます。インストール後、このファイルには、特定のシステ
ムに対応するプライベートネットワークリンクが一覧で示されます。たとえば、/etc/llttab
ファイルには、次のようなエントリが含まれます。
■

Solaris SPARC の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link qfe0 /dev/qfe:0 - ether - link qfe1 /dev/qfe:1 - ether - -

■

Solaris x64 の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link e1000g0 /dev/e1000g:0 - ether - link e1000g1 /dev/e1000g:1 - ether - -

1 行目ではシステムを識別しています。2 行目では、クラスタ（つまり、インストール中
に入力したクラスタ ID）を識別しています。次の 2 つの行は link コマンドで始まって
います。これらの行では、LLT プロトコルが使う 2 つのネットワークカードを識別してい
ます。
LLT 設定をどのように修正できるかについて詳しくは、llttab（4）のマニュアルペー
ジを参照してください。マニュアルページでは、llttab ファイルでの指示句の順序に
ついて説明しています。
■

/etc/gabtab ファイル
SF Oracle RAC をインストールした後、/etc/gabtab ファイルには、使う GAB ドライバ
を設定する gabconfig（1）コマンドが含まれています。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションは、使うドライバを設定します。-nN は、少なくとも N 個のノードがクラス

タを形成する準備ができるまで、クラスタが形成されないことを指定します。デフォルト
では、N はクラスタ内にあるノードの数です。
メモ: /sbin/gabconfig で -c -x オプションを使うことは推奨されません。ギガビット
イーサネットコントローラでは、-c -x の使用がサポートされません。
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SF Oracle RAC インストール後の VCS 設定ファイルにつ
いて
このセクションでは SF Oracle RAC のインストールに続く VCS 設定ファイルの内容に関
するハイレベルの概要を説明します。SF Oracle RAC をインストールした後、Oracle をイ
ンストールする前に、設定ファイルを確認します。
設定ファイルは次の情報を含んでいます。
■

「include」文には、VCS タイプファイル（types.cf）、CFS タイプファイル（CFSTypes.cf）、
CVM タイプファイル（CVMTypes.cf）、PrivNIC タイプファイル（PrivNIC.cf）、
MultiPrivNIC タイプファイル（MultiPrivNIC.cf）、Oracle Enterprise エージェント
タイプファイル（OracleTypes.cf）、Oracle ASM タイプファイル（OracleASMTypes.cf）
が記述されます。
これらのファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリ内に配置されています。
これらのファイルには、クラスタ内のリソースを制御するエージェントが定義されます。
■

VCS タイプファイル（types.cf）には、VCS に付属するすべてのエージェントが含
まれます。
VCS エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェント
リファレンスガイド』を参照してください。

■

CFS タイプファイル（CFSTypes.cf）には、CFSMount エージェントと CFSfsckd タ
イプが含まれます。
CFSMount エージェントは、共有ボリュームファイルシステムのマウントとマウント
解除を行います。
クラスタファイルシステムのデーモンでは CFSfsckd タイプが定義されます。この
タイプはユーザー設定が不要です。

■

CVM タイプファイル（CVMTypes.cf）には、CVMCluster エージェント、
CVMVxconfigd エージェント、CVMVolDg エージェントの定義が含まれます。イ
ンストール中に自動設定される CVMCluster エージェントは、共有ディスクグルー
プを自動インポートすることでクラスタ内の CVM を起動し、クラスタ内のノードメン
バーシップを制御して、ノードがボリューム状態を伝達する方法を定義します。
CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモンを起動して監視します。この
デーモンは、ディスクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更をカーネル
に伝えて、ディスクに保存されている設定情報を変更します。
CVMVolDg エージェントは、共有ディスクグループ内のボリュームを起動し、アク
ティブ化モードを設定して、指定された重要なボリュームを監視します。

■

PrivNIC タイプファイル（PrivNIC.cf）には、PrivNIC エージェントの定義が含ま
れます。PrivNIC エージェントは LLT に対してクエリを実行し、各 LLT Ethernet
インターフェースの可視ノード数をカウントします。

■

MultiPrivNIC タイプファイル（MultiPrivNIC.cf）には、MultiPrivNIC エージェ
ントの定義が含まれます。MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11g の
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キャッシュフュージョン機能に対する UDP/IP サポートのためのリソースを提供し
ます。
■

Oracle Enterprise エージェントタイプファイル（OracleTypes.cf）には、Oracle
エージェントと Netlsnr エージェントの定義が含まれます。Oracle エージェントは
Oracle データベースのリソースを監視し、Netlsnr エージェントはリスナープロセ
スのリソースを管理します。

■

Oracle ASM タイプファイル（OracleASMTypes.cf）には、ASM Instance エー
ジェントと ASM DG エージェントの定義が含まれます。
ASM Instance エージェントは ASM インスタンスの監視、オンラインとオフライン
との切り替えを行います。
ASM DG エージェントは ASM が有効なデータベースに必要な ASM ディスクグ
ループのマウント、マウント解除、監視を行います。

■

クラスタ定義（インストール中に rac_cluster101 などのクラスタ名が付けられる）には、
クラスタのユーザー名と管理者名が含まれます。UseFence = SCSI3 属性は、自動で
設定されないため、インストール後に手動で追加する必要があります。
p.132 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

■

main.cf に cvm サービスグループが含まるようになりました。このグループには、CFS
リソースと CVM リソースの監視に関する定義が含まれます。CVMCluster エージェン
トのリソース定義には、ノードが GAB を使ってメッセージ操作を行うことが示されてい
ます。

■

cvm グループのパラレル属性は 1 に設定されています。この値が設定されていると、
システムリスト内の各ノード上でリソースを並列実行できます。

SF Oracle RAC インストール後の main.cf ファイルの例
各ノードに作成される設定ファイルは、main.cf と呼ば
れ、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に配置されます。
main.cf ファイルには、クラスタとそのノードを定義する最小限の情報が含まれます。VCS
設定の種類によって、main.cf ファイルには異なる要素が含まれます。
メモ: SF Oracle RAC をインストールした後、Oracle をインストールする前に、main.cf 設
定ファイルを確認します。
main.cf ファイルを操作する場合の重要な注意事項は次のとおりです。
■

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

■

UseFence = SCSI3 属性は、自動で設定されないため、インストール後に手動で追加
する必要があります。
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■

クラスタをセキュアモードで設定した場合、main.cf に VxSS サービスグループと
「SecureClus = 1」クラスタ属性が含まれます。

以下に示されている main.cf 設定ファイルの例を参照し、ファイル構文や各種ファイルパ
ラメータを確認してください。
メモ: 付録には別の main.cf ファイルの例も掲載されています。 p.493 の 「sample main.cf
ファイルについて」 を参照してください。
include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
include "PrivNIC.cf"
include "MultiPrivNIC.cf"
include "OracleTypes.cf"
include "OracleASMTypes.cf"
cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
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CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

LLT、GAB、およびクラスタ操作の確認
VCS コマンドを使用して LLT、GAB、クラスタの操作を確認します。
LLT、GAB、およびクラスタ操作を確認するには

1

スーパーユーザーとしてクラスタの任意のノードにログインします。

2

PATH 環境変数が VCS コマンドを実行するように設定されていることを確認します。
p.73 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

3

プライベートネットワークに Sun SCI アダプタを使う場合、ディレクトリ /etc/rc2.d か
らディレクトリ /etc/rc3.d にスクリプト S70llt と S92gab を移動して、これらが S19sci
と S23scid スクリプトの後で実行されるようにします。

4

LLT 操作を確認します。
p.144 の 「LLT の確認」 を参照してください。

5

GAB 操作を確認します。
p.147 の 「GAB の確認」 を参照してください。

6

クラスタ操作を確認します。
p.148 の 「クラスタの確認」 を参照してください。

LLT の確認
LLT のリンクがアクティブであることを確認するには、lltstat コマンドを使います。LLT
が正しく設定されていれば、このコマンドにより、クラスタ内のすべてのノードが表示され
ます。このコマンドでは、コマンドを入力したノードの LLT のリンクに関する情報も返され
ます。
詳しくは、lltstat（1M）のマニュアルページを参照してください。
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LLT を確認するには

1

ノード galaxy のスーパーユーザーとしてログインします。

2

ノード galaxy で lltstat コマンドを実行し、LLT のステータスを表示します。
lltstat -n

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

Links
2
2

各ノードに 2 つのリンクがあり、各ノードは OPEN の状態にあります。アスタリスク（*）
は、コマンドを入力したノードを表しています。

3

ノード nebula のスーパーユーザーとしてログインします。

4

ノード nebula で lltstat コマンドを実行し、LLT のステータスを表示します。
lltstat -n

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

5

Links
2
2

LLT についての追加情報を表示するには、各ノードで lltstat -nvv コマンドを実
行します。
たとえば、2 ノードクラスタ内のノード galaxy で、次のコマンドを実行します。
lltstat -nvv | more

galaxy での出力は次のようになります。
■

Solaris SPARC の場合:
Node
*0 galaxy

1 nebula

2

State
OPEN

Link

Status

Address

qfe:0 UP
qfe:1 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:34

qfe:0 UP
qfe:1 DOWN

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

OPEN

CONNWAIT
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qfe:0 DOWN
qfe:1 DOWN
3

CONNWAIT
qfe:0 DOWN
qfe:1 DOWN

.
.
.
31

CONNWAIT
qfe:0 DOWN
/dev/qfe:1 DOWN

■

Solaris x64 の場合:
Node
*0 galaxy

1 nebula

2

State
OPEN

Link

Status

Address

e1000g:0 UP
e1000g:1 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:34

e1000g:0 UP
e1000g:1 DOWN

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

OPEN

CONNWAIT
e1000g:0 DOWN
e1000g:1 DOWN

3

CONNWAIT
e1000g:0 DOWN
e1000g:1 DOWN

.
.
.
31

CONNWAIT
e1000g:0 DOWN
e1000g:1 DOWN

出力には 32 のノードが列挙されることに注意します。コマンドは、クラスタ内の 2 つ
のノード（galaxy と nebula）のステータスとともに、実在しないノードの詳細を報告し
ています。
正しく設定されたノードごとに、次の情報が表示される必要があります。
■

OPEN の状態

■

UP である各リンクのステータス

■

各リンクのアドレス
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ただしこの例の出力は、ノード nebula について異なる詳細を示したものです。プラ
イベートネットワーク接続が壊れているか、/etc/llttab ファイル内の情報が正しくな
い可能性があります。

6

LLT 用に開かれているポートに関する情報を入手するには、任意のノードで lltstat
-p と入力します。
たとえば、2 ノードクラスタ内のノード galaxy で、lltstat -p と入力します。
lltstat -p

出力は次のようになります。
LLT port information:
Port Usage
Cookie
0
gab
0x0
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29 30 31
connects:
0 1
7
gab
0x7
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29 30 31
connects:
0 1
31
gab
0x1F
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29 30 31
connects:
0 1

GAB の確認
gabconfig -a コマンドを使用して GAB の操作を確認します。このコマンドは GAB ポー

トメンバーシップ情報を返します。出力に、インストールして設定したモジュールとのメン
バーシップがあるノードが表示されます。GAB ポートメンバーシップは、SF Oracle RAC
スタックの特定のコンポーネントがそのピアと通信するかどうかを判断するための方法とし
て使うことができます。
表 7-1 は ソフトウェアが別の機能用に設定している別のポートを表示します。
表 7-1

GAB ポートの説明

ポート

機能

a

GAB

b

I/O フェンシング

d

Oracle Disk Manager （ODM）

f

クラスタファイルシステム（CFS）
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ポート

機能

h

Veritas Cluster Server（VCS: High Availability Daemon）

o

VCSMM ドライバ

v

CVM（Cluster Volume Manager）

w

vxconfigd（CVM のモジュール）

GAB の詳細については、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してくださ
い。
GAB を確認するには
◆

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

たとえば、コマンドは次の出力を返します。
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen ada401 membership 01
Port b gen ada40d membership 01
Port d gen ada409 membership 01
Port f gen ada41c membership 01
Port h gen ada40f membership 01
Port o gen ada406 membership 01
Port v gen ada416 membership 01
Port w gen ada418 membership 01

クラスタの確認
hastatus コマンドを使ってクラスタのステータスを確認します。このコマンドはシステム状

態とグループの状態を返します。
hastatus（1M）のマニュアルページを参照してください。

システム状態と、状態間の移行の説明については、『Veritas Cluster Server ユーザー
ズガイド』を参照してください。
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クラスタを確認するには

1

クラスタのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
hastatus -summary

出力は次のようになります。
--A
A
--B
B

2

SYSTEM STATE
System
galaxy
nebula
GROUP STATE
Group
ClusterService
ClusterService

State
RUNNING
RUNNING
System
galaxy
nebula

Frozen
0
0
Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
OFFLINE

次の情報について、コマンドの出力を確認します。
■

システム状態
システム状態の値が RUNNING の場合、VCS は正常にインストールされ、起動
されています。

■

ClusterService グループの状態
出力例では、グループの状態には ClusterService グループが示されており、こ
のグループは galaxy では ONLINE に、nebula では OFFLINE になっていま
す。

クラスタノードの確認
hasys -display コマンドを使用してクラスタシステムの情報を確認します。出力内の各

ノードの情報は類似している必要があります。
hasys（1M）のマニュアルページも参照してください。

VCS のシステム属性について詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を
参照してください。
クラスタノードを確認するには
◆

ノードの 1 つで、hasys -display コマンドを入力します。
hasys -display

この例では、コマンドがノード galaxy で実行された場合の出力を示します。このリス
トは、nebula（ここでは示しません）およびクラスタ内のその他のノードに関しても同
様です。
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メモ: 次の例は SPARC 用です。x64 クラスタではコマンドの出力が異なります。
#システム

属性

値

galaxy

AgentsStopped

0

galaxy

AvailableCapacity

100

galaxy

CPUBinding

BindTo None CPUNumber 0

galaxy

CPUUsage

0

galaxy

CPUUsageMonitoring

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

galaxy

Capacity

100

galaxy

ConfigBlockCount

130

galaxy

ConfigCheckSum

46688

galaxy

ConfigDiskState

CURRENT

galaxy

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

galaxy

ConfigInfoCnt

0

galaxy

ConfigModDate

Fri May 26 17:22:48 2006

galaxy

ConnectorState

Down

galaxy

CurrentLimits

galaxy

DiskHbStatus

galaxy

DynamicLoad

0

galaxy

EngineRestarted

0

galaxy

EngineVersion

5.0.30.0

galaxy

Frozen

0

galaxy

GUIIPAddr

galaxy

LLTNodeId

0

galaxy

LicenseType

DEMO
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#システム

属性

値

galaxy

Limits

galaxy

LinkHbStatus

qfe:0 UP qfe:1 UP

galaxy

LoadTimeCounter

0

galaxy

LoadTimeThreshold

600

galaxy

LoadWarningLevel

80

galaxy

NoAutoDisable

0

galaxy

NodeId

0

galaxy

OnGrpCnt

1

galaxy

ShutdownTimeout

120

galaxy

SourceFile

./main.cf

galaxy

SysInfo

Solaris:galaxy,Generic_?E18558-11,5.9,sun4u

galaxy

SysName

galaxy

galaxy

SysState

RUNNING

galaxy

SystemLocation

galaxy

SystemOwner

galaxy

TFrozen

0

galaxy

TRSE

0

galaxy

UpDownState

Up

galaxy

UserInt

0

galaxy

UserStr

galaxy

VCSFeatures

DR

galaxy

VCSMode

VCS_RAC
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8
SF Oracle RAC 5.0 MP3 へ
のアップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

サポートされている SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレードオプション

■

SF Oracle RAC のアップグレードの手順の概要

■

SF Oracle RAC を 5.0 MP3 にアップグレードするための準備

■

SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード

■

SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレード後タスクの実行

■

SF Oracle RAC 5.0 から 5.0 MP3 への、ダウンタイムを最小限に抑えるアップグレー
ド

■

Live Upgrade を使用した SF Oracle RAC のアップグレード

■

SF Oracle RAC レベルへのライセンスのアップグレード

■

リポジトリデータベースのアップグレード

サポートされている SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグ
レードオプション
SF Oracle RAC の次のバージョンは、SF Oracle RAC 5.0 MP3 にアップグレードできま
す。
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表 8-1

サポートされているアップグレードパス

現在の SF Oracle RAC バージョン

サポートされている SF Oracle RAC 5.0
MP3 のアップグレードオプション

SF Oracle RAC バージョン 4.0x、4.1x、5.0x

SF Oracle RAC 5.0 MP3 への直接のアップグ
レード

SF Oracle RAC バージョン 5.0、5.0 MP1

SF Oracle RAC 5.0 MP3 への、ダウンタイムを
最小限に抑えるアップグレード

Solaris 9 上の SF Oracle RAC バージョン 5.0
MP1

Solaris 10 上の SF Oracle RAC バージョン 5.0
MP3 への Live Upgrade

現在使用している SF Oracle RAC のバージョンで、直接のアップデートがサポートされ
ていない場合は、5.0 MP3 へのアップグレードを行う前に SF Oracle RAC 5.0 またはそ
の他のサポートされているバージョンにアップグレードする必要があります。SF Oracle
RAC 5.0 は 5.0 MP3 ソフトウェアパッケージのディスクに収録されています。
SF Oracle RAC 5.0 にアップグレードするには
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。
注意: SF Oracle RAC ソフトウェアは、SF Oracle RAC クラスタ内のすべてのノードで同じ
バージョン（この場合は 5.0MP3++）でなければなりません。SF Oracle RAC のすべての
コンポーネントと単体製品のリリースのバージョンが同じ（この場合は 5.0MP3++）でなけ
ればなりません。
Symantec では、すべての SF Oracle RAC コンポーネント製品を同時に同じバージョン
にアップグレードすることを強くお勧めします。CVM/CFS 環境では、すべてのコンポーネ
ントを同じバージョンにアップグレードしないと、SF Oracle RAC コンポーネント製品間の
依存関係が一致しなくなります。

SF Oracle RAC のアップグレードの手順の概要
アップグレードシナリオに従って、アップグレードでは次のような作業を実行します。
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表 8-2

アップグレード作業

現在の SF Oracle RAC バージョン SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード作業
SF Oracle RAC バージョン 4.0x、4.1x、 アップグレード作業:
5.0x
■ サポートされていないバージョンの OS を使用してい
る場合は、OS をアップグレードしてください。
p.35 の 「サポート対象ソフトウェア」 を参照してくださ
い。
Solaris Live Upgrade の作業については、下記を参
照してください。
■ SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレードの準備
をします。
p.156 の 「SF Oracle RAC を 5.0 MP3 にアップグレー
ドするための準備」 を参照してください。
■ SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード を行い
ます。
p.162 の 「SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレー
ド」 を参照してください。
■ アップグレード後の作業を実行します。
p.168 の 「SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレード
後タスクの実行」 を参照してください。
SF Oracle RAC バージョン 5.0、5.0
MP1

ダウンタイムを最小限に抑えるアップグレード作業:
p.173 の 「SF Oracle RAC 5.0 から 5.0 MP3 への、ダウン
タイムを最小限に抑えるアップグレード」 を参照してくだ
さい。

Solaris 9 上の SF Oracle RAC バージョ Solaris Live Upgrade の作業:
ン 5.0 MP1
p.195 の 「Live Upgrade を使用した SF Oracle RAC の
アップグレード」 を参照してください。
Solaris Live Upgrade は、SF Oracle RAC 5.0 MP1 お
よび Solaris 9 を使用している場合にサポートされます。
Solaris Live Upgrade を使用すると Solaris 10 へのアッ
プグレードが可能です。
Solaris Live Upgrade を使用せずにアップグレードを行
うには、SF Oracle RAC をアンインストールして OS をアッ
プグレードしてから、SF Oracle RAC 5.0 MP3 をインス
トールおよび設定します。

メモ: インストーラを呼び出すときに、システム間の SSH 通信の設定を行っていない場合
は、-rsh オプションを使います。SSH はデフォルト時の設定となります。
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メモ: VRTSodm の更新では、非グローバルゾーンが起動した状態である必要がありま
す。非グローバルゾーンの存在下では、pkgadd および patchadd がそれらのゾーンを
停止状態から管理状態へと移行し、パッケージまたはパッチを適用してからゾーンを停
止状態にリストアします。ただし、非グローバルゾーンで VRTSodm（Veritas Oracle Disk
Manager）パッケージを追加したりパッチを適用したりするには、そのゾーンが起動状態
でなければなりません。

SF Oracle RAC を 5.0 MP3 にアップグレードするための
準備
SF Oracle RAC Maintenance Pack 3 をインストールする前に、Oracle RAC とクラスタの
リソースを停止する必要があります。
Oracle RAC とクラスタのリソースを停止する方法

1

クラスタ内のいずれか 1 つのノード（例: galaxy）にスーパーユーザーとしてログイン
します。

2

既存のクラスタ設定のバックアップを作成します。すべてのクラスタノードの main.cf、
types.cf、OracleTypes.cf を次のコマンドによりバックアップします。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf.save

3

vcsmm.conf のバックアップを作成します。
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf /kernel/drv/vcsmm.conf.save

4

Oracle RAC 9i については、データベースを含むすべての Oracle RAC リソースを
すべてのノードで停止します。
■ gsd

を停止します。各ノードで Oracle ユーザーとしてログインし、次を入力しま

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 ユーザーで
次を実行します。
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# hagrp -offline group_name -any

5

Oracle RAC 10g 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 の制御下にある場合、その対応する VCS サー
ビスグループはオフラインとなります。スーパーユーザーで次を入力します。
# hagrp -offline group_name -any

■

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 1 つのノー
ドで次を実行します。
$ srvctl stop database -d database_name

■

リソースが CRS の制御下にある場合、その制御下で設定されたリソースをすべ
て停止します。Oracle ユーザーで次を実行します。
$ srvctl stop nodeapps -n sys

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。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。

6

Oracle RAC 10g か Oracle RAC 11g の場合、クラスタの各ノードで 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、次を入力します。
# hares -offline cssd-resource -sys galaxy
# hares -offline cssd-resource -sys nebula

■

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、次を入力します。
# /etc/init.d/init.crs stop

7

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。

8

VxFS または VxVM を使うが VCS の制御下にないアプリケーションをすべて停止し
ます。

9

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。
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10 CFSMount と CVMVolDg を含むすべての VCS グループをオフライン状態にしま
す。
# hagrp -offline group -sys galaxy
# hagrp -offline group -sys nebula

11 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。
# mount -v |grep vxfs
# fuser -c /mount_point
# umount /mount_point

12 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。
13 Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g CRS または Oracle RAC データベースイ
ンスタンスを管理するすべての VCS リソースについて、VCS リソースの属性 AutoStart
を 0 に設定します。クラスタ内のシステムから次を入力します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 0
# hagrp -modify cvm_group AutoStart 0
# haconf -dump -makero

14 SF Oracle RAC 5.0x からアップグレードする場合、SF Oracle RAC クラスタのすべ
てのノードで次のコマンドを実行します。
# hastop -all

15 Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g では、/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。
:h1:2:respawn:/etc/init.evmd run >/dev/null 2>&1 /null
:h2:2:respawn:/etc/init.cssd fatal >/dev/null 2>&1 /null
:h3:2:respawn:/etc/init.crsd run >/dev/null 2>&1 /null

16 SF Oracle RAC 4.1 以前からアップグレードする場合、qlogckd に依存するリソース
がないことを確認します。次を入力します。
# hares -dep qlogckd
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17 SF Oracle RAC 4.1 以前からアップグレードする場合、qlogckd リソースをオフライ
ンにします。クラスタ内のシステム名には、-sys オプションを指定する必要がありま
す。たとえば、次のようになります。
# hares -offline qlogckd -sys galaxy
# hares -offline qlogckd -sys nebula
...

18 SF Oracle RAC 4.1 以前からアップグレードする場
合、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルから qlogckd を削除します。たと
えば、次のようになります。
■

リソース定義を削除します。
CFSQlogckd qlogckd (
Critical = 0
)

■

依存関係を定義する文の中に、削除したリソース定義があれば削除します。次
に変更の例を示します。
qlogckd requires cvm_clus
vxfsckd requires qlogckd

次のように変更します。
vxfsckd requires cvm_clus
■

依存関係を示すコメントセクションから、削除したリソース定義を削除します。次
に変更の例を示します。
// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CFSQlogckd qlogckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}
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//
//

}
}

次のように変更します。
// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}
//
}
■

ファイルを保存して閉じます。main.cf の構文を確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify .

19 SF Oracle RAC 4.1 以前からアップグレードする場合、すべてのノードの qlog ドライ
バをロード解除します。
# modinfo | grep qlog
236

1341f18

17e10 319

1

qlog (VxQLOG 4.1_REV-MP2b QuickLog dr)

# modunload -i 236

20 次のコマンドを使用してすべてのノード上の Cluster File System を停止します。
# /opt/VRTSvxfs/sbin/fsclustadm cfsdeinit

21 SF Oracle RAC 4.1 以前からアップグレードする場合、VCS を停止します。クラスタ
の前半のいずれかのノード、たとえば galaxy から、次のように入力します。
# hastop -all -force
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22 オプションのポート確認手順では、ポート a、b、d、o のみが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

23 オプションのディスクグループ確認手順では、インポートされたディスクグループが
ないことを確認します。
# vxdg list
NAME
STATE
ID
#
^^^ NOTE: no diskgroups imported

24 VCS を起動します。
# hastart

25 他のノードで VCS を起動します。
# hastart

26 SF Oracle RAC 4.1 以前からアップグレードする場合、更新したクラスタ設定のバッ
クアップを作成します。すべてのクラスタノードの main.cf を次のコマンドによりバッ
クアップします。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save

アップグレード前に、ファイルシステムがクリーンであることを確認してください。
ファイルシステムがクリーンであることを確認するには

1

CVMVolDg と CFSMount を使って VCS サービスグループがオフラインであること
を確認します。
# hagrp -state group

2

次のように各ファイルシステムを確認して修復します。
# fsck -F vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/volume
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SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード
SF Oracle RAC をアップグレードするには
インストーラを使用して、SF Oracle RAC 5.0 または 5.0 MP1 から 5.0
MP3 にアップグレードする場合
p.162 の 「installmp インストーラを使った SF Oracle RAC 5.0x からのアップグレー
ド」 を参照してください。

■ installmp

■

Live Upgrade を使用して、Solaris 10 上の SF Oracle RAC 5.0 MP1 から Solaris
10 上の SF Oracle RAC にアップグレードする場合
p.195 の 「Live Upgrade を使用した SF Oracle RAC のアップグレード」 を参照してく
ださい。
インストーラを使用して、SF Oracle RAC 4.1、4.1 MP1、または 4.1
MP2 から 5.0 MP3 にアップグレードする場合
p.165 の 「installsfrac インストーラを使用した 5.0 バージョン以前の SF Oracle RAC
からのアップグレード」 を参照してください。

■ installsfrac

■

以前のバージョンの SF Oracle RAC を使用している場合、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC 5.0 インストール/設定ガイド』を使用して、SF Oracle
RAC 5.0 MP3 へのアップグレードの前に SF Oracle RAC 5.0 をインストールする必
要があります。

installmp インストーラを使った SF Oracle RAC 5.0x からのアップグレー
ド
動作している SF Oracle RAC 5.0 または 5.0 MP1 クラスタがある場合、installmp イン
ストーラを使用してパッチを追加できます。
installmp インストーラを使って SF Oracle RAC 5.0 MP3 にアップグレードする方法

1

Veritas SF Oracle RAC 5.0 MP3 ソフトウェアを収録しているディスクを、インストー
ル用のノードのいずれか 1 つに接続されているディスクドライブに挿入します。

2

インストールにあたり、いずれかのシステムでスーパーユーザーとしてログインしま
す。

3

ソフトウェア（5.0 MP3）ディスクをマウントします。
# mkdir /cdrom
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom
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4

インストーラプログラムを含むディレクトリを参照します。
# cd /cdrom

ここで /cdrom は、ソフトウェアディスクのマウントポイントとなります。

5

SF Oracle RAC インストーラユーティリティを開始します。
現在の設定に対応したオプションを使用して、いずれかのクラスタノードから
installmp を呼び出します。
■

SSH（デフォルト）を使ってインストールするには、次を実行します。
# ./installmp galaxy nebula

■

RSH を使ってインストールするには、次を実行します。
# ./installmp -rsh galaxy nebula

6

システムがインストールできる状態であることをインストーラで確認する場合は、出力
内容を確認します。このような初期チェックの終盤、またはソフトウェアのインストール
前に、インストーラは次のことを行います。
■

各システムのディレクトリ /var/tmp にログファイル（installmp-xxxxxx）を作成
します。

■

リモートシステムと通信を行うために使うユーティリティを指定します。通常は ssh
-x や scp となります。

■

各システムにインストールするパッケージを一覧で表示します。

Storage Foundation Cluster File System と Veritas Enterprise Administrator
のプロセスはそれぞれパッチを追加する前に停止させる必要があります。次のメッ
セージが表示されます。
installmp is now ready to install MP3.
Required 5.0 processes that are currently running will be
stopped.
Are you sure you want to install MP3? [y,n,q] (y)

Enter キーを押して続行します。

7

概略と今後の参照用のログファイルの位置をメモします。

8

すべてのノードで、前の手順で作成したバックアップから設定ファイルをリストアしま
す。
p.156 の 「Oracle RAC とクラスタのリソースを停止する方法」 を参照してください。
■

もとの main.cf ファイルをリストアします。
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# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save

にバックアップした types.cf ファイルに対して加えていたすべての変更点を
/etc/VRTSvcs/conf/types.cf

にある新しい types.cf ファイルにマージします。
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypse.cf.save

にバックアップした OracleTypes.cf ファイルに対して加えていたすべての変更
点を
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf

にある新しい OracleTypes.cf ファイルにマージします。
■

もとの vcsmm.conf ファイルをリストアします。
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf.save /kernel/drv/vcsmm.conf

9

英語以外の言語で SF Oracle RAC 5.0 MP3 を実行したい場合、言語パッチ（オプ
ション）をインストールします。
■

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。ディスクが /cdrom/cdrom0 として
自動的にマウントされます。

■

言語パッチのインストール
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installmlp -rsh galaxy nebula

10 クラスタ内の各システムを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6

11 再起動の後に 8 つの GAB ポートがすべて有効になっていることを確認します。
# gabconfig -a

12 VCS で設定されているリソース（CSSD と Oracle のリソースを除く）がすべてオンライ
ンの状態となっていることを確認します。
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installsfrac インストーラを使用した 5.0 バージョン以前の SF Oracle RAC
からのアップグレード
動作している SF Oracle RAC 4.0x または 4.1 MPx クラスタがある場合、installsfrac
インストーラを使用してアップグレードできます。
installsfrac インストーラを使った SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード方法

1

DVD-ROM ソフトェアディスクをマウントします。次の情報に注意します。
If volume management software is running on your system, the
software disc automatically mounts as /cdrom. If volume
management software is not available to mount the DVD-ROM, you
must mount it manually, enter:
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom

2

SF Oracle RAC インストーラユーティリティを開始します。SSH を設定していない場
合は、-rsh オプションを含めます。
# cd /cdrom/dvd1/storage_foundation_for_oracle_rac
# ./installsfrac galaxy nebula

3

インストーラは、クラスタ、システム、サービスグループについての情報を表示して、
アップグレードに関するプロンプトを表示します。アップグレードに関するプロンプト
で、y を入力します。
...
Do you want to upgrade to version 5.0 on these systems using the
current configuration? [y,n,q,?] (y)

4

RSH のアクセシビリティと既存のライセンスが確認されます。
...
Do you want to enter another license key for galaxy? [y,n,q](n)

5

必要に応じて、y を入力し、プロンプトにライセンスキーを入力します。

6

アップグレードを続行するかどうかの確認を求めるプロンプトが表示された場合。y
を入力し処理を続行します。

7

インストーラが処理を続行し、次のタスクを実行します。
■

CVM グループと他の依存グループをオフライン状態にします。

■

SF Oracle RAC の必要に応じて、LLT と GAB の設定を更新します。
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8

設定の更新のためにクラスタを停止する準備ができたら、ユーザーに確認を求める
プロンプトを表示します。プロンプトで、Enter キーを押します。
...
Are you ready to begin the Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC upgrade at this time?

9

インストーラは、設定ファイルのバックアップを作成し、サービスグループをフリーズ
した後に、プロセスを停止して、4.0 SF Oracle RAC パッケージをアンインストールし
ます。
Backing up types.cf and main.cf .................Done
Freezing group cvm ..............................Done
...
Stopping SFRAC: 100%Shutdown completed successfully on all systems
Uninstalling SFRAC: 100%
Uninstall completed successfully on all systems
Installing SFRAC: 100%
Installation completed successfully on all systems

10 概略と今後の参照用のログファイルの位置をメモします。
11 「一部のプロセスが起動に失敗しました」というメッセージが出力された場合、このメッ
セージは無視してください。
SF Oracle RAC 4.1 MP2 から 5.0MP3 にアップグレードする場合、次の警告メッセー
ジが表示されます。
**************************************************************************
SFRAC configuration could not be completed during installation
/VRTS/bin/cfscluster config -s> must be run after the system reboot
**************************************************************************

これらのメッセージは無視できます。

12 英語以外の言語で SF Oracle RAC 5.0 MP3 を実行したい場合、言語パッケージと
パッチ（オプション）をインストールします。
■

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。ディスクが /cdrom/cdrom0 として
自動的にマウントされます。

■

言語パッケージのインストール
# ./install_lp -rsh galaxy nebula

■

言語パッチのインストール
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# cd /cdrom/cdrom0
# ./installmlp -rsh galaxy nebula

13 DMP 設定または RAW デバイス設定のどちらを使うかを判断し、すべてのノードで
次のいずれかのコマンドを使います。
■

DMP 設定の場合（推奨）:
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode

■

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

14 システムを再起動する前に、設定ファイルを更新します。すべてのノードで、前の手
順で作成したバックアップから設定ファイルをリストアします。
p.156 の 「Oracle RAC とクラスタのリソースを停止する方法」 を参照してください。
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save

にバックアップした types.cf ファイルに対して加えていたすべての変更点を
/etc/VRTSvcs/conf/types.cf

にある新しい types.cf ファイルにマージします。
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypse.cf.save

にバックアップした OracleTypes.cf ファイルに対して加えていたすべての変更
点を
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf

にある新しい OracleTypes.cf ファイルにマージします。
■

もとの vcsmm.conf ファイルをリストアします。
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf.save /kernel/drv/vcsmm.conf

15 クラスタ内の各システムを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6
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SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレード後タスクの実
行
SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード後、Oracle RAC を Veritas ライブラリに再
リンクする必要があります。
インストーラを使用して Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g を再リンクする方法

1

再リンクの前に CRS がオフラインであることを確認します。

2

installsfrac インストーラを呼び出します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure

3

プロンプトが表示されたらシステム名を入力します。
Enter the system names separated by spaces on which to configure
SFRAC: galaxy nebula

4

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニューに
移動します。
■

適切な Oracle バージョンを次から選択します。
1)
2)
3)
4)

■

Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

9iR2
10gR1
10gR2
11g

メニューから［Oracle を再リンクします（Relink Oracle）］を選択します。
1)
2)
3)
b)

Install Oracle Clusterware (CRS)
Install Oracle RDBMS server
Relink Oracle
[Go to previous menu]
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5

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニュー
で、必要な情報を入力します。たとえば、Oracle RAC 10g R2 を使用する場合
Enter Oracle UNIX user name: [b] (oracle) oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall) oinstall
Enter Oracle base directory: [b] /app/oracle
Enter absolute path of CRS home directory: [b] /app/crshome
Enter absolute path of Database Home directory: [b] /app/oracle/
orahome
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64) 64

6

確認画面で応答を確認します。インストーラは SF Oracle RAC ライブラリを
$ORACLE_HOME/lib にコピーします。
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

environment information verification
Unix User: oracle
Unix Group: oinstall
Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Release: 10.2

Oracle Bits: 64
Oracle Base: /app/oracle
Oracle Home: /app/oracle/orahome
Is this information correct? [y,n,q](y)

7

VCS サービスグループがアップグレード中にフリーズした場合は、これらのフリーズ
解除を行います。
root ユーザーで次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze group_name -persistent
# haconf -dump -makero

8

root ユーザーで、行頭のコロン（:）を削除し、/etc/inittab ファイルにある CRS 特有
の行をコメント解除します。

9

クラスタ内の各ノードで CRS を開始します。
■

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、次を入力します。
# /etc/init.d/init.crs start

169

170

第 8 章 SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレード
SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレード後タスクの実行

■

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、次を入力します。
# hares -online cssd-resource -sys galaxy
# hares -online cssd-resource -sys nebula

10 すべてのリソースを開始します。
■

Oracle RAC データベースインスタンスが VCS の制御下にある場合、その対応
する VCS サービスグループはオンラインとなります。スーパーユーザーで次を入
力します。
# hagrp -online oracle_group -sys galaxy
# hagrp -online oracle_group -sys nebula

■

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 1 つのノー
ドで次を実行します。
$ srvctl start database -d database_name

■

リソースが CRS の制御下にある場合、その制御下のリソースをすべて開始しま
す。Oracle ユーザーで次を実行します。
$ srvctl start nodeapps -n sys

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。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。

11 Oracle RAC インスタンスが起動して、実行していることを確認します。
12 Oracle RAC CRS とデータベースインスタンスを管理するすべてのリソースについ
て、VCS リソースの属性 AutoStart を 1 に再設定します。root ユーザーでクラスタ
内のシステムで次を入力します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_group AutoStart 1
# hagrp -modify cvm_group AutoStart 1
# haconf -dump -makero
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Oracle RAC 9i を再リンクする方法

1

installsfrac を呼び出します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure

2

プロンプトが表示されたらシステム名を入力します。
Enter the system names separated by spaces on which to configure
SFRAC: galaxy nebula

3

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニューに
移動します。
■

Oracle RAC 9i バージョンを選択します。
1)
2)
3)
3)

■

Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

9iR2
10gR1
10gR2
11gR1

メニューから［Oracle を再リンクします（Relink Oracle）］を選択します。
1) Install Oracle RDBMS server
2) Relink Oracle
b) [Go to previous menu]

4

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニュー
で、必要な情報を入力します。たとえば、Oracle RAC 9i R2 を使用する場合
Enter Oracle UNIX user name: [b] (oracle) oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall) oinstall
Enter Oracle base directory: [b] /app/oracle
Enter absolute path of Database Home directory: [b] /app/oracle/
orahome
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64) 64
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5

確認画面で応答を確認します。SF Oracle RAC ライブラリが /opt/ORCLcluster に
コピーされます。場所は libskgxn であることが予想されます。
Oracle environment information verification
Oracle Unix User: oracle
Oracle Unix Group: oinstall
Oracle Release: 9.2 Oracle Patch Level: 0.7
Oracle Bits: 64 Oracle Base: /app/oracle
Oracle Home: /app/oracle/orahome
Is this information correct? [y,n,q](y)

6

Oracle ユーザーで次を実行します。
$ $ORACLE_HOME/bin/gsdctl start

7

VCS サービスグループがアップグレード中にフリーズした場合は、これらのフリーズ
解除を行います。
root ユーザーで次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze group_name -persistent
# haconf -dump -makero

8

VCS の下で設定された Oracle RAC リソースをオンライン状態にします。
# hares -online listener_res -sys galaxy
# hares -online listener_res -sys nebula
# hagrp -online group_name -sys galaxy
# hagrp -online group_name -sys nebula

9

Oracle RAC インスタンスが起動して、実行していることを確認します。

10 Oracle RAC とデータベースインスタンスを管理するすべてのリソースについて、VCS
リソースの属性 AutoStart を 1 に再設定します。root ユーザーでクラスタ内のシス
テムで次を入力します。
# haconf -makerw
# hares -modify oracle_resource AutoStart 1
# haconf -dump -makero
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CVM ディスクグループのバージョンのアップグレード
このリリースの新しい機能を利用するには、Veritas Cluster Volume Manager（CVM）
のディスクグループバージョンを 140 にアップグレードする必要があります。デフォルトの
プロトコルバージョンは 80 で、アップグレードは不要です。
ディスクグループのバージョンをアップグレードするには

1

ディスクグループのバージョンを 140 にアップグレードします。マスターノードで次の
コマンドを入力します。
# vxdg -T 140 upgrade

2

<disk_group_name>

VCS 環境の CVM をアップグレードしたら、次のコマンドを実行します。
# vxcvmconfig upgrade

このコマンドを実行しないと、エンジンのログファイル
（/opt/VRTSvcs/log/engine_A.log）に警告が表示されます。
クラスタのプロトコルバージョンを確認するには
◆

クラスタのプロトコルバージョンを確認するには、次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdctl protocolversion

SF Oracle RAC 5.0 から 5.0 MP3 への、ダウンタイムを
最小限に抑えるアップグレード
この手順は SF Oracle RAC 5.0 から 5.0 MP3 へのアップグレードにのみ有効です。SF
Oracle RAC の以前のバージョンからのアップグレードについては
p.153 の 「サポートされている SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレードオプション」 を参
照してください。
注意: クラスタの一部を一度にアップグレードする場合に製品コンポーネントが一致しなく
なるという、製品コンポーネント間の依存問題が発生する可能性があります。これらの問
題は、ダウンタイムを最小にする手順に慎重に従うことで回避できます。
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Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g R1 によるクラスタのアップグ
レード
メモ: このアップグレードでは、いくらかのダウンタイムがあります。アップグレードを実施す
る前に手順全体を確認し、ダウンタイムを慎重に計画します。
この手順では、次のことを仮定しています。
■

SF Oracle RAC 5.0 がインストールされている

■

Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11gR1 がインストールされている

■

Oracle RAC のバイナリがクラスタの各ノードのローカルファイルシステムにインストー
ルされている

ダウンタイムを最小にする方法として、一度にクラスタの半分のノードをアップグレードし
ます。
この手順の例では、ノード galaxy、nebula、jupiter、mercury の 4 ノードの SF Oracle
RAC 5.0 クラスタを想定しています。
Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g R1 クラスタの前半を最小のダウンタイムでアッ
プグレードするよう準備するには
◆

前半のクラスタノード、たとえば galaxy と nebula で設定ファイルをバックアップし
ます。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf.save
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf /kernel/drv/vcsmm.conf.save
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Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g R1 クラスタの前半をアップグレードするには

1

root ユーザーとして、クラスタの前半のノード、たとえば galaxy にログオンし、Oracle
グループと CSSD リソースの AutoStart を 0 に設定します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify oracle_resource AutoStart 0
# hares -modify cssd_resource AutoStart 0
# haconf -dump -makero

2

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、Oracle グループと CVM
を除くすべての並列グループをオフラインにします。
■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にある場合は、次を実行します。
# hagrp -offline oracle_group -sys galaxy
# hagrp -offline oracle_group -sys nebula

■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にない場合は、galaxy と nebula
で、Oracle ユーザーとしてログインし、すべてのインスタンスを停止します。
たとえば、次のようになります。
$ srvctl stop instance -d database_name -i instance_name -n
galaxy
$ srvctl stop instance -d database_name -i instance_name -n
nebula
$ srvctl stop nodeapps -n galaxy
$ srvctl stop nodeapps -n nebula

3

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、CRS デーモンを停止しま
す。CRS デーモンが VCS の制御下にある場合は、それをオフラインにします。
# hares -offline cssd_resource -sys galaxy
# hares -offline cssd_resource -sys nebula

4

クラスタの前半、たとえば galaxy から、クラスタの後半、たとえば jupiter と mercury
に Failover グループを切り替えます。
# hagrp -switch failover_group -to jupiter/
mercury
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5

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。
# mount |grep vxfs
# fuser -c /mount_point
# umount /mount_point

6

CVM グループをオフラインにします。
# hagrp -offline cvm-group -sys galaxy
# hagrp -offline cvm-group -sys nebula

7

root ユーザーとして、クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula にログイ
ンし、VCS を停止します。
# hastop -local

8

/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。
:h1:2:respawn:/etc/init/evmd run >/dev/null 2>&1 /null
:h2:2:respawn:/etc/init/cssd fatal >/dev/null 2>&1 /null
:h3:2:respawn:/etc/init.crsd run >/dev/null 2>&1 /null

9

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、VEA が実行中の場合にこ
れを停止します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl stop

10 CD-ROM ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom

11 インストーラを開始します。
# ./installmp [-rsh] galaxy nebula

12 英語以外の言語で SF Oracle RAC 5.0 MP3 を実行したい場合、言語パッチ（オプ
ション）をインストールします。
■

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。ディスクが /cdrom/cdrom0 として
自動的にマウントされます。
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■

言語パッチのインストール
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installmlp -rsh galaxy nebula

13 クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、ODM 起動スクリプトを別の
名前に名称変更します。
# mv /etc/rc2.d/S92odm /etc/rc2.d/nostart.S92odm
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14 クラスタ内の各システムを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6

15 クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula が起動したら、これらのノード
が、GAB/LLT/VXFEN レベルでクラスタの後半のノード、たとえば jupiter と
mercury に参加していることを確認します。CVM/CFS/HAD はバージョンの不一致
のため起動しません。ポート a、b、o のすべてが 0123 メンバーシップを持つことを
確認します。
たとえば、ノード galaxy で次のように入力します:
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0b membership 0123
Port b gen 5c3d10 membership 0123
Port o gen 5c3d0f membership 0123
jupiter で次のように入力します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0b membership 0123
Port b gen 5c3d10 membership 0123
Port d gen 5c3d0c membership ; 23
Port d gen 5c3d0c visible 01
Port f gen 5c3d15 membership ; 23
Port f gen 5c3d15 visible 01
Port h gen 5c3d2a membership ; 23
Port h gen 5c3d2a visible 01
Port o gen 5c3d0f membership 0123
Port v gen 5c3d12 membership ; 23
Port v gen 5c3d12 visible 01
Port w gen 5c3d13 membership ; 23
Port w gen 5c3d13 visible 01

Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11gR1 ライブラリを再リンクするには

1

再リンクする前に、再リンクするノードで CRS がオフラインであることを確認します。

2

installsfrac を呼び出します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac [-rsh] -configure galaxy nebula
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3

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニューに
移動します。
■

適切な Oracle RAC バージョンを次から選択します。
1)
2)
3)
4)

■

9iR2
10gR1
10gR2
11gR1

メニューから［Oracle を再リンクします（Relink Oracle）］を選択します。
1)
2)
3)
b)

4

Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

Install Oracle Clusterware (CRS)
Install Oracle RDBMS server
Relink Oracle
[Go to previous menu]

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニュー
で、必要な情報を入力します。たとえば、次のようになります。
Enter Oracle UNIX user name: [b] (oracle) oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall) oinstall
Enter Oracle base directory: [b] /app/oracle
Enter absolute path of Database Home directory: [b] /app/oracle/
orahome
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64) 64

5

確認画面で応答を確認します。SF Oracle RAC ライブラリが /opt/ORCLcluster に
コピーされます。場所は libskgxn であることが予想されます。
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

environment information verification
Unix User: oracle
Unix Group: oinstall
Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Release: 10.2

Oracle Bits: 64
Oracle Base: /app/oracle
Switch Applications to 5.0 MP3 cluster

クラスタの前半の Oracle ライブラリの再リンクが完了したら、次の操作を実行できま
す。
■

アップグレード済みのクラスタの前半のノードにアプリケーションを切り替える
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■

クラスタの後半をアップグレードする

Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11gR1 クラスタのアップグレード済みの前半のノー
ドにアプリケーションを切り替えるには

1

後半のクラスタノード、たとえば jupiter と saturn で設定ファイルをバックアップし
ます。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf /kernel/drv/vcsmm.conf.save

2

jupiter と mercury で Oracle RAC グループと CVM を除くすべての並列グルー

プをオフラインにします。
■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にある場合は、次を実行します。
# hagrp -offline oracle_resource -sys jupiter
# hagrp -offline oracle_resource -sys mercury

■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にない場合は、クラスタの後半のノー
ドで、Oracle ユーザーとしてログインし、すべてのインスタンスを停止します。た
とえば、次のようになります。
$ srvctl stop
-n jupiter
$ srvctl stop
-n mercury
$ srvctl stop
$ srvctl stop

instance -d database_name -i instance_name ¥
instance -d database_name -i instance_name ¥
nodeapps -n jupiter
nodeapps -n mercury

メモ: ここからダウンタイムが開始します。

3

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、CRS デーモンを停止し
ます。CRS デーモンが VCS の制御下にある場合は、それをオフラインにします。
# hares -offline cssd_resource -sys jupiter
# hares -offline cssd_resource -sys mercury

4

jupiter と mercury の Failover グループをオフラインにします。
# hagrp -offline failover_group -sys jupiter
# hagrp -offline failover_group -sys mercury
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5

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。
# mount |grep vxfs
# fuser -c /mount_point
# umount /mount_point

6

CVM グループをオフラインにします。
# hagrp -offline cvm-group -sys galaxy
# hagrp -offline cvm-group -sys nebula

7

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter に root ユーザーとしてログインし、VCS
を停止します。
# hastop -all

8

jupiter と mercury の両方で ODM を停止します。
# /etc/rc2.d/S92odm stop

9

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、ODM 起動スクリプトをリス
トアします。
# mv /etc/rc2.d/nostart.S92odm /etc/rc2.d/S92odm

10

galaxy と nebula で ODM を再起動します。
# /etc/rc2.d/S92odm restart

11 クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、root ユーザーとして
/etc/inittab ファイルの CRS 特有の行の先頭の「:」を削除し、コメント解除します。
h1:2:respawn:/etc/init/evmd run >/dev/null 2>&1 /null
h2:2:respawn:/etc/init/cssd fatal >/dev/null 2>&1 /null
h3:2:respawn:/etc/init.crsd run >/dev/null 2>&1 /null

12 クラスタの前半で、以前の手順で作成したバックアップから設定ファイルをリストアし
ます。
p.174 の 「Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g R1 クラスタの前半を最小のダ
ウンタイムでアップグレードするよう準備するには」 を参照してください。
■

もとの main.cf ファイルをリストアします。
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# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save

にバックアップした types.cf ファイルに対して加えていたすべての変更点を
/etc/VRTSvcs/conf/types.cf

にある新しい types.cf ファイルにマージします。
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypse.cf.save

にバックアップした OracleTypes.cf ファイルに対して加えていたすべての変更
点を
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf

にある新しい OracleTypes.cf ファイルにマージします。
■

もとの vcsmm.conf ファイルをリストアします。
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf.save /kernel/drv/vcsmm.conf

13

galaxy と nebula で VCS を起動します。
# hastart

14 クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、CRS デーモンを起動しま
す。
■

CRS を VCS で制御していない場合は、スーパーユーザーとして galaxy と
nebula にログインし、次のように入力します。
# /etc/init.d/init.crs start

■

CRS を VCS で制御している場合は、スーパーユーザーとしてログインし、クラス
タ内の各システムに次のコマンドを実行します。
# hares -online cssd_resource -sys galaxy
# hares -online cssd_resource -sys nebula

15

galaxy と nebula で Oracle RAC をオンラインにします。
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■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にある場合は、次を実行します。
# hagrp -online oracle_resource -sys galaxy
# hagrp -online oracle_resource -sys nebula

■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にない場合は、galaxy と nebula
で、Oracle ユーザーとしてログインし、すべてのインスタンスを起動します。たと
えば、次のようになります。
$ srvctl start instance -d database_name -i instance_name ¥
-n galaxy
$ srvctl start instance -d database_name -i instance_name ¥
-n nebula

16 クラスタの前半、たとえば galaxy と nebula で、アップグレード前にオフラインにさ
れていたすべてのアプリケーションをオンラインにします。
メモ: ここでダウンタイムが終了します。クラスタの前半で、Oracle RAC インスタンス
を実行しています。たとえば、galaxy と nebula でそれぞれ 1 つずつ Oracle RAC
インスタンスを実行しています。
Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g R1 クラスタの後半をアップグレードするには

1

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury にログインします。

2

/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。
:h1:2:respawn:/etc/init/evmd run >/dev/null 2>&1 /null
:h2:2:respawn:/etc/init/cssd fatal >/dev/null 2>&1 /null
:h3:2:respawn:/etc/init.crsd run >/dev/null 2>&1 /null

3

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercuryにログインします。

4

VEA が動作している場合は停止します。

# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl stop
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5

jupiter と mercury で SF Oracle RAC をアップグレードします。
# cd /cdrom
ssh の場合:
# ./installmp jupiter mercury
rsh の場合:
# ./installmp -rsh jupiter mercury

6

英語以外の言語で SF Oracle RAC 5.0 MP3 を実行したい場合、言語パッチ（オプ
ション）をインストールします。
■

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。ディスクが /cdrom/cdrom0 として
自動的にマウントされます。

■

言語パッチのインストール
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installmlp -rsh jupiter mercury

7

クラスタ内の各システムを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6

8

jupiter と mercury がオンラインになると、galaxy と nebula に参加して、4 ノード

SF Oracle RAC 5.0 MP3 クラスタを形成します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0d membership 0123
Port b gen 5c3d13 membership 0123
Port d gen 5c3d0e membership 0123
Port f gen 5c3d33 membership 0123
Port h gen 5c3d2d membership 0123
Port o gen 5c3d12 membership 0123
Port v gen 5c3d2f membership 0123
Port w gen 5c3d31 membership 0123

9

Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11gR1 クラスタの後半で Oracle RAC ライブ
ラリを再リンクします。
p.178 の 「Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11gR1 ライブラリを再リンクするに
は」 を参照してください。
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Oracle RAC 10g または Oracle RAC 11g R1 クラスタの後半でアプリケーションを起動す
るには

1

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、root ユーザーとして
/etc/inittab ファイルの CRS 特有の行の先頭の「:」を削除し、コメント解除します。
h1:2:respawn:/etc/init/evmd run >/dev/null 2>&1 /null
h2:2:respawn:/etc/init/cssd fatal >/dev/null 2>&1 /null
h3:2:respawn:/etc/init.crsd run >/dev/null 2>&1 /null

2

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、CRS デーモンを起動し
ます。
■

CRS を VCS で制御していない場合は、スーパーユーザーとしてクラスタの
jupiter と mercury にログオンし、次のように入力します。
# /etc/init.d/init.crs start

■

CRS を VCS で制御している場合は、スーパーユーザーとしてログインし、クラス
タ内の各システムに次のコマンドを実行します。
# hares -online cssd_resource -sys jupiter
# hares -online cssd_resource -sys mercury

3

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、Oracle RAC をオンライ
ンにします。
■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にある場合は、次を実行します。
# hagrp -online oracle_resource ¥
-sys jupiter
# hagrp -online oracle_resource ¥
-sys mercury

■

Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にない場合は、クラスタの後半のノー
ド、たとえば jupiter と mercury で、Oracle ユーザーとしてログインし、すべて
のインスタンスを起動します。たとえば、次のようになります。
$ srvctl start instance -d database_name -i instance_name ¥
-n jupiter
$ srvctl start instance -d database_name -i instance_name ¥
-n mercury
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4

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、アップグレード前にオフ
ラインにしていたすべてのアプリケーションを起動します。

5

Oracle グループと CSSD の AutoStart 属性を 1 に変更します。
# haconf -makerw
# hares -modify oracle_resource AutoStart 1
# hares -modify cssd_resource AutoStart 1
# haconf -dump -makero

リポジトリデータベースを使用している場合は、SF Oracle RAC をアップグレードした後に
そのリポジトリデータベースをアップグレードする必要があります。
p.205 の 「リポジトリデータベースのアップグレード」 を参照してください。

Oracle RAC 9iR2 によるクラスタのアップグレード
メモ: このアップグレードでは、いくらかのダウンタイムがあります。アップグレードを実施す
る前に手順全体を確認し、ダウンタイムを慎重に計画します。
この手順では、次のことを仮定しています。
■

SF Oracle RAC 5.0 がインストールされている

■

Oracle RAC 9iR2 がインストールされている

■

Oracle RAC バイナリがクラスタの各ノードの個別のノードにインストールされている

ダウンタイムを最小にする方法として、一度にクラスタの半分のノードをアップグレードし
ます。
この手順の例では、ノード galaxy、nebula、jupiter、mercury の 4 ノードの SF Oracle
RAC 5.0 クラスタを想定しています。
Oracle RAC 9iR2 クラスタの前半を最小のダウンタイムでアップグレードするための準備
をするには
◆

前半のクラスタノードで、設定ファイルのバックアップを作成します。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf.save
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf /kernel/drv/vcsmm.conf.save
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Oracle RAC 9iR2 クラスタの前半をアップグレードするには

1

Oracle グループを AutoStart 0 に設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify oracle_group AutoStart 0
# haconf -dump -makero

2

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、CVM を除くすべての並列
グループをオフラインにします。Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にある場
合は、それをオフラインにします。
# hagrp -offline group_name -sys galaxy
# hagrp -offline group_name -sys nebula

3

GSD デーモンを停止します。
$ gsdctl stop

4

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy から、ほかのノード、たとえば jupiter と
mercury に Failover グループを切り替えます。
# hagrp -switch failover_group -to jupiter/
mercury

5

VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。
# mount | grep vxfs
# fuser -c /mount_point
# fuser -m /mount_point
# umount /mount_point

6

CVM グループをオフラインにします。
# hagrp -offline cvm_group -sys galaxy
# hagrp -offline cvm_group -sys nebula

7

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、VCS を停止します。
# hastop -local
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8

VEA が動作している場合は停止します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl status
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl stop

9

ディレクトリを CD-ROM ディレクトリに変更し、インストーラを起動します。
# cd /cdrom
# ./installmp [-rsh] galaxy nebula

10 クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、ODM 起動スクリプトを別の
名前に名称変更します。
# mv /etc/rc2.d/S92odm /etc/rc2.d/nostart.S92odm

11 英語以外の言語で SF Oracle RAC 5.0 MP3 を実行したい場合、言語パッチ（オプ
ション）をインストールします。
■

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。ディスクが /cdrom/cdrom0 として
自動的にマウントされます。

■

言語パッチのインストール
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installmlp -rsh galaxy nebula
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12 クラスタ内の各システムを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6

13 クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula が、GAB/LLT/VXFEN レベル
でクラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury に参加していることを確認
します。ただし、CVM/CFS/HAD はバージョンの不一致のため起動しません。ポー
ト a、b、o のすべてが 0123 メンバーシップを持つことを確認します。
たとえば、次のようになります。ノード galaxy で次のように入力します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0b membership 0123
Port b gen 5c3d10 membership 0123
Port o gen 5c3d0f membership 0123

ノード jupiter で次のように入力します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0b membership 0123
Port b gen 5c3d10 membership 0123
Port d gen 5c3d0c membership ; 2
Port d gen 5c3d0c visible 01
Port f gen 5c3d15 membership ; 23
Port f gen 5c3d15 visible 01
Port h gen 5c3d2a membership ; 23
Port h gen 5c3d2a visible 01
Port o gen 5c3d0f membership 0123
Port v gen 5c3d12 membership ; 23
Port v gen 5c3d12 visible 01
Port w gen 5c3d13 membership ; 23
Port w gen 5c3d13 visible 01
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Oracle RAC 9iR2 ライブラリを再リンクするには

1

installsfrac を呼び出します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac [-rsh] -configure galaxy nebula

2

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニューに
移動します。
■

Oracle RAC 9iR2 バージョンを選択します。
1)
2)
3)
4)

■

Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

9iR2
10gR1
10gR2
11gR1

メニューから［Oracle を再リンクします（Relink Oracle）］を選択します。
1) Install Oracle RDBMS server
2) Relink Oracle
b) [Go to previous menu]
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3

［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or Relink Oracle）］メニュー
で、必要な情報を入力します。たとえば、次のようになります。
Enter Oracle UNIX user name: [b] (oracle) oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall) oinstall
Enter Oracle base directory: [b] /app/oracle
Enter absolute path of Database Home directory: [b] /app/oracle/
orahome
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64) 64

4

確認画面で応答を確認します。SF Oracle RAC 5.0 MP3 Oracle RAC ライブラリが
/opt/ORCLcluster にコピーされます。場所は libskgxn であることが予想されます。
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

environment information verification
Unix User: oracle
Unix Group: oinstall
Release: 9.2

Oracle Bits: 64
Oracle Base: /app/oracle
Oracle Home: /app/oracle/orahome
Is this information correct? [y,n,q](y)

Oracle RAC 9i クラスタのアップグレード済みの半分のノードにアプリケーションを切り替
えるには

1

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、CVM を除くすべての並
列グループをオフラインにします。Oracle RAC インスタンスが VCS の制御下にある
場合は、それをオフラインにします。
メモ: ここからダウンタイムが開始します。
# hagrp -offline group_name -sys jupiter
# hagrp -offline group_name -sys mercury

2

GSD デーモンを停止します。
$ gsdctl stop
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3

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、Failover グループをオ
フラインにします。
# hagrp -offline failover_group -sys jupiter
# hagrp -offline failover_group -sys mercury

4

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

5

CVM グループをオフラインにします。
# hagrp -offline cvm_group -sys galaxy
# hagrp -offline cvm_group -sys nebula

6

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury で、VCS を停止します。
# hastop -all

7

jupiter と mercury の両方で ODM を停止します。
# /etc/rc2.d/S92odm stop

8

クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、ODM 起動スクリプトをリス
トアします。
# mv /etc/rc2.d/nostart.S92odm /etc/rc2.d/S92odm

9

galaxy と nebula で ODM を再起動します。
# /etc/rc2.d/S92odm restart

10 クラスタの前半で、以前の手順で作成したバックアップから設定ファイルをリストアし
ます。
p.186 の 「Oracle RAC 9iR2 クラスタの前半を最小のダウンタイムでアップグレードす
るための準備をするには」 を参照してください。
■

もとの main.cf ファイルをリストアします。
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# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.save ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.save

にバックアップした types.cf ファイルに対して加えていたすべての変更点を
/etc/VRTSvcs/conf/types.cf

にある新しい types.cf ファイルにマージします。
■

前の手順で
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypse.cf.save

にバックアップした OracleTypes.cf ファイルに対して加えていたすべての変更
点を
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf

にある新しい OracleTypes.cf ファイルにマージします。
■

もとの vcsmm.conf ファイルをリストアします。
# cp /kernel/drv/vcsmm.conf.save /kernel/drv/vcsmm.conf

11 クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、VCS を起動します。
# hastart

12 GSD を起動します。クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula で、Oracle
RAC をオンラインにします。
$ gsdctl start
# hagrp -online oracle_group -sys galaxy/nebula

メモ: ここでダウンタイムが終了します。クラスタの前半のノード、たとえば galaxy と
nebula で、Oracle RAC インスタンスを実行しています。
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Oracle RAC 9iR2 クラスタの後半をアップグレードするには

1

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury にログインします。

2

VEA が動作している場合は停止します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl status
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl stop

3

ディレクトリを CD-ROM ディレクトリに変更し、インストーラを起動します。
# cd /cdrom # ./installmp [-rsh] jupiter mercury

4

英語以外の言語で SF Oracle RAC 5.0 MP3 を実行したい場合、言語パッチ（オプ
ション）をインストールします。
■

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。ディスクが /cdrom/cdrom0 として
自動的にマウントされます。

■

言語パッチのインストール
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installmlp -rsh jupiter mercury

5

クラスタ内の各システムを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6

クラスタの後半のノード、たとえば jupiter と mercury がオンラインになると、それ
らがクラスタの前半のノード、たとえば galaxy と nebula に参加し、4 ノードの SF
Oracle RAC 5.0 MP3 クラスタを形成します。

6

Oracle RAC 9iR2 のクラスタの後半の Oracle RAC ライブラリを再リンクします。
p.190 の 「 Oracle RAC 9iR2 ライブラリを再リンクするには」 を参照してください。

7

VCS の下で設定された Oracle RAC リソースをオンライン状態にします。
# hares -online listener_res -sys galaxy
# hares -online listener_res -sys nebula
# hagrp -online group_name -sys galaxy
# hagrp -online group_name -sys nebula
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8

Oracle RAC インスタンスが起動して、実行していることを確認します。

9

Oracle RAC とデータベースインスタンスを管理するすべてのリソースについて、VCS
リソースの属性 AutoStart を 1 に再設定します。root ユーザーでクラスタ内のシス
テムで次を入力します。
# haconf -makerw
# hares -modify oracle_resource AutoStart 1
# haconf -dump -makero

リポジトリデータベースを使用している場合は、SF Oracle RAC をアップグレードした後に
そのリポジトリデータベースをアップグレードする必要があります。
p.205 の 「リポジトリデータベースのアップグレード」 を参照してください。

Live Upgrade を使用した SF Oracle RAC のアップグレー
ド
Solaris Live Upgrade は、本番サーバーでサーバーが動作中に Solaris オペレーティ
ングシステムをアップグレードする方法を提供します。
■

代替のブートデバイスに新しいブート環境を作成し、アップグレードするときに、サー
バーをアクティブのまましておくことができます。

■

アップグレードの実際のダウンタイムが 1 回の再ブートにかかる時間まで少なくなりま
す。

■

エラーの場合には、元のブートの環境に戻すことができます。

Live Upgrade を使用して、SF Oracle RAC 5.0 MP3 にアップグレードするための必要
条件:
■

Solaris 9 がインストールされている

■

システムの先頭のブートディスクに SF Oracle RAC 5.0 MP1 がインストールされてい
る

■

システムに最初のブートディスクと同じ 2 つ目の代替ブートディスクがある

Solaris Live Upgrade を使用した SF Oracle RAC のアップグレードの準
備
Live Upgrade を実行する標準の手順:
■

現在の OS（アクティブなブート環境）に Solaris Live Upgrade パッケージをインストー
ルします。

■

別の代替ルートディスクデバイスにアクティブなブート環境を複製します。
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■

代替のルートディスクデバイスの Solaris をアップグレードします。

■

代替のルートディスクデバイスの SF Oracle RAC 5.0MP3 をアップグレードします。

■

代替のルートディスクデバイスを使用してシステムを再ブートします。

■

設定を確認します。

手順の例では、アクティブ/現在/元のブート環境は、/dev/dsk/c1t0d0s0 に存在し、代
替/非アクティブなブートの環境は /dev/dsk/c1t1d0s0 に存在します。
Solaris Live Upgrade パッケージを現在の OS にインストールするには

1

次のタスクが実行されていることを確認します。
■

SF Oracle RAC 5.0 MP1 がインストールされ、先頭のブートディスク上の現在の
OS で動作している

■

アップグレードするシステムに最初のブートディスクと同じ 2 つ目の代替ブート
ディスクがある

2

現在のブートディスクと同じサイズとパーティションで 2 つ目の代替ブートディスクを
フォーマットします。

3

Solaris Live Upgrade パッケージを現在の OS にインストールします。
Solaris Live Upgrade パッケージのリリースはアップグレードする OS のリリースと一
致する必要があります。詳細は次のとおりです。
Sun のマニュアルを参照してください。
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現在の操作環境のクローンを作成することによって新しいブート環境を作成し、ポピュ
レートします

1

2 つ目の代替ブートディスクに現在のブートの環境と同じサイズとパーティションがあ
ることを確認します。
現在のディスク（disk0）のパーティション、代替ブートディスク（disk1）を確認し、パー
ティションのサイズが同じであることを確認するには、コマンド prtvtoc を使います。
たとえば、次のようになります。
# prtvtoc /dev/rdsk/c1t0d0s0
*
* Partition
0
1
2
3
7

Tag
2
3
5
0
0

(Current Boot disk; ie disk0)

First
Sector
Last
Flags
Sector
Count
Sector
00
10176 76208064 76218239
01
76218240 67110720 143328959
00
0 143349312 143349311
00
0
10176
10175
00 143328960
20352 143349311

Mount Directory
/mnt

# prtvtoc /dev/rdsk/c1t1d0s0
(Alternate Boot Disk, ie disk1)
*
First
Sector
Last
* Partition Tag Flags
Sector
Count
Sector Mount Directory
0
2
00
10176 76208064 76218239
/
1
3
01
76218240 67110720 143328959
2
5
00
0 143349312 143349311
3
0
00
0
10176
10175
7
0
00 143328960
20352 143349311

これらのディスクのパーティションサイズが同じでない場合、Solaris システム管理マ
ニュアルを参照して、パーティションスライスが同じになるように設定します。

2

lucreate boot_environment_name を実行して代替ブートディスクの新しいブー

ト環境（BE）を作成します。
■ -c

は 現在のブートの環境に、指定された名前を割り当てます

■ -m は /dev/dsk/c0t1d0s0 にコピーされるルートスライス（/）の場所を指定します
■ -n

は Live Upgrade ブートの環境の名前を指定します

たとえば、次のようになります。

# lucreate -c sol_9 -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t1d0s1:sw
Discovering physical storage devices
Discovering logical storage devices
Cross referencing storage devices with boot environment configurations
Determining types of file systems supported
Validating file system requests
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Preparing logical storage devices
Preparing physical storage devices
Configuring physical storage devices
Configuring logical storage devices
Analyzing system configuration.
No name for current boot environment.
Current boot environment is named <sol_9>.
Creating initial configuration for primary
boot environment <sol_9>.
PBE configuration successful:
PBE name <sol_9>
PBE Boot Device </dev/dsk/c0t0d0s0>.
Comparing source boot environment <sol_9>
file systems with the file
system(s) you specified for the new boot environment.
Determining which file systems should be in the
new boot environment.
Updating boot environment description database on all BEs.
Searching /dev for possible boot environment filesystem devices
Updating system configuration files.
Creating configuration for boot environment <sol_10>.
Creating boot environment <sol_10>.
Creating file systems on boot environment <sol_10>.
Creating <ufs> file system for </> on </dev/dsk/c0t1d0s0>.
Mounting file systems for boot environment <sol_10>.
Calculating required sizes of file systems for boot environment <sol_10>.
Populating file systems on boot environment <sol_10>.
Checking selection integrity.
Integrity check OK.
Populating contents of mount point </>.
Copying.
Creating shared file system mount points.
Creating compare databases for boot environment <sol_10>.
Creating compare database for file system </>.
Updating compare databases on boot environment <sol_10>.
Making boot environment <sol_10> bootable.
Population of boot environment <sol_10> successful.
Creation of boot environment <sol_10> successful.

3

エラーの場合に起動するには、コマンド ludelete boot_environment_name を
使用します。たとえば、Solaris 10 ブート環境を削除するには
# ludelete

sol_10
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完了すると、Live Upgrade プロセスにより、システムの最初のディスクからシステムの 2
つ目のディスクに最初のブート環境のクローンが作成されます。これで、システムには同
一のスライスとブートの環境を備える 2 つの同一のディスクが作成されました。
新しいブート環境用に代替ブートディスクの Solaris をアップグレードするには

1

luupgrade コマンドを実行して、新しいブート環境用に OS（Solaris 9 から Solaris

から Solaris 10 Update 4）をアップグレードします。
■ -u

は ブート環境の OS イメージをアップグレードするために指定します

■ -n

は アップグレードするブート環境を指定します

■

-s はソースを OS イメージまたはフラッシュイメージに指定します

ソースから新しい OS をコピーします。
たとえば、次のようになります。
# luupgrade -u -n sol_10 -s /net/server/sol_install/2.10u4

Validating the contents of the media </net/server/sol_install/2.10>.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains <Solaris> version <10>.
Constructing upgrade profile to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE <sol_10>.
Determining packages to install or upgrade for BE <sol_10>.
Performing the operating system upgrade of the BE <sol_10>.
CAUTION: Interrupting this process may leave the boot environment unstab
Upgrading Solaris: 100% completed
Installation of the packages from this the media is complete.
Updating package information on boot environment <sol_10>.
Package information successfully updated on boot environment <sol_10>.
Adding operating system patches to the BE <sol_10>.
The operating system patch installation is complete.
INFORMATION: The file </var/sadm/system/logs/upgrade_log> on boot
environment <sol_10> contains a log of the upgrade operation.
INFORMATION: The file </var/sadm/system/data/upgrade_cleanup> on boot
environment <sol_10> contains a log of cleanup operations required.
INFORMATION: Review the files listed above. Remember that all of the fil
are located on boot environment <sol_10>. Before you activate boot
environment <sol_10>, determine if any additional system maintenance is
required or if additional media of the software distribution must be
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installed.
The Solaris upgrade of the boot environment <sol_10> is complete.

2

Solaris Live Upgrade プロセスが完了したら、システムを再ブートし、代替ブート環
境から最新または更新済の動作環境を実行します。

アップグレードされた代替ブートデバイスを使用して、システムが起動すると、元のブート
デバイスにインストールされていたすべてのソフトウェアコンポーネントが動作します。これ
で、システムの最初のディスクの元のブート環境に Solaris 9、2 つ目のディスクの代替
ブート環境に Solaris 10 が存在します。

Live Upgrade を使用した SF Oracle RAC のアップグレード
元のブート環境のクローンを作成し、目的の OS レベルに新しいブート環境をアップグ
レードしたら、SF Oracle RAC 5.0 MP3 へのアップグレードを完了できます。
Live Upgrade を使用して SF Oracle RAC をアップグレードするには、代替ディスクデバ
イスからシステムを再起動する前に次の手順を実行する必要があります。
■

複数のパッケージをアップグレードすることはできないため、すべての SF Oracle RAC
パッケージを削除する必要があります。

■

現在代替ルートディスク上に存在する VRTSvlic パッケージを除くすべての SF Oracle
RAC パッケージをマウントし、削除します。

■

すべての SF Oracle RAC パッケージを完全に削除したら、installsfrac または
pkgadd を使用して、SF Oracle RAC コンポーネントを代替ルートディスクにインストー
ルします。

■

インストールスクリプト installsfrac を使用して、SF Oracle RAC ソフトウェアを代
替ルートディスクにインストールします。

■

新しいブート環境に SF Oracle RAC 設定のクローンを作成していることを確認しま
す。
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元のブートディスクからクローンを作成したすべての SF Oracle RAC パッケージを削除
するには

1

新しいブート環境が代替ディスクデバイスに存在するため、このデバイスをマウントし
ます。
# mount /dev/dsk/c1t1d0s0 /mnt

2

次の順番で、代替ブートディスクのシマンテック製ソフトウェアパッケージを削除しま
す。

# pkgrm
-R /mnt VRTSodm VRTSgms VRTScsocw VRTSdbac VRTSdbed VRTSdbcom
VRTSvcsor VRTSgapms VRTSvail VRTSdbms3 VRTScfsdc VRTSvxmsa ¥
VRTSglm VRTScavf VRTSfsmnd VRTSfssdk VRTSfsdoc VRTSfsman ¥
VRTSvxfs VRTSvrdoc VRTSvrw VRTSvcsvr ¥
VRTSvrpro VRTSddlpr VRTSvdid VRTSvmpro VRTSalloc VRTSdcli VRTSvmdoc ¥
VRTSvmman VRTSfspro VRTSdsa VRTSvxvm VRTScmccc ¥
VRTScmcs VRTSacclib VRTScssim VRTScscm VRTSweb ¥
VRTScscw VRTScutil VRTSjre15 VRTSjre ¥
VRTSvcsdc VRTSvcsmn VRTSvcsag VRTSvcsmg VRTSvcs VRTSvxfen ¥
VRTSgab VRTSllt SYMClma VRTSspt VRTSaa ¥
VRTSmh VRTSccg VRTSobgui VRTSob VRTSobc33 VRTSat VRTSsmf ¥
VRTSpbx VRTSicsco VRTSperl

メモ: VRTSvlic パッケージを削除していないことを確認します。
-R /mnt オプションは代替ルートパス /mnt のパッケージを削除します。

3

pkginfo コマンドを使って、代替ルートディスクに VRTSvlic パッケージを除く残り

の VRTS パッケージがないことを確認します。
# pkginfo -R /mnt -l |grep VRTS

これを確認しないと、installsfrac -rootpath コマンドが正しく機能しないことが
あります。
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SF Oracle RAC 5.0 MP3 を新しいブート環境にインストールするには

1

SF Oracle RAC 5.0 MP3 の製品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフト
ウェアのコピーにアクセスします。

2

代替ルートパスオプションを付けて installsfrac スクリプトを実行します。
# installsfrac -rootpath /mnt galaxy

このコマンドにより、SF Oracle RAC 5.0MP3 が galaxy の代替ディスク（第 2 ディス
クドライブ）にインストールされます。クラスタに 2 つのノードがある場合、他のクラス
タノード、たとえば nebula で同じ操作を実行する必要があります。
# installsfrac -rootpath /mnt nebula

3

プロンプトが表示されたら、システム名を入力し、インストールに進みます。

4

/opt/VRTS/install/log のインストールログを表示して、インストールが成功したか
を確認します。
新しいブート環境に、クローン作成された設定ファイルが存在することを確認します。

元のブート環境の VCS を停止し、新しいブート環境の VCS を開始するには

1

インストールが成功したら、元のブート環境で、次を実行します。
# hastop -all

2

新しいブート環境がインストールされ、クローン作成された設定ファイルによって設
定された、代替ブートディスクを使用して、クラスタのすべてのノードを再起動します。
# init 0

各ノードで、サーバーを PROM 監視モードにします。
Ok> boot disk1

3

システムが代替ドライブ (disk2) で起動したら、luactivate コマンドを実行して、新
しいブート環境が正しいことを確認します。
# luactivate Sol_10

SF Oracle RAC 5.0 MP3 ソフトウェアが両方のノードにインストールされ、元のブー
ト環境から SF Oracle RAC 設定ファイルがクローン作成された新しいブート環境で
サーバーが起動するはずです。
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SF Oracle RAC の設定
設定を変更する必要がある場合、installsfrac -configure コマンドを使用して更新
できます。
SF Oracle RAC の設定を更新するには
◆

SF Oracle RAC の設定を更新するには次のコマンドを実行します。
# installsfrac -configure -rsh node1 node2

SF Oracle RAC の設定については
p.93 の 「SF Oracle RAC の設定について」 を参照してください。

SF Oracle RAC レベルへのライセンスのアップグレード
他の Storage Foundation 5.0 MP3 製品から SF Oracle RAC 5.0 にアップグレードでき
ます。次の SF 製品は SF Oracle RAC にアップグレードできます。
■

Storage Foundation for Oracle

■

Storage Foundation for Oracle High Availability

■

Storage Foundation Cluster File System

これらのアップグレードをどのように実行するかを示す次の手順を確認します。

Storage Foundation for Oracle から SF Oracle RAC へのアップグレード
すでに Storage Foundation for Oracle をインストールしている場合、次の手順に従っ
て SF Oracle RAC のライセンスを追加し、実装します。
Storage Foundation for Oracle から SF Oracle RAC にアップグレードする方法

1

SF Oracle RAC のライセンスをインストールします。
# installsfrac -license

2

すべてのノードをシャットダウンして再起動します。
# shutdown -y -i6

3

-g0

インストーラを使って SF Oracle RAC を設定します。
p.103 の 「SF Oracle RAC コンポーネントの設定」 を参照してください。
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Storage Foundation HA for Oracle から SF Oracle RAC へのアップグレー
ド
すでに Storage Foundation for Oracle HA をインストールしている場合、次の手順に
従って SF Oracle RAC のライセンスを追加し、実装します。
Storage Foundation HA for Oracle から SF Oracle RAC にアップグレードする方法

1

SF Oracle RAC のライセンスをインストールします。
# installsfrac -license

2

vcsmm ドライバを設定します。
# echo

'/sbin/vcsmmconfig -c &' >

/etc/vcsmmtab

クラスタ内のすべてのシステムで、このコマンドを入力します。

3

すべてのノードをシャットダウンして再起動します。
# shutdown -y -i6

4

-g0

I/O フェンシングを設定します。
p.132 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

5

CFS を設定するコマンドを入力します。
# /opt/VRTSvxfs/cfs/bin/cfscluster config

Storage Foundation Cluster File System から SF Oracle RAC へのアッ
プグレード
SF CFS から SF Oracle RAC にアップグレードするには、次の手順を実行します。
Storage Foundation Cluster File System から SF Oracle RAC にアップグレードする方
法

1

SF Oracle RAC のライセンスをインストールします。
# installsfrac -license

2

すべてのノードをシャットダウンして再起動します。
# shutdown -y -i6

-g0

SF Oracle RAC により管理されるデータベースを設定するには、この手順の以降の
ステップを実行する必要があります。この処理について詳しくは、『Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。
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3

必要条件に従って SF Oracle RAC を設定します。

4

次のコマンドを使って、次のファイルの権限、モード、所有権を変更します。
# chmod 750 /opt/VRTSdbed
# chown oracle:dba /opt/VRTSdbed

5

リポジトリデータベースを作成します。
Veritas sfua_db_config スクリプトを使ってリポジトリデータベースを設定する方法
については、『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照
してください。

リポジトリデータベースのアップグレード
SF Oracle RAC のアップグレードを完了した後、Checkpoint、FlashSnap、データベー
スの DST（Dynamic Storage Tiering）、または Storage Mapping のコマンドを使用す
る予定がある場合は、次の作業が必要です。
■

権限を変更する

■

リポジトリデータベースをアップグレードする

メモ: 権限、グループ、所有者を再帰的に変更しないでください。
権限を変更するには

1

次のディレクトリの権限を変更します。
# chmod 750 /opt/VRTSdbed

2

所有者とグループ設定を、システムのデータベース管理者にとって適切な所有者と
グループにリセットします。
たとえば、所有者をユーザー oracle とグループ dba に変更するには、次のコマンド
を実行します。
# chown oracle:dba /opt/VRTSdbed

クラスタ環境でリポジトリをアップグレードする方法

1

リポジトリディスクグループ名、マウントポイント、その他の属性を保存します。

2

SFUA リポジトリを VCS 設定から設定解除します。
# /opt/VRTSdbcom/bin/sfua_db_config -o unconfig_cluster

このコマンドは、次の処理を行います。
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3

■

リポジトリ情報を VCS 設定から削除する

■

リポジトリをマウント解除する

■

ディスクグループをデポートする

■

ボリュームをオフラインにする

リポジトリを再設定します。
# vxdg import sfua_rep
# vxvol -g dbed_rep startall

4

リポジトリファイルシステムを手動でマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/sfua_rep/dbed_rep /sfua_rep

5

オプションを指定せずにリポジトリアップグレードコマンドを再度実行します。
# /opt/VRTSdbcom/bin/sfua_db_config

SF Oracle RAC のリポジトリを設定するには、次の情報が必要です。
■

Veritas File System を使用した、共有ストレージにマウント済みの Veritas
Volume のマウントポイント

■

クラスタ内の各システムで使用されているパブリック NIC

■

仮想 IP アドレスとサブネットマスク

3
SF Oracle RAC 環境における
Oracle RAC 10g の
インストール

■

Oracle RAC 10g のインストール準備

■

Oracle RAC 10g のインストール

■

手動での Oracle RAC 10g のインストール

■

Oracle RAC 10g 用の VCS サービスグループの設定

■

Oracle 10g へのアップグレードとデータベースの移行
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9
Oracle RAC 10g のインス
トール準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 10g のインストールの準備について

■

プリインストールタスク

Oracle RAC 10g のインストールの準備について
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 10g の設定が終了したら、Oracle RAC
10g ソフトウェアをインストールする準備を行います。Oracle RAC 10g ソフトウェアは、共
有ストレージまたは各ローカルノードにインストールできます。
メモ: Oracle RAC 10g をインストールする前に、Oracle のインストールマニュアルと適切
な Oracle のサポート Web サイトを見直します。
図 9-1 に、Oracle RAC 10g のインストール準備に必要な手順を示します。各手順の詳
細については、この章で説明します。
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図 9-1

Oracle RAC 10g のインストール準備のフローチャート

共有メモリのパラメータの設定

Oracle RAC 10g コンポーネントの
ストレージの特定

SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューの起動

Oracle ユーザーとグループの作成

ユーザー「nobody」が存在することの確認

CRS のプライベート IP アドレスの設定

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの
特定

Oracle ディスクグループ、ボリューム、
マウントポイントの作成

すべてのノードでの VCS、CVM、CFS の確認と
GAB ポートメンバーシップの確認

プリインストールタスク
プリインストール操作には、SF Oracle RAC 設定プログラムから実行する手動タスクと自
動タスクがあります。Oracle RAC 10g をインストールする前に、次のタスクを実行する必
要があります。
■

「共有メモリのパラメータの設定」

■

「Oracle RAC 10g コンポーネントのストレージの特定」
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■

「SF Oracle RAC 設定プログラムの起動」

■

「Oracle ユーザーとグループの作成」

■

「ユーザー「nobody」の存在の確認」

■

「CRS のプライベート IP アドレスの設定」

■

「Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定」

■

「Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成」
■

「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」

■

「OCR ボリュームと投票ディスクボリュームの作成」

■

「すべてのノードの SF Oracle RAC リソースの確認」

■

「GAB ポートメンバーシップの確認」

メモ: SF Oracle RAC 設定プログラムを実行する場合、すべてのプリインストールタスクを
実行したり、特定のタスクを選ぶことができます。また、プリンストールタスクは 1 度に順番
に実行するか、後でプログラムを使って個々に実行することができます。

メモ: 一部のプリインストールタスクは手動で実行する必要があります。

共有メモリのパラメータの設定
/etc/system ファイルを編集して、共有メモリのパラメータを設定します。
この手順の詳細については、Oracle の最新のマニュアルを参照してください。ノードを再
起動し、新しい値を有効にします。

Oracle RAC 10g コンポーネントのストレージの特定
SF Oracle RAC 設定プログラムは、次のタスクを実行するためのオプションを提供します。
■

Oracle RAC 10g プリインストールタスク

■

Oracle RAC 10g CRS のインストール

■

Oracle RAC 10g バイナリのインストール

■

Veritas ライブラリと Oracle とのリンク

設定プログラムは Oracle RAC 10g を SF Oracle RAC 環境にインストールするときに、
ユーザーに情報の入力を求めるプロンプトを表示します。情報によってはプログラムがデ
フォルト値を用意している場合もあり、それを選択して使用できます。
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メモ: この章の例は 2 ノードクラスタ（ノード galaxy と nebula）を仮定しています。
設定には次の情報が必要です。
■

Oracle ユーザーとインベントリグループをプライマリグループとして作成するための情
報
p.214 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

■

CRS のプライベート IP アドレスを設定するための情報
p.218 の 「CRS のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してください。

■

各ノードの $CRS_HOME の情報
p.225 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してくだ
さい。

■

OCR と投票ディスクのディレクトリを CFS に作成するための情報
p.228 の 「OCR ボリュームと投票ディスクボリュームの作成」 を参照してください。

メモ: レプリケートされたクラスタを設定するには、OCR と投票ディスクがレプリケートされ
ていない共有ストレージである必要があります。

SF Oracle RAC 設定プログラムの起動
次の手順は、SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューを使った Oracle RAC 10g のプリ
インストールタスクを示します。
設定メニューからプリインストールタスクを実行するには

1

現在 SF Oracle RAC 設定プログラムが実行されていない場合、SF Oracle RAC 設
定プログラムを起動します。
いずれかのシステムで、root ユーザーとして次のコマンドを入力します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac [-rsh] -configure

デフォルトでは、installsfrac プログラムはリモート通信に SSH を使います。
RSH を使うには、installsfrac プログラムで -rsh オプションを指定します。

2

以前に SF Oracle RAC をインストールしていなかった場合、システム名をスペース
で区切って入力します。
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SF Oracle RAC 設定プログラムは、シマンテック社の著作権情報と共に installsfrac
ログの場所も表示します。
メモ: 必要な場合は、トラブルシューティングの目的で installsfrac ログを使うことが
できます。

4

以前に SF Oracle RAC をインストールしていた場合、現在システム上にある SFRAC
設定ファイルから情報が表示されます。この情報には、クラスタ名、クラスタ ID、クラ
スタのシステム、クラスタサービスグループが含まれます。
以前に SF Oracle RAC をインストールしていない場合、この情報を入力するプロン
プトが表示されます。
これらのシステムから SFRAC を設定するかどうかを求めるプロンプトが表示されま
す。
Do you want to configure SFRAC from these systems? [y,n,q] (y)

5

次に SF Oracle RAC 設定プログラムは、ノードで ssh または rsh 通信、SF Oracle
RAC インストール、およびアーキテクチャの初期システムチェックを実行します。

6

その後、SF Oracle RAC 設定プログラムは、ノードでシステムライセンスを確認しま
す。各システムで、別のライセンスキーを入力するかどうかを要求されます。
入力しない場合、n を入力して処理を続行します。

7

次に SF Oracle RAC 設定プログラムは、「指示のみ（INSTRUCTIONS ONLY）」の
手順に関する次の情報を表示します。
* Do not perform any action
* Require you to understand the instructions and act
* May require you to refer to the documentation

Enter キーを押して処理を続行します。
次の追加情報が表示されます。
* Keep root shells open on all systems to run INSTRUCTIONS ONLY steps
* Follow the steps in order
* Navigation keys for all screens: q to quit, b for previous menu
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8

次に、設定プログラムのメニューが表示されます。
1)
2)
3)
4)

Check systems for SFRAC ** INSTRUCTIONS ONLY **
Configure SFRAC
Prepare to install Oracle
Install or relink Oracle

メインメニューから、すべてのインストールタスクの実行か、特定のタスクの実行を選
択します。
設定プログラムメニューから、［Oracle のインストールを準備します（Prepare to install
Oracle）］を選択します。

9

［Oracle のインストールを準備します（Prepare to install Oracle）］オプションを選
択すると、次のメニューが表示されます。
This step helps you complete the sysadmin tasks
before installing Oracle software.
1) [Perform all the following tasks]
2) Create userid and groupid for Oracle
3) Configure private IP addresses for CRS (Oracle 10g only)
4) Configure CRS and UDP private address for failover (Oracle 11g)
5) Create disk groups, volumes, and files systems
for Oracle **INSTRUCTIONS ONLY**
b) [Go to previous menu]

インストールに適したオプションを選択し、手順に従って Oracle RAC 10g のプリイ
ンストールを実行します。
オプション 2（Oracle RAC 10g のユーザー ID とグループ ID を作成します）につい
て詳しくは、p.214 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。
オプション 3 （CRS、Oracle RAC 10g のみのプライベート IP アドレスを設定します）
について詳しくは、p.218 の 「CRS のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してくだ
さい。
オプション 5（Oracle RAC 10g のディスクグループ、ボリューム、ファイルシステムを
作成します）について詳しくは、 p.224 の 「Oracle ディスクグループ、ボリューム、マ
ウントポイントの作成」 を参照してください。

Oracle ユーザーとグループの作成
グループ oinstall（Oracle インベントリグループ）と dba、およびユーザー oracle を作成
し、oracle のプライマリグループを oinstall に割り当て、oracle のセカンダリグループを
dba に割り当てる必要があります。
詳細については、Oracle の最新のマニュアルを参照してください。
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メモ: すでに Oracle ユーザーとグループ作成している場合、CRS のプライベート IP アド
レスを設定する次のタスクに進みます。
表 9-1

Oracle ユーザーとインベントリグループをプライマリグループとして
作成するために必要な情報

必要な情報

例

Oracle ユーザー名

oracle
デフォルトは oracle です。

Oracle ユーザー ID

100

Oracle ユーザーのホーム
ディレクトリ

/home/oracle

Oracle グループ名

oinstall
デフォルトは oinstall です。

Oracle グループ ID

表 9-2

1000

OS DBA グループをセカンダリグループとして作成するために必要な
情報

必要な情報

例

Oracle グループ名

dba
デフォルトは dba です。

Oracle グループ ID

1001

SF Oracle RAC 設定プログラムを使用して、Oracle ユーザーとグループを作成できま
す。前述のとおり、oinstall（Oracle インベントリ）、dba グループと、oracle ユーザーを作
成する方法については、Oracle のマニュアルを参照してください。Oracle のマニュアル
を確認してから、これらの Oracle グループとユーザーの作成に進んでください。
メモ: クラスタ内のすべてのノードにおいてユーザー ID とグループ ID が使われていない
ことを確認します。
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Oracle ユーザーとグループを作成するには

1

現在、SF Oracle RAC 設定プログラムを使っていない場合は、このプログラムを起
動します。
p.212 の 「設定メニューからプリインストールタスクを実行するには」 を参照してくださ
い。

2

設定メニューから、［Oracle のユーザー ID とグループ ID を作成します（Create
userid and groupid for Oracle）］を選択します。
この設定メニューオプションのパスは次のとおりです。
Main Menu > Prepare to install Oracle >
Create userid and groupid for Oracle

3

必要な情報を指定します。
設定プログラムは、すべてのノードで同じ値を割り当てます。かっこ内のテキストはデ
フォルトです。Enter キーを押してこれを選択できます。

Enter Oracle UNIX user name: (oracle)
Enter Oracle UNIX user id: 100
Enter Oracle UNIX user home dir: /home/oracle
Enter Oracle UNIX group name: (oinstall)
Enter Oracle UNIX group id: 1000
User oracle does not exist on any node. Do you want to create it
with the information provided [y,n,q] (y)

各クラスタの設定において、Oracle のユーザー ID とグループ ID は、同じものとな
る必要があります。

4

インストーラでは、指定された userid がクラスタ内のいずれのシステムにもないこと
を確認し、その ID を新規に作成します。入力した情報で oracle ユーザーを作成す
るために y と入力します。

5

セカンダリグループの「dba」を作成するのに必要な情報を入力します。
p.215 の 表 9-2 を参照してください。
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6

次に、SSH または RSH の検証を実行するよう求めるプロンプトが表示されます。y
を入力して検証を実行します。設定プログラムがすべてのノードで Oracle ユーザー
のアクセスを検証していることを確認します。Oracle インストール処理を実行するに
は、SSH または RSH の権限が Oracle ユーザーに設定されている必要があります。
SSH または RSH の検証が失敗しているノードがある場合、そのノードの SSH また
は RSH のアクセスを有効にします。ノードの rsh アクセスを有効にするには、この時
点でインストーラから離れて、アクセスの設定に進みます。新しいセッションを開始し
てアクセスを設定します。このセッションには、oracle ユーザー相当の権限を設定し
た後で戻ることができます。p.217 の 「RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当
の権限の設定」 を参照してください。

7

.profile ファイルを編集して、各ノードの $CRS_HOME、$ORACLE_HOME、
$ORACLE_BASE へのパスを有効にします。
各ノードで、適切な環境変数を設定します（この例は、ksh の場合です）。

$ export ORACLE_BASE=/app/oracle
$ export ORACLE_HOME=/app/oracle/orahome
$ export CRS_HOME=/app/crshome
$ export LD_LIBRARY_PATH_64=$ORACLE_HOME/lib
$ export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib32
$ export PATH=$PATH:$CRS_HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin
$ export CLASSPATH=$CLASSPATH:$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME¥
/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib

RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定
RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限を設定するには

1

SF Oracle RAC 設定プログラムにアクセスし（現在このプログラムを使っているかど
うかに関係なく）、別の端末セッションを oracle ユーザーとして開きます。

2

各システムの oracle ユーザーで、/etc/hosts.equiv ファイルを編集し、次のように
エントリを追加します。
galaxy oracle
nebula oracle

3

各システムで、oracle ユーザーのパスワードを設定します。
[root@galaxy /]# passwd oracle
Changing password for "oracle"
oracle's New password:
Re-enter oracle's new password:
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4

各システムでユーザー「oracle」としてログインし、パスワードを変更します。
[root@galaxy /]# su - oracle
$ passwd
Changing password for "oracle"
oracle's New password:
Re-enter oracle's new password:

5

各システムで、ユーザー oracle の RSH アクセスを確認します。
$ rsh galaxy date
Mon Apr 24 10:02:45 PDT 2006
$ rsh nebula date
Mon Apr 24 10:02:45 PDT 2006

この時点で Oracle のセカンダリグループを作成できます。
p.214 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。
「oracle」ユーザーに割り当てた RSH アクセス権を確認するには

1

インストーラセッションに戻ります。
p.214 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

2

インストーラのプロンプトで y と入力し、RSH アクセシビリティを検証します。

3

インストールプログラムを終了します。

ユーザー「nobody」の存在の確認
クラスタの各システムにユーザー「nobody」が存在することを確認します。
# id nobody
uid=4294967294(nobody) gid=4294967294(nobody)

メモ: uid と gid がクラスタのすべてのノードで同じであることを確認します。

CRS のプライベート IP アドレスの設定
CRS デーモンが通信を行うためおよびハートビートを送受信するために、各ノードにはプ
ライベート IP アドレスが必要です。
LLT を設定するプライベート NIC デバイスを決定します。/etc/llttab ファイルを確認しま
す。たとえば、あるシステムでデバイスを LLT 相互接続として使う場合、そのデバイスに
対して利用可能な IP アドレスを設定できます。
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表 9-3

CRS のプライベート IP アドレスを設定するために必要な情報

必要な情報

例

各ノードのプライベート IP ア ■ galaxy の場合: 192.168.12.1
ドレス
■ nebula の場合: 192.168.12.2
PrivNIC リソースは、プライベート IP アドレスの先頭のゼロを受け
付けません。プライベート IP アドレスが、上の例で、galaxy と nebula
に示されている形式を持つことを確認します。
次のようなプライベート IP アドレス形式は受け付けられず、失敗し
ます。
■

192.168.12.01

■

192.168.12.02

各ノードのプライベートネット CRS ハートビートのデバイスとして LLT デバイスを選択する必要が
ワークインターフェース
あります。
たとえば、LLT デバイスが qfe0、qfe1 である場合:
■

galaxy の場合: qfe0、qfe1

■

nebula の場合: qfe0、qfe1

PrivNIC デバイス名は次のようになります。
Device@galaxy= { qfe1 = 0, qfe2 = 1 }
Device@nebula= { qfe1 = 0, qfe2 = 1 }
統合デバイス名が LLT で設定されている場合、その統合された名
前を PrivNIC エージェントで使用する必要があります。
たとえば、LLT デバイス名が次の名前である場合:
■

galaxy の場合: aggr1

■

nebula の場合: aggr1

PrivNIC エージェントのデバイス属性は次のようになります。
Device@galaxy= { aggr1 = 0 }
Device@nebula= { aggr1 = 0 }
クラスタのネットマスク

255.255.255.0

値を確認した後、設定プログラムは VCS 設定ファイル（main.cf）に、CVM グループ内の
PrivNIC リソースのための新しいセクションを追加します。すべての LLT プライベートイ
ンターフェースを PrivNIC リソースに追加することをお勧めします。
次の 3 つの手順に示されたタスクを実行して、CRS のプライベート IP アドレスを設定しま
す。
■

プライベート IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。
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■

SF Oracle RAC 設定メニューを使って CRS のプライベート IP アドレスを設定します。

■

プライベート NIC アドレスの設定を確認します

プライベート IP アドレスを /etc/hosts に追加するには

1

各システムに root ユーザーとしてログインします。

2

vi などのテキストエディタを使って、次のエントリを /etc/hosts ファイルに追加しま
す。

192.168.12.1
192.168.12.2

galaxy-priv
nebula-priv

CRS のプライベート IP アドレスを設定するには

1

現在、SF Oracle RAC 設定プログラムを使っていない場合は、このプログラムを起
動します。
p.212 の 「SF Oracle RAC 設定プログラムの起動」 を参照してください。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac [-rsh] -configure

2

設定メニューから CRS のプライベート IP アドレス（Oracle RAC 10g のみ）を設定す
るオプションを選択します。
この設定メニューオプションのパスは次のとおりです。
Main Menu > Prepare to install Oracle >
Configure private IP addresses for CRS (Oracle 10g only)
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3
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各ホストについてプライベート IP アドレスを入力します。
Enter the private IP for galaxy: [b] 192.168.12.1
Enter the NIC 1 for private network for galaxy (x if done): [b]
qfe0
Enter the NIC 2 for private network for galaxy (x if done): [b]
qfe1
Enter the NIC 3 for private network for galaxy (x if done): [b] x
Enter the private IP for nebula: [b] 192.168.12.2
Enter the NIC 1 for private network for nebula (x if done): [b]
qfe0
Enter the NIC 2 for private network for nebula (x if done): [b]
qfe1
Enter the NIC for network 3 for nebula (x if done): [b] x

4

クラスタのネットマスクを入力します。
Enter the netmask for private network: [b] 255.255.255.0

5

CRS のプライベート IP アドレス情報を確認します。

CRS private IP configuration information verification
System Name: galaxy
CRS IP address: 192.168.12.1
Interfaces: qfe0 qfe1
System Name: nebula
CRS IP address: 192.168.12.2
Interfaces: qfe0 qfe1
Netmask: 255.255.255.0
Is this information correct? [y,n,q,b] (y)

値を確認した後、このユーティリティは VCS 設定ファイル（main.cf）に、CVM グルー
プ内の PrivNIC リソースのための新しいセクションを追加します。
p.609 の 「 PrivNIC エージェント」 を参照してください。

6

プライベート IP アドレスの設定後は、q と入力してインストーラを終了させることも、
引き続き設定作業を続けることもできます。
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プライベート NIC アドレスの設定を確認するには

1

次のディレクトリに配置されている VCS main.cf にアクセスして確認しま
す。/etc/VRTSvcs/conf/config

2

PrivNIC リソース ora_priv が、VCS main.cf 内で次のような内容になっていること
を確認します。

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device @galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1 }
Device @nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1 }
Address @galaxy = "192.168.12.1"
Address @nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)

3

次のコマンドを実行して、「ora_priv」リソースがクラスタ内のすべてのシステムでオ
ンラインになっていることを確認します。
# hares -state ora_priv
# Resource
Attribute
ora_priv
State
ora_priv
State

4

Value
ONLINE
ONLINE

各システムで「ifconfig」の出力結果をチェックします。
# ifconfig

5

System
galaxy
nebula

-a

各システムで、プライベート IP アドレスを ping します。

# ping nebula-priv
PING 192.168.12.2 (192.168.12.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.12.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0
64 bytes from 192.168.12.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0
# ping galaxy-priv
PING 192.168.12.1 (192.168.12.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.12.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0
64 bytes from 192.168.12.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0

ms
ms

ms
ms
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Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定
Oracle のインストールを開始する前に、各ノードのパブリック仮想 IP アドレスを特定する
必要があります。Oracle では、各ノードの Oracle リスナーのプロセスにパブリック仮想 IP
アドレスを 1 つ必要とします。パブリック仮想 IP アドレスは、クライアントアプリケーション
が Oracle データベースに接続するために使います。
IP アドレスとそれに関連付けられるホスト名は、各パブリックネットワークからアクセスでき
るように DNS（ドメインネームサービス）に登録する必要があります。
Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスを特定するには

1

この手順用の 2 番目のセッションを開始します。

2

ネットワーク管理者から、ノードごとに 1 つの仮想 IP アドレスを取得します。
たとえば、galaxy では次の仮想 IP アドレスとします。
10.10.11.1

たとえば、nebula では次の仮想 IP アドレスとします。
10.10.11.2

3

2 番目のセッションで、vi などのテキストエディタを使って、仮想 IP アドレスと仮想パ
ブリック名のエントリをすべてのノードの /etc/hosts ファイルに追加します。各ノード
には別々のパブリック仮想 IP アドレスを指定する必要があります。
エントリの例を次に示します。
10.10.11.1 galaxy-vip
10.10.11.2 nebula-vip

この手順はすべてのノードで実行する必要があります。

4

IP アドレスと、DNS に関連付けられたホスト名を登録します。
メモ: DNS の登録については、ネットワーク管理者に支援を依頼してください。
登録エントリの例を次に示します。
10.10.11.1 galaxy-vip
10.10.11.2 nebula-vip
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5

前述の手順が完了したら、次のエントリがすべてのノードの /etc/hosts ファイルに設
定されている必要があります。

192.168.1.1
10.10.11.1
192.168.1.2
10.10.11.2

galaxy-priv
galaxy-vip
nebula-priv
nebula-vip

Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成
Oracle のディスクグループ、ボリューム、マウントポイントを作成するには、次のガイドライ
ンを確認してください。
Oracle CRS（Cluster Ready Services）と Oracle RAC 10g バイナリをインストールする前
に、これらのインストールのためのストレージ領域を作成する必要があります。次のディレ
クトリとファイル用のストレージを用意する必要があります。
■

CRS 用のホームディレクトリ CRS_HOME と、Oracle バイナリ用のホームディレクトリ
ORACLE_HOME。
p.225 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してくだ
さい。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスク用の CRS ファイル。ファイルは RAW
デバイス上のボリューム内またはクラスタファイルシステムのディレクトリ内に置くことが
できます。
p.228 の 「OCR ボリュームと投票ディスクボリュームの作成」 を参照してください。

インストール処理の後半で、CVM ボリュームまたはディレクトリをデータベースファイルス
トレージ用の CFS に作成できます。

ローカル、または共有ストレージ上のクラスタファイルシステム
Oracle バイナリ（ORACLE_HOME）は、各システムでローカルにインストールすることも、
共有ストレージのクラスタファイルシステムにインストールすることもできます。インストール
を進める前に、Oracle バイナリのインストールの各種類について次の点を考慮してくださ
い。
■

ローカルインストールは従来のインストール方法を使うので安心であり、単一障害点
に対する保護を高める可能性があります。

■

CFS インストールでは、ノード数とは無関係に管理できる単一の Oracle インストール
が用意されています。この場合、ストレージの必要条件を必然的に減らし、ノードの追
加が簡単になります。

高可用性の必要条件に基づいて、場所を選択します。
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メモ: シマンテック社や Oracle では、通常、ローカルでのインストールをお勧めしていま
す。
次の 図 9-2 に、CRS と Oracle バイナリのインストール処理を示します。
CRS と Oracle バイナリのインストール処理

図 9-2

CRS と Oracle バイナリの
インストール

ローカル
インストール
か?

Yes

ストレージ
の準備はで
きている
か?

No
Yes

共有ストレージの準備

No
ローカルストレージ
の準備

CRS/Oracle バイナリのインストール

各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備
Oracle をインストールするには、各ノードで $CRS_HOME と $ORACLE_HOME を準備
する必要があります。
次の手順の指示に従って、各ノードで $CRS_HOME と $ORACLE_HOME を準備しま
す。
■

$CRS_HOME に必要なディレクトリを特定します。
p.226 の 表 9-4 を参照してください。

■

ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシステムを
作成します。
p.227 の 「ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシ
ステムを作成するには」 を参照してください。

■

各ノードで $CRS_HOME を準備します。
p.228 の 「各ノードで $CRS_HOME を準備するには」 を参照してください。
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■

各ノードで $ORACLE_BASE を準備します。
p.228 の 「各ノードで $ORACLE_BASE を準備するには」 を参照してください。

■

各ノードで $ORACLE_HOME を準備します。
p.228 の 「各ノードで $ORACLE_HOME を準備するには」 を参照してください。

CRS と Oracle の各ソフトウェアのインストールに必要なディレクトリを識別します。
表 9-4

各ノードの $CRS_HOME に必要な情報

必要な情報

例

各ノードにおける Oracle バイ Disk_1
ナリと CRS バイナリ用の
Oracle と CRS のディスク
各ローカルストレージ上のディ ■ galaxy の場合:orabindg_galaxy
スクグループ
■ nebula の場合:orabindg_nebula
各ローカルディスクグループ ■ galaxy の場合:orabinvol_galaxy
のボリューム
■ nebula の場合:orabinvol_nebula
各ローカルボリューム上のファ ■ galaxy の場合:
イルシステム
/dev/vx/rdsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
■

nebula の場合:

/dev/vx/rdsk/orabindg_nebula/orabinvol_nebula

各ローカルファイルシステム
のマウントポイント

/app

CRS をインストールするディ
レクトリ

/app
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ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシステムを作
成するには

1

root ユーザーでまずローカルディスクグループ orabindg_hostname を作成しま
す。
# vxdg init orabindg_galaxy Disk_1

2

ボリューム orabinvol_hostname を作成します。
# vxassist -g orabindg_galaxy make orabinvol_galaxy 12G

3

ディレクトリ /app を作成します。
# mkdir /app

4

作成したボリューム orabinvol_hostname でファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy

5

/app をマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
/app

6

このファイルシステムのエントリを追加します。たとえば、次のようになります。
/etc/vfstab ファイルを開いて新しいファイルシステムをリストに追加し、mount at
boot 列に「yes」を指定します。
#device
device
mount FS
fsck
mount
mount
#to mount to fsck point type pass at boot options
#
.
/dev/vx/dsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
/dev/vx/rdsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
/app vxfs 1 yes -
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各ノードで $CRS_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

CRS_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir

3

-p /app/crshome

所有権と権限を変更します。
# chown

-R oracle:oinstall /app/crshome

# chmod

-R 744 /app/crshome

各ノードで $ORACLE_BASE を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_BASE のディレクトリを作成します。
# mkdir

3

-p /app/oracle

所有権と権限を変更します。
# chown

-R oracle:oinstall /app/oracle

# chmod

-R 744 /app/oracle

各ノードで $ORACLE_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir

3

-p /app/oracle/orahome

所有権と権限を変更します。
# chown

-R oracle:oinstall /app/oracle/orahome

# chmod

-R 744 /app/oracle/orahome

OCR ボリュームと投票ディスクボリュームの作成
CRS をインストールするには、OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクのコンポー
ネント用の事前定義済みの場所が必要です。
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メモ: ボリュームとファイルシステムディレクトリのどちらを作成する場合でも、VCS 設定に
追加して高可用性を実現できます。
OCR と投票ディスクボリューム、およびファイルシステムを作成するには、次の情報を確
認して以降の手順を実行します。
■

OCR と投票ディスクのディレクトリを CFS に作成するための情報
p.229 の 表 9-5 を参照してください。

■

OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を作成するための情報
p.229 の 「OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を作成するには」 を参
照してください。

CRS と Oracle の各ソフトウェアのインストールに必要なディレクトリを識別します。
表 9-5

OCR と投票ディスクのディレクトリを CFS に作成するための情報

必要な情報

例

共有ディスク

c4t0d1、c4t0d2

共有ディスクグループ

ocrvotedg

共有ディスクグループのボリューム

ocrvotevol

共有ボリューム上のファイルシステム

/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvotevol

共有ファイルシステムのマウントポイント

/ocrvote

OCR デバイス

/ocrvote/OCR

投票デバイス

/ocrvote/VOTE

OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を作成するには

1

root ユーザーで CVM マスターから VxVM 共有ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init ocrvotedg c4t0d1 c4t0d2

メモ: CVM マスターを特定するには、vxdctl -c mode コマンドを発行します。

2

root ユーザーで CVM マスターからミラーボリューム ocrvotevol を作成します。
# vxassist -g ocrvotedg make ocrvotevol 1G nmirrors=2
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3

root ユーザーで CVM マスターからボリューム ocrvotevol を使ってファイルシステ
ムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvotevol

4

各システムで、ディレクトリ /ocrvote を作成します。
# mkdir /ocrvote

5

各システムで /ocrvote をマウントします。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol ¥
/ocrvote

6

root ユーザーで任意のシステムの /ocrvote で権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /ocrvote

7

以降の手順では、この「/ocrvote」ファイルシステムに対応する CFSMount と
CVMVolDg の両リソースを、VCS 設定内の「cvm」グループに追加します。
次のコマンドを入力して、VCS 設定ファイルに対する権限を変更します。
# haconf -makerw

8

次のコマンドを入力して、ファイルシステムを設定します。
# hares -add ocrvote_mnt CFSMount cvm
# hares -modify ocrvote_mnt Critical 0
# hares -modify ocrvote_mnt MountPoint "/ocrvote"
# hares -modify ocrvote_mnt BlockDevice ¥
"/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
# hares -modify ocrvote_mnt MountOpt

9

mincache=direct

次のコマンドを入力して、ボリュームを設定します。
# hares -add ocrvote_voldg CVMVolDg cvm
# hares -modify ocrvote_voldg CVMDiskGroup ocrvotedg
# hares -modify ocrvote_voldg CVMVolume ocrvotevol
# hares -modify ocrvote_voldg CVMActivation sw
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10 次のコマンドを入力して、親を子にリンクします。
# hares -link ocrvote_mnt ocrvote_voldg
# hares -link ocrvote_mnt vxfsckd
# hares -link ocrvote_voldg cvm_clus

11 次のコマンドを入力して、システムに有効にするよう指示します。
# hares -modify ocrvote_voldg Enabled 1
# hares -modify ocrvote_mnt Enabled 1
# haconf -dump -makero

12 main.cf の ocrvote_mnt と ocrvote_voldg の両リソースに対応する箇所を確認し
ます。

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus

13 VCS リソースである ocrvote_mnt と ocrvote_voldg が、クラスタ内のすべてのシス
テムでオンラインになっていることを確認します。
# hares -state ocrvote_mnt
# hares -state ocrvote_voldg

14 voldg が手動でオンラインになっていると、VCS 下の CVMVolDg リソースはオンラ
インとして報告されません。VCS を停止して再起動する必要があります。
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すべてのノードの SF Oracle RAC リソースの確認
設定ファイルを各ノードに配置して、設定したリソースがオンラインになることを確認しま
す。
すべてのノードで VCS、CVM、CFS を確認するには

1

リソースがオンラインであることを確認するには、各ノードで次のコマンドを入力しま
す。
# hastatus

2

VCS が実行されていない場合、次の手順に従ってすべてのノードで VCS、CVM、
CFS を起動します。

すべてのノードで VCS、CVM、CFS を起動するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行して、VCS、CVM、CFS を起動します。
# hastart

VCS が実行されていない場合、gabconfig -a コマンドを入力して GAB ポートメン
バーシップを確認します。

GAB ポートメンバーシップの確認
各ノードで VCS、CVM、CFS を起動したら、gabconfig -a コマンドを実行して GAB ポー
トメンバーシップを確認します。
たとえば、次のようになります。

galaxy# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
ada401 membership 01
Port b gen
ada40d membership 01
Port d gen
ada409 membership 01
Port f gen
ada41c membership 01
Port h gen
ada40f membership 01
Port o gen
ada406 membership 01
Port v gen
ada416 membership 01
Port w gen
ada418 membership 01

10
Oracle RAC 10g のインス
トール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 10g のインストールについて

■

installsfrac コマンドを使った Oracle Clusterware（CRS）のインストール

■

Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール

■

Oracle RAC 10g CRS とデータベースのインストール状況についての確認

■

Oracle RAC 10g インストール後タスクの完了

Oracle RAC 10g のインストールについて
Oracle RAC 10g のプリインストールタスクが完了したら、引き続き Oracle RAC 10g ソフ
トウェアを各ノードにローカルでインストールします。Oracle のサポート対象のバージョン
については、
p.35 の 「サポート対象ソフトウェア」 を参照してください。
メモ: Oracle RAC 10g をインストールする前に、Oracle のインストールマニュアルと適切
な Oracle のサポート Web サイトを見直します。
図 10-1 に、Oracle RAC 10g のインストールに必要な手順を示します。各手順の詳細に
ついては、この章で説明します。
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図 10-1

Oracle RAC 10g インストールのフローチャート

Oracle Clusterware（CRS）のインス
トール

Oracle RAC 10g データベースバイナリ
のインストール

Oracle RAC 10g CRS
とデータベースのインストール状況について
の確認

Oracle RAC 10g
パッチまたはパッチセットの追加（オプション）

Oracle RAC 10g データベースの作成

VCS 設定内での Oracle RAC 10g
サービスグループの設定

Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC
ライブラリの再リンク

SF Oracle RAC 環境に Oracle RAC 10g をインストールするには、次の作業が必要で
す。
■

「installsfrac コマンドを使った Oracle Clusterware（CRS）のインストール」

■

「Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール」

■

「Oracle RAC 10g CRS とデータベースのインストール状況についての確認」

■

「Oracle RAC 10g インストール後タスクの完了」
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installsfrac コマンドを使った Oracle Clusterware（CRS）
のインストール
SF Oracle RAC インストーラにより、Oracle CRS とデータベースバイナリのインストールが
可能です。installsfrac コマンドを使用して Oracle CRS をインストールする利点は
Veritas ライブラリが Oracle RAC と自動的にリンクすることです。
この CRS ソフトウェアは、各ノードの、そのソフトウェア用に作成された場所にインストール
されます。
p.225 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してください。
メモ: デフォルトでは、installsfrac ユーティリティはリモート通信に SSH を使います。た
だし、installsfrac ユーティリティに -rsh オプションを付けて使うと、SSH の代わりに RSH
を使えます。
Oracle 環境変数を設定して、Oracle インストーラを呼び出すには

1

SF Oracle RAC 設定プログラムを起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfrac [-rsh] -configure

2

メニューから［Oracle をインストールまたは再リンクします（Install or relink Oracle）］
オプションを選択します。

3

インストーラの指示のとおりに、SF Oracle RAC の最新のサポートマトリックスを確認
します。

4

インストールする Oracle ソフトウェアのバージョンとして、Oracle 10gR1 または Oracle
10gR2 を選択します。
メモ: この設定で例として示すのは Oracle 10g R2 用の値です。

5

Oracle のインストールタスクを選択します。次のオプションが表示されます。
CRS

Oracle Clusterware（CRS）をインストールします（Install Oracle
Clusterware(CRS)）

Oracle バイナリ

Oracle RDBMS サーバーをインストールします（Install Oracle RDBMS
server）

再リンク

Oracle を再リンクします（Relink Oracle）

オプション 1 の［Oracle Clusterware (CRS) をインストールします（Install Oracle
Clusterware (CRS)）］を選択します。
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6

Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を設定します。IP アドレ
スを、指定された形式で入力します。
Enter DISPLAY environment variable: 10.20.12.150:0.0

7

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。たとえば、次のようになります。
Enter Oracle UNIX user name: (oracle) oracle

8

Oracle UNIX グループ名を入力します。たとえば、次のようになります。
Enter Oracle UNIX group name (oinstall): oinstall

9

Oracle CRS ソフトウェアのインストールイメージの絶対パスを入力します。
これは、インストーラが収録されているソフトウェアディスクへのパスです。
たとえば、次のようになります。
Enter absolute path of CRS install image: [b]
/cdrom/Oracle10g/clusterware/Disk1

10 Oracle ベースディレクトリの場所を入力します。
Enter Oracle base directory: /app/oracle

11 CRS のホームディレクトリの絶対パスを入力します。
Enter absolute path of CRS Home directory: [b] /app/crshome

12 指定した CRS のホームディレクトリが存在しない場合、SF Oracle RAC 設定プログ
ラムから、ホームディレクトリを作成するための指示が示されます。
Do you wish to create this directory? [y,n,q,b] (n) y
mkdir -p /app/crshome
chown -R oracle:oinstall /app/crshome
chmod -R 744 /app/crshome
Run above command on all systems? [y,n,q,b] (n) y

ここで絶対パスを入力し、次の手順に進みます。

13 Oracle のビット数（32 または 64）を入力します。
この例では、64 と入力します。
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64): 64
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14 インストーラは確認のため、CRS のインストール情報を表示します。インストーラで表
示される情報が正しい場合はオプション y を、正しくない場合はオプション n を選択
します。
Oracle environment information verification
Oracle Unix User: oracle
Oracle Unix Group: oinstall
Oracle Clusterware (CRS) Installation Path:
/cdrom/Oracle10g/clusterware/Disk1
Oracle Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Oracle Release: 10.2
Oracle Base: /app/oracle
Is this information correct? [y,n,q] (y)

15 リターンキーを押して続行します。
SF Oracle RAC インストーラは、Oracle Universal Installer (OUI) for Oracle CRS
インストーラを呼び出します。

16 インストールに必要な情報や、Oracle インターフェースを使った Oracle CRS のイン
ストールについては、Oracle のマニュアルを参照してください。

17 SPARC で、基本インストールとして Oracle RAC 10g リリース 1 をインストールする
場合は、［概略（Summary）］ダイアログボックスが表示されたら［インストール
（Install）］をクリックします。
メモ: その他すべての Solaris システムへのインストールでは、直接次の手順に進
みます。
インストールが終了すると、［Setup Privileges］メッセージが表示されます。
この時点では［OK］をクリックしません。代わりに各ノードで init.cssd.patch パッ
チを適用します。
■

root ユーザーとしてログインします。

■

$CRS_HOME/css/admin に移動します。

■

次のコマンドを実行します。
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# patch init.cssd < /opt/VRTSvcs/rac/patch/init.cssd.patch

18 ［概略（Summary）］ダイアログボックスで、［インストール（Install）］をクリックします。
インストールが終了すると、［Setup Privileges］メッセージが表示されます。
SF Oracle RAC 設定プログラムで［Oracle Clusterware (CRS) をインストールします
（Install Oracle Clusterware (CRS)）］を選択した場合、Oracle 10g 環境変数を設
定した後に、プログラムは CRS をインストールするための Oracle ユーティリティを起
動します。この CRS ソフトウェアは、各ノードの、そのソフトウェア用に作成された場
所にインストールされます。
ここでは［OK］はクリックしません。代わりに各ノードで root.sh スクリプトを実行しま
す。
Oracle によって指定された場所から、次のコマンドを実行します。
# ./root.sh

Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール
CRS コンポーネントのインストール後、Oracle データベースソフトウェアのインストールに
進みます。
Oracle RAC 10g ソフトウェアを SF Oracle RAC 環境にインストールするための、予備的
な手順を確認します。
p.225 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してください。
メモ: Symantec は、Oracle バイナリを各ノードにローカルでインストールすることをお勧
めします。
Oracle RAC 10g データベースバイナリをインストールする方法

1

installsfrac プログラムをすでに開始し、前の手順のために実行中でなければ、任
意のシステムで root ユーザーとしてログインし、installsfrac ユーティリティを呼び
出してメニューを表示します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac -configure (if ssh is setup)
# ./installsfrac -rsh -configure (if ssh is not setup)

2

［メインメニュー（Main Menu）］に移動して、［Oracle をインストールまたは再リンクし
ます（Install and Relink Oracle）］を選択します。
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3

［Oracle バージョンを選択してください（Choose Oracle version）］メニューで、適切
なバージョンの Oracle（10gR2）を選択します。

4

［タスクを選択してください（Choose task）］メニューで、［Oracle RDBMS サーバー
をインストールします（Install Oracle RDBMS server）］を選択します。

5

［DISPLAY の設定（Set DISPLAY）］ダイアログで、DISPLAY の値を入力します。
変数 DISPLAY の値は、<コンピュータの IP アドレス>: 0 に設定する必要がありま
す。

6

7

Oracle のユーザーとグループの各情報を入力します。
■

［Oracle ユーザー名（Oracle Username）］ダイアログでプロンプトが表示された
ら、Oracle Unix ユーザーアカウントを入力します。インストーラは、すべてのシ
ステム上のユーザーをチェックします。

■

［Oracle グループ名（Oracle Groupname）］ダイアログでプロンプトが表示され
たら、Oracle インベントリユーザーアカウントを入力します。インストーラは、その
グループが存在するかどうかをすべてのシステでチェックします。

■

Enter キーを押して続行します。

［データベースインストールイメージ（Database Install Image）］ダイアログで、Oracle
データベースソフトウェアのインストールイメージの場所を指定します。
例: /cdrom/Oracle10g/DB/Disk1

8

［Oracle 基本ディレクトリ（Oracle base directory）］ダイアログで、OFA に準拠した
データベースの Oracle ディレクトリ構造の基本となる位置を指定します。
例: /app/oracle

9

［CRS ホームディレクトリ（CRS Home directory）］ダイアログで、Oracle CRS ソフト
ウェアが格納されているディレクトリを指定します。
例: /app/crshome

10 ［データベースのホームディレクトリ（Database home directory）］ダイアログで、
Oracle データベースソフトウェアが格納されているディレクトリを指定します。
例: /app/oracle/orahome

11 Oracle のビット数（32 または 64）を入力します。
この例では、64 と入力します。
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64): 64
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12 インストーラでは、確認として Oracle 環境についての情報を出力します。インストー
ラで表示される情報が正しい場合はオプション y を、正しくない場合はオプション n
を選択します。
たとえば、次のようになります。
Oracle environment information verification
Oracle Unix User: oracle
Oracle Unix Group: oinstall
Oracle Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Oracle Release: 10.2
Oracle Base: /app/oracle
Oracle Home: /app/oracle/orahome
RDBMS Installation Path: /cdrom/Oracle10g/DB/Disk1
Is this information correct? [y,n,q] (y)

Enter キーを押して続行します。
SF Oracle RAC インストーラで、Oracle User Interface (OUI) for Database
Software のインストールを開始します。

13 インストールに必要な情報や、Oracle インターフェースを使った Oracle データベー
スソフトウェアのインストールについては、Oracle のマニュアルを参照してください。

14 各システムで、root としてログインし、root.sh スクリプトの場所にディレクトリを変更
します。
Oracle インストーラが root.sh のスクリプトの場所を設定します。
root.sh スクリプトが置かれているディレクトリにアクセスした後、各システムで root.sh
スクリプトを実行します。

15 root.sh スクリプトをすべてのシステムで実行したら、OUI に戻り、［OK］をクリックしま
す。

16 SF Oracle RAC のインストール手順に戻り、Enter キーを押して続行します。
SF Oracle RAC インストールプログラムがライブラリを再リンクするプロンプトを表示
したら、Enter キーを押して再リンクします。

Oracle RAC 10g CRS とデータベースのインストール状
況についての確認
Oracle CRS と Oracle RAC 10g のインストールが成功したかどうかを確認するには、クラ
スタ内の任意のノードから次のコマンドを実行します。このコマンドの出力では、次の例に
示すように各ノードそれぞれにおいて実行中の処理が示されます。
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# $CRS_HOME/bin/crs_stat
NAME=ora.galaxy.vip
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on galaxy
NAME=ora.galaxy.gsd
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on galaxy
NAME=ora.galaxy.ons
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on galaxy
NAME=ora.nebula.vip
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on nebula
NAME=ora.nebula.gsd
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on nebula
NAME=ora.nebula.ons
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on nebula

Oracle RAC 10g インストール後タスクの完了
Oracle ソフトウェアをインストールした後で、次のタスクを完了します。
■

「Oracle RAC 10g パッチまたはパッチセットの追加」

■

「Oracle RAC 10g データベースの作成」

■

「VCS 設定内の Oracle RAC 10g サービスグループの設定」

■

「Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」

Oracle RAC 10g パッチまたはパッチセットの追加
Oracle RAC 10g パッチまたはパッチセットをインストールする前に、次のタスクを実行す
る必要があります。
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■

サポートされる Oracle パッチまたはパッチセットについての最新の情報を確認しま
す。
http://entsupport.symantec.com/docs/280186

■

Oracle RAC 10g R1（10.1.0.2）ソフトウェアまたは Oracle RAC 10g R2（10.2.0.1）ソ
フトウェアをインストールしている必要があります。

■

パッチまたはパッチセットに付属のリリースノートに記載されている、パッチまたはパッ
チセットの適用および適用後の操作に関する指示をお読みください。

Oracle のインストール後、クラスタ内で Oracle の設定を行っていない場合は、次の手順
を使って、Oracle 10g R1 または R2 パッチまたはパッチセットをノードに追加します。
Oracle RAC 10g リリース 1 またはリリース 2 のパッチまたはパッチセットを適用するに
は

1

CRS とすべての Oracle プロセスをまだ停止していない場合は、停止します。

2

Oracle のマニュアルの指示に従ってパッチまたはパッチセットを適用します。

3

Oracle ライブラリを再リンクします。
p.243 の 「Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してく
ださい。

Oracle RAC 10g データベースの作成
新しい Oracle RAC 10g データベースを設定するには
■

共有ストレージにデータベースを作成します。

■

独自のツールを使うか、Oracle DBCA（Database Creation Assistant）ツールの使
用に関するガイドラインを確認してください。

■

Oracle RAC 10g データベースのインストール手順について
最新の Oracle のマニュアルを参照してください。

■

共有 RAW VxVM ボリュームまたは共有 VxFS ファイルシステムにテストデータベー
スを作成するには
p.595 の 「テストデータベースの作成について」 を参照してください。

VCS 設定内の Oracle RAC 10g サービスグループの設定
Oracle RAC 10g のインストールとデータベースの作成が終了したら、VCS 設定ファイル
の変更に進みます。VCS 設定例と、Oracle RAC 10g 環境でサービスグループを設定す
る方法についての詳細を確認してください。
p.264 の 「Oracle の VCS リソースの設定」 を参照してください。
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Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク
Oracle パッチを追加またはアップグレードした場合、SF Oracle RAC ライブラリを Oracle
に再リンクする必要があります。Oracle を Veritas IPC ライブラリにリンクして、Oracle が
Veritas ODM とクラスタメンバーシップ（VCSMM）のライブラリを使えるようにする必要が
あります。
ライブラリは、SF Oracle RAC 設定プログラムを使って再リンクできます。
installsfrac コマンドおよびプログラムを使用して CRS と Oracle をインストールした場

合は、個別にリンクを実行する必要はありません。
メモ: Symantec は、必要なすべてのパッチの追加が完了した後でのみ SF Oracle RAC
ライブラリを再リンクすることをお勧めします。
SF Oracle RAC ライブラリを Oracle に再リンクするには

1

以前の手順では installsfrac プログラムを開始および実行していなかった場合は、
SF Oracle RAC 設定プログラムを起動します。
# installsfrac [-rsh] -configure

2

［Oracle ソフトウェアのインストールと再リンク（Install and relink Oracle software）］
を選択します。

3

Oracle ソフトウェアのバージョン（［Oracle 10gR1］または［Oracle 10gR2］）を選択
します。

4

［Oracle を再リンクします（Relink Oracle）］を選択し、SF Oracle RAC ライブラリを
Oracle に再リンクします。

5

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。
例: oracle

6

Oracle UNIX グループ名を入力します。
例: dba

7

Oracle ベースディレクトリの場所を入力します。
たとえば、次のようになります。/app/oracle

8

CRS のホームディレクトリの絶対パスを入力します。
例: /app/crshome

9

Oracle データベースソフトウェアのあるディレクトリの絶対パスを入力します。
例: /app/oracle/orahome
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10 Oracle のビット数を入力します。
例: 64

11 次に、SF Oracle RAC 設定プログラムは確認のために設定情報を表示します。
メモ: この ORACLE_HOME/lib ディレクトリに以前 Veritas ライブラリがあった場合
は、Oracle のマイナーバージョンの不一致という内容の VCSIPC エラーメッセージ
が表示されることがあります。このエラーメッセージは無視して構いません。
この情報を確認および承認した後で、Oracle の再リンク処理が開始されます。
再リンク処理での出力例は次のとおりです。

Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

environment information verification
Unix User: oracle
Unix Group: oinstall
Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Release: 10.2
Bits: 64
Base: /app/oracle
Home: /app/oracle/orahome

Is this information correct? [y,n,q] (y)
Verifying CRS on galaxy..........................................Up
Verifying CRS on nebula..........................................Up
galaxy
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so /opt/ORCLuster/lib/libskgxn2.so ..
...success
nebula
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so /opt/ORCLuster/lib/libskgxn2.so ..
...success
galaxy
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so
/app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so ........... success
Removing /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so ............ success
Linking /usr/lib/sparcv9/libodm.so /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so...... success
Setting permissions oracle:oinstall /app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so .... success
nebula
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so
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/app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so ........... success
Removing /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so ............ success
Linking /usr/lib/sparcv9/libodm.so /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so...... success
Setting permissions oracle:oinstall /app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so .... success

Solaris x64 システムの再リンク処理での出力例は次のとおりです。

Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

environment information verification
Unix User: oracle
Unix Group: oinstall
Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Release: 10.2
Bits: 64
Base: /app/oracle
Home: /app/oracle/orahome

Is this information correct? [y,n,q] (y)
Verifying CRS on galaxy..........................................Up
Verifying CRS on nebula..........................................Up
galaxy
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so /opt/ORCLuster/lib/libskgxn2.so ..
...success
nebula
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so /opt/ORCLuster/lib/libskgxn2.so ..
...success
galaxy
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so
/app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so ........... success
Removing /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so ............ success
Linking /usr/lib/amd64/libodm.so /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so...... success
Setting permissions oracle:oinstall /app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so .... success

nebula
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so
/app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so ........... success
Removing /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so ............ success
Linking /usr/lib/amd64/libodm.so /app/oracle/orahome/lib/libodm10.so...... success
Setting permissions oracle:oinstall /app/oracle/orahome/lib/libskgxp10.so .... success
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11
手動での Oracle RAC 10g
のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 10g の手動インストールについて

■

Oracle RAC 10g の手動インストール

Oracle RAC 10g の手動インストールについて
Oracle RAC 10g バイナリのインストールには、SF Oracle RAC インストーラと
installsfrac -configure コマンドを使うことをお勧めします。ただし、この章で説明
するとおり、状況によっては Oracle RAC 10g バイナリを手動でインストールする必要が
ある場合があります。このような状況は、カスタマイズされたインストールがユーザーから
要求された場合や、DBA 権限の問題がある場合に発生する可能性があります。
図 11-1 に、Oracle RAC 10g の手動インストールに必要な手順を示します。各手順の詳
細については、この章で説明します。
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図 11-1

Oracle RAC 10g 手動インストール手順

Oracle 環境変数の設定

パブリック IP アドレスとプライベート IP
アドレスの設定

Veritas
メンバーシップライブラリのリンク

Oracle Clusterware（CRS）のインストール

Oracle RAC 10g
データベースライブラリのインストール

IPC ライブラリのコピー

ODM ライブラリのリンク

Oracle RAC 10g
データベースの作成

VCS 設定内での Oracle RAC 10g
サービスグループの設定

Oracle RAC 10g の手動インストール
Oracle RAC 10g を手動でインストールするには、次の手順が必要になります。
■

「環境変数の設定」
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■

「パブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスの設定」

■

「Veritas メンバーシップライブラリのリンク」

■

「Oracle Clusterware（CRS）のインストール」

■

「Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール」

■

「IPC ライブラリのコピー」

■

「ODM ライブラリのリンク」

■

「Oracle RAC 10g データベースの作成」

■

「VCS 設定での Oracle RAC 10g サービスグループの設定」
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環境変数の設定
CRS と Oracle バイナリで必要な環境変数を設定します。
環境変数を設定するには

1

各ノードに oracle ユーザーでログインします。

2

各ノードで、適切な環境変数を設定します（この例は、ksh の場合です）。
$ export ORACLE_BASE=/app/oracle
$ export ORACLE_HOME=/app/oracle/orahome
$ export LD_LIBRARY_PATH_64=$ORACLE_HOME/lib
$ export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib32
$ export CRS_HOME =/app/crshome
$ export PATH= $PATH:$CRS_HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin
$ export CLASSPATH=$CLASSPATH:$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME¥
/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib

3

最初のノードで、DISPLAY 変数を設定します。
■

Bourne シェル（sh または ksh）を使う場合、次のように入力します。
$

■

DISPLAY=host:0.0export DISPLAY

C シェル（csh またはtcsh）を使う場合、次のように入力します。
$ setenv DISPLAY host:0.0

パブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスの設定
パブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスを設定するには、次の手順を参照してくだ
さい。
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■

「CRS のプライベート IP アドレスの設定」

■

「Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定」

Veritas メンバーシップライブラリのリンク
いずれかのノードで、次の適切な例を使ってコマンドを入力し、Oracle RAC 10g のバー
ジョンに基づいて Veritas VCSMM ライブラリをリンク（コピー）します。
# cd /opt/VRTSvcs/rac/lib

Oracle RAC 10g のバージョンが 32 ビットの場合は、次のコマンドを入力します。
# cp libskgxn2_32.so /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so

Oracle RAC 10g のバージョンが 64 ビットの場合は、次のコマンドを入力します。
# cp libskgxn2_64.so /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so

Oracle Clusterware（CRS）のインストール
Oracle RAC 10g のバイナリとデータベースをインストールする前に、Oracle10g RAC
runInstaller ユーティリティを使って、Oracle Clusterware（CRS）コンポーネントをインス
トールします。
このソフトウェアは、各ノードの以前に作成された場所にインストールされます。
p.225 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してください。
以下の手順を完了します。
メモ: 詳しくは、Oracle RAC 10g のマニュアルを参照してください。
Oracle Clusterware（CRS）をインストールするには

1

最初のノードに Oracle ユーザーとしてログインし、Oracle RAC 10g runInstaller
ユーティリティを起動します。Oracle10g CRS ディスクを CD-ROM ドライブに挿入
し、次のように入力します。
$ cd /cdrom/cdrom0
$ ./runInstaller

2

インストーラを実行する場合、 CRS コンポーネントのインストールと設定に必要な次
の情報をあらかじめ確認しておきます。
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3

■

各ノード（たとえば、/app/crshome/）のインストール先である $CRS_HOME とそ
の $CRS_HOME へのパス。これらは［Specify File Location］ダイアログボック
スで指定します。

■

ノードの名前とそれらに関連付けられているホスト名。これらは［Cluster
Configuration］ ダイアログボックスで指定します。

■

各ノードのプライベート NIC の IP アドレス（たとえば、サブネット 192.168.0.0 上
の qfe1）。これらは［Specify Network Interface Usage］ダイアログボックスで指
定します。インターフェース名に対して、正しいインターフェースタイプが存在す
ることを確認します。

■

OCR ディレクトリ内にあるファイルまたは OCR RAW ボリュームの名前。これらは
［Specify Oracle Cluster Regostry (OCR) Location］ダイアログボックスで指定
します。
例: /ocrvote/OCR

■

投票ディスクディレクトリ内にあるファイルまたは RAW ボリュームの名前。これら
は［投票ディスク（Voting Disk）］ダイアログボックスで指定します。
たとえば、次のようになります。/ocrvote/VOTE

runInstaller から /oracle/oraInventory/orainstRoot.sh スクリプトを実行するよう
求められたら、処理を進める前に、各ノードにこのスクリプトが存在することを確認し
ます。
スクリプトが各ノードに存在しない場合は、最初のノードから他の各クラスタノードに
コピーします。

4

各ノードで /oracle/oraInventory/orainstRoot.sh スクリプトを実行します。

5

runInstaller によりプロンプトでスクリプトを実行するよう要求があった場合は、各ノー
ドで root.sh を実行します。
# cd $CRS_HOME
# ./root.sh

これにより、コマンドを入力したノードで CRS デーモンが起動します。

6

［Setup Privileges］メッセージで［OK］をクリックし、ウィザードを終了させます。
［VIP Configuration Assistant］が表示されます。このウィザードでは、すでに設定
した仮想 IP アドレスについてプロンプトが表示されます。

Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール
次の手順は、Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール方法を示します。

251

252

第 11 章 手動での Oracle RAC 10g のインストール
Oracle RAC 10g の手動インストール

Oracle RAC 10g データベースバイナリをインストールするには

1

最初のノードで、Oracle RAC 10g runInstaller ユーティリティを起動します。Oracle
RAC 10g Enterprise Edition ディスクを CD-ROM ドライブに挿入し、次のように入
力します。
$ cd /cdrom/cdrom0
$ ./runInstaller

2

インストーラを実行する場合、Oracle10g バイナリコンポーネントのインストールと設
定に必要な次の情報をあらかじめ確認しておきます。
■

インストールする場所（たとえば、$ORACLE_HOME）と /oracle/VRT パス。これ
らは［Specify File Location］ダイアログボックスで指定します。この場所は、共
有ストレージ、または各ローカルクラスタノード上の同一の場所です。

■

ノードの名前（たとえば、galaxy、nebula）。これらは［Specify Hardware Cluster
Installation Mode］ダイアログボックスで指定します。

■

目的のインストールエディション。これは［Select Installation Type］ダイアログ
ボックスで指定します。

3

［Select Configuration Option ］ダイアログボックスで、［Install Database Software
Only］を選択すると、初期データベースを作成しないで先に進むことができます。
データベースの作成は後で行うことをお勧めします。

4

［概略（Summary）］ダイアログボックスで、［インストール（Install）］をクリックします。
インストールが終了すると、［Setup Privileges］メッセージが表示されます。ここでは
［OK］はクリックしません。代わりに各ノードで root.sh スクリプトを実行します。たとえ
ば、次のようになります。
# cd $ORACLE_HOME
# ./root.sh

5

［Setup Privileges］メッセージで［OK］をクリックします。

IPC ライブラリのコピー
Oracle RAC 10g バイナリがインストールされているすべてのノードに、IPC ライブラリをコ
ピーします。バイナリが共有ストレージにインストールされている場合は、ライブラリを 1 つ
のノードにのみコピーします。mount コマンドを使って、Oracle バイナリを含むファイル
システムがマウントされているか確認してください。
Solaris x64 システムに IPC ライブラリをコピーすることについては、
p.253 の 「Solaris x64 システムへの IPC ライブラリのコピー」 を参照してください。
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IPC ライブラリをコピーするには

1

oracle ユーザーとしてログインします。

2

ファイルを適切な場所にコピーします。
64 ビット版 10.1.0.1 - 10.1.0.4 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver23_64.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

64 ビット版 10.1.0.5 と 10g R2 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

32 ビット版 10.1.0.1 - 10.1.0.4 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver23_32.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

32 ビット版 10.1.0.5 と 10g R2 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_32.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

Solaris x64 システムへの IPC ライブラリのコピー
Oracle 10g バイナリがインストールされているすべてのノードに、IPC ライブラリをコピー
します。バイナリが共有ストレージにインストールされている場合は、ライブラリを 1 つの
ノードにのみコピーします。mount コマンドを使って、Oracle バイナリを含むファイルシ
ステムがマウントされているか確認してください。
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IPC ライブラリをコピーするには

1

oracle ユーザーとしてログインします。

2

ファイルを適切な場所にコピーします。
64 ビット版 10.1.0.1 - 10.1.0.3 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver23_64.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

64 ビット版 10g R2 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

32 ビット版 10.1.0.1 - 10.1.0.3 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver23_32.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

32 ビット版 10g R2 の場合:
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_32.so ¥
$ORACLE_HOME/lib/libskgxp10.so

ODM ライブラリのリンク
次のコマンドを入力して、Veritas ODM ライブラリが正しくリンクされていることを確認しま
す。
ODM ライブラリのリンク

1

Oracle ライブラリが保存されている場所に移動します。
$ cd $ORACLE_HOME/lib

2

Oracle ODM ライブラリへのリンクを削除します。
$ mv $ORACLE_HOME/lib/libodm10.so¥$ORACLE_HOME/lib/libodm10.so.old
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3

Veritas ODM ライブラリを Oracle ODM ライブラリにリンクします。
32 ビット版の場合:
$ ln -s /usr/lib/libodm.so libodm10.so

64 ビット版の場合:
$ ln -s /usr/lib/sparcv9/libodm.so libodm10.so

Solaris x64 の場合:
$ ln -s /usr/lib/amd64/libodm.so libodm10.so

4

Solaris SPARC システムの場合、$ORACLE_HOME/lib/libodm10.so が
/usr/lib/sparc9/libodm.so にリンクされていることを確認します。
メモ: Solaris x64 システムの場合は、この手順を無視して次の手順に進みます。
64 ビット版の場合:
$ ls -l $ORACLE_HOME/lib/libodm10.so
lrwxrwxrwx 1 oracle oinstall
/oracle/orahome/lib/libodm10.so ->
/usr/lib/sparcv9/libodm.so

15 May

2 13:45

15 May

2 13:45

15 May

2 13:45

32 ビット版の場合:
$ ls -l $ORACLE_HOME/lib/libodm10.so
lrwxrwxrwx 1 oracle oinstall
/oracle/orahome/lib/libodm10.so ->
/usr/lib/libodm.so

5

Solaris x64 システムの場合:
$ ls -l $ORACLE_HOME/lib/libodm10.so
lrwxrwxrwx 1 oracle oinstall
/oracle/orahome/lib/libodm10.so ->
/usr/lib/amd64/libodm.so

Oracle RAC 10g データベースの作成
共有ストレージに Oracle RAC 10g データベースを作成します。
Oracle dbca（Database Creation Assistant）ツールを使い、共有 VxVM RAW ボリュー
ムまたは共有 VxFS ファイルシステムにデータベースを作成するには、ユーザー独自の
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ツールまたはスクリプトを使うか、ガイドラインを参照してください。Oracle RAC 10g デー
タベースのインストール手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。
リポジトリデータベースの作成については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC 管理者ガイド』を参照してください。

VCS 設定での Oracle RAC 10g サービスグループの設定
Oracle RAC 10g をインストールし、データベースを作成したら、VCS 設定ファイルを適切
に変更します。
VCS 設定例と、Oracle RAC 10g 環境でサービスグループを設定する方法についての
詳細を確認してください。
p.257 の 「Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照して
ください。

12
Oracle RAC 10g 用の VCS
サービスグループの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係について

■

Oracle の VCS リソースの設定

■

VCS ログファイルの場所

Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係
について
VCS 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、VCS サービスグループには、ハードウェアとソフトウェアを基
盤とする複数のリソースが含まれます。たとえば、リソースとしては、ディスクやネットワーク
インターフェースカードなどの物理コンポーネント、Oracle RAC 10g 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。
図 12-1 に、Oracle RAC 10g インストールの VCS サービスグループの設定に必要な手
順を示します。各手順の詳細については、この章で説明します。
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図 12-1

VCS サービスグループの設定手順
VCS Oracle エージェントを使う場
合と使わない場合の VCS サービス
グループの依存関係の確認

データベースの自動起動を回避
する手順の実行

Oracle の
VCS リソース
の設定

メインの main.cf ファイルの
編集によるサービスグループ
の定義とその後のシステム再
起動

CLI を使った Oracle サービス
グループの設定

VCS Oracle エージェントを使う場合と使わない場合の VCS サービスグ
ループの依存関係
VCS サービスグループの依存関係は、VCS Oracle エージェントを使うかどうかに基づき
ます。次の図に依存関係を示します。
■

VCS Oracle エージェントを使う設定では、VCS が Oracle データベースを制御しま
す。これは推奨される設定です。Oracle グループと CVM グループの間に online
local firm 依存関係が存在します。
メモ: 複数のデータベースによる設定では、VCS Oracle エージェントによる設定を使
う必要があります。
サービスグループの依存関係の詳細については、『Veritas Cluster Server ユーザー
ズガイド』を参照してください。
図 12-2 に、VCS Oracle エージェントを使う設定の概念と、VCS サービスグループと
リソース間の依存関係を示します。この図の円の形状の内側に示された名前は「リソー
スタイプ」です。円の形状のすぐ外側の名前は「リソース名」です。

■

VCS Oracle エージェントを使わない設定では、CRS がデータベースを制御します。

第 12 章 Oracle RAC 10g 用の VCS サービスグループの設定
Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係について

メモ: VCS Oracle エージェントを使用しない設定は、単一のデータベースの設定で
のみ使用できます。
図 12-3 に、VCS Oracle エージェントを使わない設定の概念と、VCS サービスグルー
プとリソース間の依存関係を示します。この図の円の形状の内側に示された名前は
「リソースタイプ」です。円の形状のすぐ外側の名前は「リソース名」です。
VCS Oracle エージェントを使った設定（推奨設定）

図 12-2

Oracle グループ（パラレル）

ora_db1

ora_db2

Oracle

Oracle
oradata_mnt1

oradata_mnt2

CFSMount

CFSMount

oradata_voldg1

oradata_voldg2

CVMVoIDG

CVMVoIDG

CVM（パラレル）
アプリ
ケーション

ocrvote_mnt

cssd

ora_priv

CFSMount

PrivNIC

vxfsckd
ocrvote_voldg

CVMVoIDG

CFSfsckd
cvm_clus

CVMCluster
cvm_vxconfigd

CVMVxconfigd

表 12-1 には、図 12-2 に示された CVM サービスグループの各リソースが定義されてい
ます。
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VCS Oracle エージェントを使わない設定

図 12-3

CVM サービスグループ
cssd

アプリケーション
oradata_mnt

CFSMount

ora_priv

oradata_mnt

PrivNIC

CFSMount

CFSfsckd

CVMVolDG

oravote_voldg

oradata_voldg

CVMVoIDG

vxfsckd

CVMCluster

cvm_clus

cvm_vxconfigd

CVMVxconfigd

表 12-1 には、図 12-3 に示された CVM サービスグループの各リソースが定義されてい
ます。
表 12-1

CVM サービスグループのリソースの定義

リソース名

リソースタイプ

定義

cssd

アプリケーション

この cssd リソースは Oracle
RAC 10g Clusterware の処理
を監視します。
cssd リソースの目的は、OCR リ
ソースと VOTE リソース、および
PrivNIC リソース（オプション）の
cssd の依存関係が必要条件を
満たしていることを確認すること
です。
詳細については、次を参照して
ください。
p.616 の 「 CSSD エージェント」
を参照してください。
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リソース名

リソースタイプ

定義

ora_priv

PrivNIC

PrivNIC リソースを使うと、LLT
イーサネットインターフェースに
おいてローカルに可用性の高
いプライベート IP アドレスを維
持できます。このようなプライ
ベート IP アドレスは、Oracle
RAC 10g の CRS デーモンで
ノード間の通信を行うために必
要です。
詳細については、次を参照して
ください。
p.609 の 「 PrivNIC エージェン
ト」 を参照してください。

vxfsckd

CFSfsckd

Veritas ファイルシステムの
チェックデーモン（vxfsckd）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で障害が
発生したときに、ファイルシステ
ムの一貫性を保ちます。
クラスタファイルシステムの
チェックデーモン（CFSfsckd）
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で障
害が発生したときに、クラスタ内
のファイルシステムの一貫性を
保ちます。

cvm_clus

CVMCluster

CVMCluster エージェントは、
Veritas Volume Manager
（VxVM）に関連付けられたクラ
スタポートでシステムメンバー
シップを制御します。
詳細については、次を参照して
ください。
p.601 の 「 CVMCluster エー
ジェント」 を参照してください。
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リソース名

リソースタイプ

定義

cvm_vxconfigd

CVMVxconfigd

CVMVxconfigd エージェントは
vxconfigd デーモンを起動して
監視します。vxconfigd デーモ
ンは、ディスクとディスクグルー
プの設定を維持し、設定の変更
をカーネルに伝えて、ディスク
に保存されている設定情報を変
更します。
CVMVxconfigd は、CVM サー
ビスグループに存在する必要が
あります。
詳細については、次を参照して
ください。
p.603 の 「 CVMVxconfigd エー
ジェント」 を参照してください。

ocrvote_mnt

CFS_Mount

CFS_Mount エージェントはオ
ンラインまたはオフラインを管理
し、CFS のマウントポイントを監
視します。

メモ: このリソースは VCS
Oracle エージェントを含む設定
でのみ使用可能です。
詳細については、次を参照して
ください。
p.607 の 「 CFSMount エージェ
ント」 を参照してください。
ocrvote_voldg

CVMVolDg

CVMVolDg エージェントは
CVM ディスクグループとその
ディスクグループ内の CVM ボ
リュームを表し、これらを制御す
るために使われます。
詳細については、次を参照して
ください。
p.605 の 「 CVMVolDg エージェ
ント」 を参照してください。
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リソース名

リソースタイプ

定義

ora_db

Oracle

Oracle データベースエージェ
ント。
Oracle アプリケーションはリソー
スタイプです。

メモ: このリソースは VCS
Oracle エージェントを含む設定
でのみ使用可能です。
oradata_mnt

CFSMount

CFSMount エージェントはオン
ラインまたはオフラインを管理
し、CFS のマウントポイントを監
視します。
詳細については、次を参照して
ください。
p.607 の 「 CFSMount エージェ
ント」 を参照してください。

oradata_voldg

CVMVolDg

CVMVolDg エージェントは
CVM ディスクグループとその
ディスクグループ内の CVM ボ
リュームを表し、これらを制御す
るために使われます。
詳細については、次を参照して
ください。 p.605 の 「 CVMVolDg
エージェント」 を参照してくださ
い。

データベースの自動起動の回避
CRS と Oracle エージェントでは、データベースのマウントが有効な場合、インスタンスを
同時に開始する場合があります。データベースの自動起動を回避するには、SRVCTL コ
マンドを使って、データベース（自動、手動）の管理ポリシーを MANUAL に変更する必
要があります。このコマンドでは、CRS データベースとインスタンスリソースの AUTO_START
属性の値が変更されます。
データベースの自動起動を回避する方法
◆

データベースの状態によって回避する方法が異なります。
■

データベースがすでに登録され、実行されている場合
手動起動に変更するには、Oracle ユーザーで次のコマンドを実行します。
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$ srvctl stop database -d db-name
$ srvctl modify database -d db-name -y manual
■

データベースが登録されていない場合は、次のコマンドを使ってデータベース
を登録します。
$ srvctl add database -d db-name -p ¥
location-of-parameter-file -y manual

Oracle の VCS リソースの設定
Oracle の VCS リソースは、次の方法で設定できます。
■

VCS 設定ファイル main.cf を編集してサービスグループを定義します。
p.264 の 「main.cf ファイルの編集による CVM と Oracle サービスグループの設定」
を参照してください。

■

CLI を使って、CVM と Oracle のサービスグループを設定します。
p.266 の 「CLI を使った、CVM と Oracle のサービスループの設定」 を参照してくださ
い。

main.cf ファイルの編集による CVM と Oracle サービスグループの設定
ここでは、main.cf ファイルを手動で編集して、VCS サービスグループと Oracle サービ
スグループを設定する方法について説明します。
Oracle RAC 10g の VCS サービスグループを設定するには

1

1 つのシステムに root ユーザーとしてログインします。

2

main.cf ファイルの編集中に変更されないよう、現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

設定が書き込み可能ではない場合、［クラスタは書き込み可能ではありません。
（Cluster not writable.）］という警告が表示されます。この警告は無視してもかまい
ません。

3

main.cf の編集中は VCS を停止してください。hastop コマンドを発行してすべて
のシステムで VCS エンジンを停止し、リソースを VCS 以外からコントロールできる状
態にします。
# hastop -all -force
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4

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

5

vi やその他のテキストエディタを使って main.cf file ファイルを編集し、VCS サービ

スグループの変更と Oracle サービスグループの作成を行います。次の main.cf の
例をガイドラインとして使います。
p.496 の 「Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 10g のサンプル main.cf」 を
参照してください。
p.494 の 「Oracle エージェントなしの Oracle RAC 10g 用のサンプル main.cf」 を参
照してください。

VCS 設定の変更
main.cf ファイルを編集して VCS 設定を変更する詳細と手順については、『Veritas
Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

設定の保存と確認
main.cf ファイルを編集し、CVM サービスグループと Oracle サービスグループの設定
が終了したら、新しい設定を確認します。
設定を保存し、確認するには

1

main.cf ファイルを保存して閉じます。

2

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

3

次のコマンドを使って、1 つのシステムで VCS エンジンを起動します。
# hastart

4

次のコマンドを実行します。
# hastatus
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5

メッセージカラムに「LOCAL_BUILD」が表示されたら、次のコマンドを使って、他のシ
ステムで VCS を開始します。
# hastart

6

サービスグループリソースがオンラインであることを確認します。1 つのシステムで、
次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

新しく追加されたリソースの状態を確認するには

1

hagrp -state を使って、グループの状態を確認します。

2

hares -state を使って、リソースの状態を確認します。

CRS と Oracle RAC データベースインスタンスが Symantec ライブラリを使えるようにする
には、ここで再起動が必要です。

CLI を使った、CVM と Oracle のサービスループの設定
コマンドラインインターフェースを使って VCS 設定を変更する詳細と手順については、
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

VCS ログファイルの場所
どのクラスタノードでも、エラーメッセージまたはステータスメッセージを確認するには、次
のログファイルを調べます。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

大量のデータが書き込まれた場合は、engine_B.log や engine_C.log など複数のログ
ファイルが必要になることがあります。engine_A.log には、最新のデータが格納されま
す。

13
Oracle 10g へのアップグ
レードとデータベースの移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 10g ソフトウェアへのアップグレードと移行について

■

アップグレードタスクと移行タスクの概要

■

Oracle RAC 9i R2 から Oracle RAC 10g への移行

■

Oracle RAC 10g R1 から Oracle RAC 10g R2 への移行

Oracle RAC 10g ソフトウェアへのアップグレードと移行
について
SF Oracle RAC 5.0 の MP3 は次の Oracle RAC ソフトウェアのアップグレードをサポート
します。
■

Oracle RAC 10gR2 への Oracle RAC 9iR2

■

Oracle RAC 10gR2 への Oracle RAC 10gR1

アップグレードタスクと移行タスクの概要
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 MP3 をまだインストールしておらず、
設定していない場合は、移行手順の準備でそれらを実行する必要があります。
アップグレードと移行の手順は OS、Oracle RAC の現在のバージョン、使用する Oracle
RAC のターゲットバージョンに固有です。高レベルな手順の順番は次のとおりです。
■

OS のアップグレード（必要な場合）
p.37 の 「サポート対象のオペレーティングシステム」 を参照してください。
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■

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 MP3 にまだアップグレードしてい
ない場合アップグレード
p.153 の 「サポートされている SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレードオプション」
を参照してください。

■

パッチセットを含む（必要な場合）Oracle RAC のターゲットバージョンのインストール

■

データベースの移行

■

Symantec ライブラリの再リンク

Oracle RAC 9i R2 から Oracle RAC 10g への移行
移行の手順では、初期設定において次のコンポーネントが含まれ、これらのコンポーネ
ントがクラスタノードで起動または実行しているものとします。
■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

SF Oracle RAC 5.0 MP3

■

Oracle RAC 9i R2

移行手順は次のタスクから成ります。
■

「アップグレード前の作業の実行」

■

「Oracle RAC 10g のインストール」

■

「既存の Oracle RAC 9i R2 データベースの Oracle RAC 10g への移行」

■

「アップグレード後の作業の実行」

アップグレード前の作業の実行
移行手順では、クラスタノードに Oracle RAC 9i をインストールしていることを前提として
います。
Oracle RAC 9i ソフトウェアをアップグレードし、移行する前に、次を実行します。
■

VCS サービスグループの設定を確認します。
p.257 の 「Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照
してください。

■

main.cf ファイル例を確認します。
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。

■

Oracle RAC 10g の事前必要条件を設定します。
p.209 の 「Oracle RAC 10g のインストールの準備について」 を参照してください。

Oracle RAC 9i R2 から Oracle RAC 10g に移行する前に、次のアップグレード前の作業
を実行します。
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アップグレード前の作業を実行するには

1

必要に応じて、OS をアップグレードしてパッチを適用します。詳細は次のとおりで
す。
Oracle Metalink のマニュアルを参照します。

2

既存の Oracle RAC 9iR2 データベースのホットバックアップまたはコールドバック
アップの作成を行います。

3

既存の Oracle ホームと中心となるインベントリのバックアップを作成します。

4

リソースを含む VCS サービスグループをフリーズさせ、Oracle RAC データベースイ
ンスタンスまたはリスナープロセスのいずれか、または両方を監視します。root ユー
ザーで次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze oracle_group -persistent
# haconf -dump -makero

5

クラスタ内の各ノードにおいて Oracle RAC データベースインスタンスとリスナープロ
セスをシャットダウンします。

6

グローバルサービスデーモン GSD を停止します。Oracle ユーザーで次を実行しま
す。
$ $ORACLE_HOME/bin/gsdctl stop

7

7. SRVM 設定ファイルの名前を変更します。Oracle ユーザーで次を実行します。
$ cd /var/opt/oracle
$ mv srvConfig.loc srvConfig.loc_backup

8

CRS 通信に必要なプライベート IP アドレスを設定します。p.218 の 「CRS のプライ
ベート IP アドレスの設定」 を参照してください。
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9

CRS バイナリ版のホームディレクトリと、Oracle RAC 10gR2 バイナリ版の新しいホー
ムディレクトリを作成します。
p.225 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してくだ
さい。

10 OCR と投票ディスク用のディスクグループ、ボリューム、ファイルシステムをそれぞれ
作成します。
p.228 の 「OCR ボリュームと投票ディスクボリュームの作成」 を参照してください。
CFSMount と CVMVolDg の各リソースを VCS 設定に加え、共有ディスクグループ
とファイルシステムの監視が行えるようにします。
p.264 の 「Oracle の VCS リソースの設定」 を参照してください。

Oracle RAC 10g のインストール
Oracle RAC 10g バイナリをインストールします。
■

Oracle RAC 10g 用 Clusterware をインストールします。
p.235 の 「installsfrac コマンドを使った Oracle Clusterware（CRS）のインストール」
を参照してください。

■

Oracle RAC 10g バイナリをインストールします。
p.238 の 「Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール」 を参照してくださ
い。

■

必要な Oracle RAC パッチまたはパッチセットを追加します。
p.241 の 「Oracle RAC 10g パッチまたはパッチセットの追加」 を参照してください。

■

インストール後タスクを完了します。
p.241 の 「Oracle RAC 10g インストール後タスクの完了」 を参照してください。

Oracle RAC 10g をインストールする方法

1

Oracle RAC 10g Clusterware Software をインストールします。
p.235 の 「installsfrac コマンドを使った Oracle Clusterware（CRS）のインストール」
を参照してください。

2

CRS デーモンが実行していることを確認します。Oracle ユーザーで次を実行しま
す。
$ $CRS_HOME/bin/crs_stat -t

3

crs_stat -t で VIP オブジェクトが表示されない場合は、VIPCA を実行して VIP

オブジェクトを作成します。

4

「cssd」リソース（CRS デーモンの監視用）を VCS 設定に追加します。
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5

Oracle RAC 10g RDBMS ソフトウェアをインストールします。詳しい手順について
は、次を参照してください。
p.238 の 「Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール」 を参照してくださ
い。

6

最新のパッチセットをインストールします。詳しい手順については、次を参照してくだ
さい。
p.241 の 「Oracle RAC 10g パッチまたはパッチセットの追加」 を参照してください。

7

インストール後タスクを完了します。
p.241 の 「Oracle RAC 10g インストール後タスクの完了」 を参照してください。

既存の Oracle RAC 9i R2 データベースの Oracle RAC 10g への移行
Oracle RAC 9i R2 から Oracle RAC 10g に既存のデータベースを移行するには、Oracle
RAC 10g にデータベースをアップグレードします。
詳しくは Oracle Metalink のマニュアルを参照してください。

アップグレード後の作業の実行
アップグレード後の作業を実行するには

1

以前にフリーズした VCS サービスグループのフリーズ解除を行います。
p.268 の 「アップグレード前の作業の実行」 を参照してください。
root ユーザーで次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze oracle_group -persistent
# haconf -dump -makero

2

Symantec ライブラリを再リンクします。詳細は次のとおりです。
p.243 の 「Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してく
ださい。

Oracle RAC 10g R1 から Oracle RAC 10g R2 への移行
移行手順では、次の設定がクラスタノードで起動または実行しているものとします。
■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

SF Oracle RAC 5.0 MP3
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■

Oracle RAC 10g R1

移行の手順は次のとおりです。
■

「アップグレード前の作業の実行」

■

「Oracle RAC 10gR2 のインストール」

■

「アップグレード後の作業の実行」

データベースをアップグレードした後、Oracle RAC が Oracle RAC 10g R2 の Veritas
ライブラリにリンクされていることを確認します。
p.243 の 「Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してくださ
い。

アップグレード前の作業の実行
Oracle RAC 10gR1 から Oracle RAC 10gR2 に移行する前に、アップグレード前の作業
を実行します。
アップグレード前の作業を実行するには

1

必要に応じて、OS をアップグレードしてパッチを適用します。詳細は次のとおりで
す。
Oracle Metalink のマニュアルを参照します。

2

既存のデータベースのホットバックアップまたはコールドバックアップの作成を行い
ます。

3

既存の Oracle ホームと中心となるインベントリのバックアップを作成します。

4

Oracle RAC インスタンスをシャットダウンします。
■

Oracle RAC が VCS の制御下にある場合は、Oracle グループをフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze oracle_group -persistent
# haconf -dump -makero

■

5

Oracle コマンドを使って Oracle をシャットダウンさせます。

CRS を終了します。
■

CRS が VCS の制御下にある場合は、次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze cssd_resource -persistent
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# haconf -dump -makero
■

CRS を停止します。
# /etc/init.d/init.crs stop

Oracle RAC 10gR2 のインストール
アップグレード前の作業を完了させた後は、アップグレード手順を完了させます。
Oracle RAC 10gR1 から Oracle RAC 10gR2 にアップグレードするには

1

アップグレード手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。

2

10gR2 CRS をインストールします。
p.235 の 「installsfrac コマンドを使った Oracle Clusterware（CRS）のインストール」
を参照してください。

3

10gR2 CRS が実行していることを確認します。
■

インストール済みの CRS ソフトウェアのバージョンを一覧で表示するには
# $ORA_CRS_HOME/bin/crsctl query crs softwareversion

■

CRS ソフトウェアの稼働バージョンを一覧で表示するには
# $ORA_CRS_HOME/bin/crsctl query crs activeversion

4

10gR2 RDBMS をインストールします。
p.238 の 「Oracle RAC 10g データベースバイナリのインストール」 を参照してくださ
い。

既存の Oracle RAC 10g R1 データベースの Oracle RAC 10g R2 への移
行
データベースを Oracle RAC 10g R2 にアップグレードします。
詳しくは Oracle Metalink のマニュアルを参照してください。
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アップグレード後の作業の実行
アップグレード後の作業を実行するには

1

以前にフリーズした VCS サービスグループのフリーズ解除を行います。
p.272 の 「アップグレード前の作業の実行」 を参照してください。
root ユーザーで次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze cssd_group -persistent
# hagrp -unfreeze oracle_group -persistent
# haconf -dump -makero

2

Symantec ライブラリを再リンクします。詳細は次のとおりです。
p.243 の 「Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してく
ださい。

4
SF Oracle RAC 環境における
Oracle RAC 11g の
インストール

■

Oracle RAC 11g のインストール準備

■

Oracle RAC 11g のインストール

■

手動での Oracle RAC 11g のインストール

■

Oracle RAC 11g 用の VCS サービスグループの設定

■

Oracle RAC 11g へのアップグレードとデータベースの移行
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14
Oracle RAC 11g のインス
トール準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 11g のインストールの準備について

■

プリインストール操作の実行

Oracle RAC 11g のインストールの準備について
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の設定が終了したら、Oracle RAC 11g
ソフトウェアをインストールする準備を行います。Oracle RAC 11g ソフトウェアは、共有ス
トレージまたは各ローカルノードにインストールできます。
Oracle RAC 11g をインストールする前に、Oracle のインストールマニュアルと適切な
Oracle のサポート Web サイトを見直します。
メモ: この章の情報は Solaris SPARC システムで実行する SF Oracle RAC にのみ適用
できます。Solaris x64 システムで実行する SF Oracle RAC では Oracle RAC 11g をサ
ポートしていません。
図 14-1 に、Oracle RAC 11g のインストール準備に必要な手順を示します。各手順の詳
細については、この章で説明します。
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図 14-1

Oracle RAC 11g のインストール準備のフローチャート

共有メモリのパラメータの設定

Oracle RAC 11g
コンポーネントのストレージの特定

SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューの起動

Oracle ユーザーとグループの作成

ユーザー「nobody」が存在することの確認

Oracle で使われる CRS と UDP のプライベート IP
アドレスの設定

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定

Oracle ディスクグループ、ボリューム、
マウントポイントの作成

すべてのノードでの VCS、CVM、CFS の確認と GAP
ポートメンバーシップの確認
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プリインストール操作の実行
プリインストール操作には、SF Oracle RAC 設定プログラムから実行する手動タスクと自
動タスクがあります。Oracle RAC 11g をインストールする前に、次のタスクを実行する必
要があります。
■

「共有メモリのパラメータの設定」

■

「Oracle RAC 11g コンポーネントのストレージの特定」

■

「SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューの起動」
■

「Oracle ユーザーとグループの作成」

■

「フェールオーバー用の CRS と UDP のプライベート IP アドレスの設定」

■

「ユーザー「nobody」の存在の確認」

■

「Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定」

■

「Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成」
■

「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」

■

「OCR と投票ディスクボリュームとファイルシステムの作成」

■

「すべてのノードでの SF Oracle RAC リソースの確認」

■

「GAB ポートメンバーシップの確認」

メモ: SF Oracle RAC 設定プログラムを実行する場合、すべてのプリインストールタスクを
実行したり、特定のタスクを選ぶことができます。また、プリンストールタスクは 1 度に順番
に実行するか、後でプログラムを使って個々に実行することができます。

メモ: 一部のプリインストールタスクは手動で実行する必要があります。

共有メモリのパラメータの設定
クラスタ内のノードで /etc/system ファイルを編集して、共有メモリのパラメータを設定し
ます。共有メモリのパラメータの設定については、Oracle の最新のマニュアルを参照して
ください。
ノードを再起動し、新しい値を有効にします。
警告: カーネルパラメータの設定については、Oracle の最新のマニュアルを参照してく
ださい。このガイドで要求されているとおりにカーネルパラメータが正しく設定されていな
い場合、Oracle CRS のインストールは失敗します。
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Oracle RAC 11g コンポーネントのストレージの特定
SF Oracle RAC 設定プログラムは、次の Oracle RAC 11g インストールタスクを実行する
ためのオプションを提供します。
■

Oracle RAC 11g CRS のインストール

■

Oracle RAC 11g データベースのインストール

■

Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク

SF Oracle RAC 設定プログラムは SF Oracle RAC 環境に Oracle RAC 11g をインストー
ルするときに、ユーザーに情報の入力を求めるプロンプトを表示します。情報によっては
プログラムがデフォルト値を用意している場合もあり、それをそのまま適用することができ
ます。
メモ: この章の例は 2 ノードクラスタ（ノード galaxy と nebula）を仮定しています。
設定には次の情報が必要です。
■

Oracle ユーザーとインベントリグループをプライマリグループとして作成するための情
報
表 14-1

■

OS DBA をセカンダリグループとして作成するための情報
表 14-2

■

CRS のプライベート IP アドレスを設定するための情報
表 14-3

■

各ノードの $CRS_HOME の情報
表 14-4

■

OCR と投票ディスクのディレクトリを CFS に作成するための情報
表 14-5

メモ: レプリケートされたクラスタを設定するには、OCR と投票ディスクがレプリケートされ
ていない共有ストレージである必要があります。

SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューの起動
次の手順は、SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューを使った Oracle RAC 11g のプリ
インストールタスクを示します。
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設定メニューからプリインストールタスクを実行するには

1

現在 SF Oracle RAC 設定プログラムが実行されていない場合、SF Oracle RAC 設
定プログラムを起動します。
いずれかのシステムで、root ユーザーとして次のコマンドを入力します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfrac [-rsh] -configure

デフォルトでは、installsfrac プログラムはリモート通信に SSH を使います。
RSH を使うには、installsfrac プログラムで -rsh オプションを指定します。

2

以前に SF Oracle RAC をインストールしていなかった場合、システム名をスペース
で区切って入力します。

3

SF Oracle RAC 設定プログラムは、シマンテック社の著作権情報と共に installsfrac
ログの場所を表示します。
メモ: 必要な場合は、トラブルシューティングの目的で installsfrac ログを使うことが
できます。

4

これらのシステムから SFRAC を設定するかどうかを求めるプロンプトが表示されま
す。
Do you want to configure SFRAC from these systems? [y,n,q] (y)

5

次に SF Oracle RAC 設定プログラムは、ノードで SSH または RSH 通信、SF Oracle
RAC インストール、およびアーキテクチャの初期システムチェックを実行します。

6

その後、SF Oracle RAC 設定プログラムは、ノードでシステムライセンスを確認しま
す。各システムで、別のライセンスキーを入力するかどうかを要求されます。
入力しない場合、n を入力して処理を続行します。

281

282

第 14 章 Oracle RAC 11g のインストール準備
プリインストール操作の実行

7

次に SF Oracle RAC 設定プログラムは、「指示のみ（INSTRUCTIONS ONLY）」の
手順に関する次の情報を表示します。
* Do not perform any action
* Require you to understand the instructions and act
* May require you to refer to the documentation

Enter キーを押して処理を続行します。
次の追加情報が表示されます。
* Keep root shells open on all systems to run INSTRUCTIONS ONLY steps
* Follow the steps in order
* Navigation keys for all screens: q to quit, b for previous menu
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8
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次に、設定プログラムのメニューが表示されます。
1)
2)
3)
4)

Check systems for SFRAC ** INSTRUCTIONS ONLY **
Configure SFRAC
Prepare to install Oracle
Install or relink Oracle

メインメニューから、すべてのインストールタスクの実行か、特定のタスクの実行を選
択します。
設定プログラムメニューから、［Oracle のインストールを準備します（Prepare to install
Oracle）］を選択します。

9

［Oracle のインストールを準備します（Prepare to install Oracle）］オプションを選
択すると、次のメニューが表示されます。
This step helps you complete the sysadmin tasks
before installing Oracle software.
1) [Perform all the following tasks]
2) Create userid and groupid for Oracle
3) Configure private IP addresses for CRS (Oracle 10g only)
4) Configure CRS and UDP private address for failover (Oracle 11g)
5) Create disk groups, volumes, and files systems
for Oracle **INSTRUCTIONS ONLY**
b) [Go to previous menu]

インストールに適したオプションを選択し、手順に従って Oracle RAC 11g のプリイ
ンストールを実行します。
オプション 2（Oracle RAC 11g のユーザー ID とグループ ID を作成します）につい
て詳しくは、
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。
オプション 4（フェールオーバー用に CRS と UDP のプライベートアドレスを設定しま
す（Oracle RAC 11g））について詳しくは、
p.289 の 「フェールオーバー用の CRS と UDP のプライベート IP アドレスの設定」 を
参照してください。
オプション 5（Oracle のディスクグループ、ボリューム、ファイルシステムを作成しま
す）について詳しくは、
p.299 の 「Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成」 を参照して
ください。
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Oracle ユーザーとグループの作成
Oracle グループの oinstall（Oracle インベントリグループ）と dba を作成する必要があり
ます。Oracle ユーザー oracle を作成する必要があります。Oracle のプライマリグループ
に oinstall、Oracle のセカンダリグループに dba を割り当てる必要があります。
詳細については、Oracle の最新のマニュアルを参照してください。
表 14-1 に、Oracle ユーザーとインベントリグループをプライマリグループとして作成する
ために必要な情報の例を示します。
表 14-1

Oracle ユーザーとインベントリグループをプライマリグループとして
作成するために必要な情報

必要な情報

例

Oracle ユーザー名

oracle
デフォルトは oracle です。

Oracle ユーザー ID

100

Oracle ユーザーのホーム
ディレクトリ

/home/oracle

Oracle グループ名

oinstall
デフォルトは oinstall です。

Oracle グループ ID

1000

表 14-2 に、OS DBA グループをセカンダリグループとして作成するために必要な情報の
例を示します。
表 14-2

OS DBA グループをセカンダリグループとして作成するために必要な
情報

必要な情報

例

Oracle グループ名

dba
デフォルトは dba です。

Oracle グループ ID

1001

メモ: クラスタ内のすべてのノードにおいてユーザー ID とグループ ID が使われていない
ことを確認します。
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Oracle ユーザーとグループを作成するには

1

現在、SF Oracle RAC 設定プログラムを使っていない場合は、このプログラムを起
動します。
p.280 の 「SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューの起動」 を参照してください。

2

設定メニューから、［Oracle のユーザー ID とグループ ID を作成します（Create
userid and groupid for Oracle）］を選択します。

3

設定プログラムで必要な情報を入力します。
この設定処理の 1 番目のステップでは、ユーザー ID とグループ ID が Oracle のす
べてのクラスタノードで作成されます。
設定プログラムは、すべてのノードで同じ値を割り当てます。かっこ内のテキストはデ
フォルトです。Enter キーを押してこれを選択できます。
Enter Oracle UNIX user name: [b] (oracle)
Enter Oracle UNIX user id (numerical): [b] 100
Enter Oracle UNIX user home dir: [b] /home/oracle
Enter Oracle UNIX group name: [b] (oinstall)
Enter Oracle UNIX group id: [b] 1000
User oracle does not exist on any node. Do you want to create it
with the information provided [y,n,q] (y)

メモ: 各クラスタの設定において、Oracle のユーザー ID とグループ ID は、同じもの
となる必要があります。

4

インストーラでは、指定された userid がクラスタ内のいずれのシステムにもないこと
を確認し、その ID を新規に作成します。入力した情報で oracle ユーザーを作成す
るために y と入力します。
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5

次に、セカンダリグループの「dba」を作成するために必要な情報を入力します。
SF Oracle RAC 設定プログラムは次のメッセージを表示します。
This step creates secondary group ids on all cluster nodes.
Oracle requires some other special groups for identifying
operating system accounts that have database admin (SYSDBA)
privileges and for those accounts that have limited sets
of database admin (SYSOPER) privileges. You should create
such groups on all systems and Oracle user should be part
of these groups.

次のオプションが表示されます。インストールに適した値を入力するか、デフォルト
値をそのまま適用します。

Do you want to create another secondary group for Oracle user? [y,n,q] (y) y
Enter Oracle UNIX secondary group name: [b] dba
Enter Oracle UNIX secondary group id (numerical): [b] 1001
Group dba does not exist on any node. Do you want to create
with the information provided [y,n,q] (y) y
Creating group dba on galaxy ..........................
Adding Oracle user (oracle) to group (dba) on galaxy ..
Creating group dba on nebula ..........................
Adding Oracle user (oracle) to group (dba) on nebula ..

it
Done
Done
Done
Done
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6

次に、SSH または RSH の検証を実行するよう求めるプロンプトが表示されます。y
を入力して検証を実行します。設定プログラムがすべてのノードで Oracle ユーザー
のアクセスを検証していることを確認します。Oracle インストール処理を実行するに
は、SSH または RSH の権限が Oracle ユーザーに設定されている必要があります。
SSH または RSH の検証が失敗しているノードがある場合、そのノードの SSH また
は RSH のアクセスを有効にします。ノードの RSH アクセスを有効にするには、この
時点でインストーラから離れて、アクセスの設定に進みます。新しいセッションを開始
してアクセスを設定します。このセッションには、oracle ユーザー相当の権限を設定
した後で戻ることができます。
p.287 の 「RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定」 を参照して
ください。

7

Oracle ユーザーの .profile ファイルを編集して、各ノードの $CRS_HOME、
$ORACLE_HOME、$ORACLE_BASE へのパスを有効にします。
各ノードで、適切な環境変数を設定します（次の例は、ksh の場合です）。

$ export ORACLE_BASE=/app/oracle
$ export ORACLE_HOME=/app/oracle/orahome
$ export CRS_HOME=/app/crshome
$ export LD_LIBRARY_PATH_64=$ORACLE_HOME/lib
$ export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib32
$ export PATH=$PATH:$CRS_HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin
$ export CLASSPATH=$CLASSPATH:$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME¥
/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib

RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定
この項では、RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定方法を説明しま
す。
RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限を設定するには

1

oracle ユーザーとして他のターミナルセッションを開きます。

2

各システムの oracle ユーザーで、$HOME/.rhosts ファイルを編集し、次のように
エントリを追加します。
galaxy oracle
nebula oracle
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3

各システムで、oracle ユーザーのパスワードを設定します。
[root@galaxy /]# passwd oracle
Changing password for "oracle"
oracle's New password:
Re-enter oracle's new password:

4

各システムでユーザー「oracle」としてログインし、パスワードを変更します。
[root@galaxy /]# su - oracle
$ passwd
Changing password for "oracle"
oracle's New password:
Re-enter oracle's new password:

5

各システムで、ユーザー oracle の rsh アクセスを確認します。
$ rsh galaxy date
Mon Apr 24 10:02:45 PDT 2006
$ rsh nebula date
Mon Apr 24 10:02:45 PDT 2006

この時点で Oracle のセカンダリグループを作成できます。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。
「oracle」ユーザーに割り当てた RSH アクセス権を確認するには

1

インストーラセッションに戻ります。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

2

インストーラのプロンプトで y と入力し、RSH アクセシビリティを検証します。

3

インストールプログラムを終了します。

ユーザー「nobody」の存在の確認
クラスタの各システムにユーザー「nobody」が存在することを確認します。
#id nobody
uid=4294967294(nobody) gid=4294967294(nobody)

第 14 章 Oracle RAC 11g のインストール準備
プリインストール操作の実行

メモ: uid と gid がクラスタのすべてのノードで同じであることを確認します。

フェールオーバー用の CRS と UDP のプライベート IP アドレスの設定
Oracle CRS はハートビートのために各ノードの IP アドレスを必要とします。Oracle RDBMS
では UDP プロトコルを通じてキャッシュフュージョンデータを送信するために IP アドレス
が必要です。
SF Oracle RAC クラスタには、llt 通信とハートビートの送信のための冗長なプライベート
リンクがあります。シマンテック社はすべての CRS と UDP のキャッシュフュージョンのリン
クを llt リンクにすることを推奨します。CRS のハートビートと llt のハートビートを同じリン
クにしておくと VCS と CRS のどちらも単一画面にクラスタを表示できます。異なるリンクは
不要な停止時間と副作用の原因となります。
UDP のキャッシュフュージョンに複数のプライベートリンクを設定すると帯域幅が追加さ
れます。MultiPrivNIC エージェントは llt に依存して CRS と UDP のキャッシュフュージョ
ンに必要なすべてのプライベート IP アドレスを管理します。リンクエラーの場合にこのエー
ジェントはこれらの IP アドレスにフェールオーバー機能を提供します。
CRS と UDP のフェールオーバー用プライベートアドレスは、Oracle 用 SFRAC インストー
ラを使用するか手動で設定できます。Oracle 用 SFRAC インストーラを使用して CRS と
UDP のフェールオーバー用プライベートアドレスを設定するには、次に記載する手順で
タスクを実行します。
■

SF Oracle RAC 設定メニューを使って CRS と UDP のキャッシュフュージョン用プライ
ベート IP アドレスを設定します。
p.291 の 「CRS と UDP のキャッシュフュージョン用プライベート IP アドレスを設定する
には」 を参照してください。

■

プライベート IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加します。
p.294 の 「プライベート IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加するには」 を参照して
ください。

■

プライベート IP アドレスを確認します。
p.294 の 「プライベート IP アドレスを確認するには」 を参照してください。

SF Oracle RAC 設定メニューを使って CRS のプライベート IP アドレスを設定するには、
次の手順に従う必要があります。
■

各ノードでのプライベート IP アドレスの作成に進むには、まず LLT を設定するプライ
ベート NIC デバイスを決定する必要があります。あるシステムでプライベート NIC デ
バイスを LLT 相互接続として使う場合、そのデバイスに対して利用可能な IP アドレ
スを設定できます。

■

各ノードでファイル /etc/llttab にアクセスし、プライベート NIC デバイスを確認しま
す。
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CRS と UDP のフェールオーバー用プライベートアドレスを手動で設定するには、次のセ
クションに記載のタスクを実行します。
p.295 の 「UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の手動の設定」 を参照してください。
表 14-3 に、プライベート IP アドレスを設定するために必要な情報の例を示します
表 14-3

CRS のプライベート IP アドレスを設定するために必要な情報（例）

必要な情報

例

各ノードのプライベート IP アドレス

galaxy の場合:
■

192.168.1.1 (CRS)

192.168.1.2 （cluster_interconnects に使
う最初の UDP）
■ 192.168.2.1 （cluster_interconnects に使
う 2 番目の UDP）
■

nebula の場合:
■

192.168.1.3 (CRS)

192.168.1.4 （cluster_interconnects に使
う最初の UDP）
■ 192.168.2.2 （cluster_interconnects に使
う 2 番目の UDP）
■

プライベート IP アドレスの 1 つは CRS に、他の
2 つのプライベート IP アドレスは
cluster_interconnects （UDP）に使います。
ルーティング上の問題を回避するため、最初の
NIC （CRS と UDP 1）に割り当てたプライベート
IP アドレスが同じサブネットを使用していることを
確認します。さらに、2 番目の NIC のための3 番
目の IP アドレス（UDP 2）が最初の NIC とは異
なるサブネットにあることを確認します。
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必要な情報

例

各ノードのプライベートネットワークインターフェー CRS ハートビートのデバイスとして LLT デバイス
ス
を選択する必要があります。
たとえば、LLT デバイスが qfe0、qfe1 である場
合:
■

galaxy の場合: qfe0、qfe1

■

nebula の場合: qfe0、qfe1

MultiPrivNIC デバイス名は次のようになります。
Device@galaxy= { qfe1 = 0, qfe2 = 1 }
Device@nebula= { qfe1 = 0, qfe2 = 1 }
統合デバイス名が LLT で設定されている場合、
その統合された名前を MultiPrivNIC エージェ
ントで使用する必要があります。
たとえば、LLT デバイス名が次の名前である場
合:
■

galaxy の場合: aggr1

■

nebula の場合: aggr1

MultiPrivNIC エージェントのデバイス属性は次
のようになります。
Device@galaxy= { aggr1 = 0 }
Device@nebula= { aggr1 = 0 }
クラスタのネットマスク

255.255.255.0

すべての LLT プライベートインターフェースを MultiPrivNIC リソースに追加することを
お勧めします。詳細については次の手順を参照してください。
値を確認した後、SF Oracle RAC 設定プログラムは VCS 設定ファイル（main.cf）に、CVM
グループ内の MultiPrivNIC リソースのための新しいセクションを追加します。
CRS と UDP のキャッシュフュージョン用プライベート IP アドレスを設定するには

1

現在、SF Oracle RAC 設定プログラムを使っていない場合は、このプログラムを起
動します。
p.280 の 「SF Oracle RAC 設定プログラムとメニューの起動」 を参照してください。

2

設定メニューから、オプション 4［フェールオーバー用に CRS と UDP のプライベー
ト IP アドレスを設定します（Oracle 11g）（Configure CRS and UDP private IP
addresses for Failover (Oracle 11g)）］を選択します。
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3

SF Oracle RAC 設定プログラムのオプション 4 を選択すると、次の情報が表示され
ます。
This step will configure private IP addresses using MultiPrivNIC
resource of VCS.
* You must use all LLT links for MultiPrivNIC.
Non-LLT links can not be used
* IP addresses used here must be manually added to /etc/hosts on
all nodes
* UDP IP addresses must be added to the oracle init file as
cluster_interconnect parameter
This step is NOT required if you will only install Oracle 9i.

oracle の init ファイルに UDP の IP アドレスを追加する手順について:
p.332 の 「Oracle init ファイルへの UDP IP アドレスの追加」 を参照してください。

4

次に、SF Oracle RAC 設定プログラムは、各ノードの NIC デバイスの検出と表示を
行います。各ノードで NIC デバイスを選択するように要求されます。

Discovering
Enter NIC 0
Enter NIC 1
Enter NIC 2

NICs on galaxy ... ... discovered hme0 qfe0 qfe1 qfe2 qfe3
for galaxy (x if done): [b] qfe0
for galaxy (x if done): [b] qfe1
for galaxy (x if done): [b] x

Discovering
Enter NIC 0
Enter NIC 1
Enter NIC 2

NICs on nebula ... discovered hme0 qfe0 qfe1 qfe2 qfe3
for nebula (x if done): [b] (qfe0)
for nebula (x if done): [b] (qfe1)
for nebula (x if done): [b] x
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各ホストについてプライベート IP アドレスを入力します。次の情報を要求されます。

Enter IP address 1 for galaxy for qfe0 (x if done): [b] 192.168.1.1
Enter IP address 2 for galaxy for qfe0 (x if done): [b] 192.168.1.2
Enter IP address 3 for galaxy for qfe0 (x if done): [b] x

Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

IP
IP
IP
IP
IP

address
address
address
address
address

1
2
1
2
3

for
for
for
for
for

galaxy
galaxy
nebula
nebula
nebula

for
for
for
for
for

qfe1
qfe1
qfe0
qfe0
qfe0

(x
(x
(x
(x
(x

if
if
if
if
if

done):
done):
done):
done):
done):

[b]
[b]
[b]
[b]
[b]

192.168.2.1
x
192.168.1.3
192.168.1.4
x

Enter IP address 1 for nebula for qfe1 (x if done): [b] 192.168.2.2
Enter IP address 2 for nebula for qfe1 (x if done): [b] x

6

プライベートネットワークのネットマスクを入力します。
Enter the netmask for private network: [b] 255.255.255.0

7

次に、SF Oracle RAC 設定プログラムは、CRS のプライベート IP アドレス情報に対
して設定されたパラメータを表示します。
CRS のプライベート IP アドレス情報を確認します。

Private IP configuration information verification
System: galaxy
Private Interfaces : qfe0 qfe1
Private IPs on qfe0: 192.168.1.1 192.168.1.2
Private IPs on qfe1: 192.168.2.1
System: nebula
Private Interfaces : qfe0 qfe1
Private IPs on qfe0: 192.168.1.3 192.168.1.4
Private IPs on qfe1: 192.168.2.2
Netmask: 255.255.255.0

Is this information correct? [y,n,q,b] (y)
Changing configuration to read-write mode.............success
Adding new multi_priv resource................... ....success
Saving configuration..................................success
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8

値を確認した後、SF Oracle RAC 設定プログラムは VCS 設定ファイル（main.cf）
に、CVM グループ内の MultiPrivNIC リソースのための新しいセクションを追加し
ます。
p.613 の 「 MultiPrivNIC エージェント」 を参照してください。

9

プライベート IP アドレスの設定後は、q と入力してインストーラを終了させることも、
引き続き設定作業を続けることもできます。

プライベート IP アドレスを /etc/hosts ファイルに追加するには

1

各システムに root ユーザーとしてログインします。

2

vi などのテキストエディタを使って、次のエントリを各システムの /etc/hosts ファイル
に追加します。
192.168.1.1
192.168.1.3

galaxy-priv
nebula-priv

プライベート IP アドレスを確認するには

1

hastatus コマンドを入力します。
hastatus コマンドの出力を確認し、multi_priv リソースがインストールされ、各ノー

ドで実行されていることを確認します。

2

次のコマンドを実行して、「multi_priv」リソースがクラスタ内のすべてのシステムで
オンラインになっていることを確認します。
# hares -state multi_priv
# Resource
Attribute
multi_priv
State
multi_priv
State

3

System
galaxy
nebula

Value
ONLINE
ONLINE

次のディレクトリに配置されている VCS main.cf にアクセスして確認しま
す。/etc/VRTSvcs/conf/config
次のコマンドを実行します。
# more /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
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4

MultiPrivNIC リソース multi_priv が、VCS main.cf 内で次のような内容になって
いることを確認します。

MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device @galaxy = { qfe0 = 0, qfe1
Device @nebula = { qfe0 = 0, qfe1
Address @galaxy = { "192.168.1.1"
Address @nebula = { "192.168.1.3"
NetMask = "255.255.255.0"
)

5

= 1
= 1
=0,
=0,

}
}
"192.168.1.2" =0, "192.168.2.1" =1 }
"192.168.1.4" =0, "192.168.2.2" =1 }

各システムで「ifconfig」の出力結果をチェックします。
# ifconfig -a

6

各システムで、プライベート IP アドレスを ping します。
たとえば、nebula システムで次のコマンドを入力します。
# ping galaxy-priv
# galaxy-priv is alive

galaxy システムで次のコマンドを入力します。

# ping nebula-priv

# nebula-priv is alive

UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の手動の設定
このセクションは UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC を手動で設定する手順を説明し
ます。Veritas MultiPrivNIC エージェントは、Oracle の Cache Fusion 機能に対する
UDP/IP サポート用のリソースを提供します。
メモ: SF Oracle RAC クラスタを実行している場合、installsfrac プログラムを使用した
UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の設定に進みます。SF Oracle RAC クラスタを実
行していない場合、UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC を設定するには、次の手動手
順を使います。
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UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の手動設定

1

次のコマンドを入力して、既存の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

次のコマンドを入力して、main.cf ファイルのバックアップコピーを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig
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3

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って、/etc/VRTSvcs/conf/config
ディレクトリ内にある main.cf ファイルを編集します。次の例のように、MultiPrivNIC
を グループ cvm に追加して main.cf ファイルを変更します。次の main.cf の抜粋
を設定例として使います。
完全なサンプル main.cf を表示するには
p.510 の 「Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 11g のサンプル main.cf」 を
参照してください。

include
include
include
include
include
include
.
.
.

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"MultiPrivNIC.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
.
.
.

MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = {qfe0 = 0, qfe1
Device@nebula = {qfe0 = 0, qfe1
Address@galaxy = {"192.168.1.1"
Address@nebula = {"192.168.1.3"
NetMask = "255.255.255.0"
)
.
.
.
.

=
=
=
=

1}
1}
0,"192.168.1.2" = 0,"192.168.2.1" = 1}
0,"192.168.1.4" = 0,"192.168.2.2" = 1}
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4

ファイルを保存して閉じます。

5

次のコマンドを入力して、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検
証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定
Oracle のインストールを開始する前に、各ノードのパブリック仮想 IP アドレスの ID を変
更する必要があります。Oracle では、各ノードの Oracle リスナーのプロセスにパブリック
仮想 IP アドレスを 1 つ必要とします。パブリック仮想 IP アドレスは、クライアントアプリケー
ションが Oracle データベースに接続するために使います。
IP アドレスとそれに関連付けられるホスト名は、各パブリックネットワークからアクセスでき
るように DNS（ドメインネームサービス）に登録する必要があります。
Oracle はパブリック仮想 IP 名を hostAvip という形式にすることを推奨します。
Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの ID を変更するには

1

この手順用の 2 番目のセッションを開始します。

2

ネットワーク管理者から、ノードごとに 1 つの仮想 IP アドレスを取得します。
たとえば、galaxy では次の仮想 IP アドレスとします。
10.182.13.92

たとえば、nebula では次の仮想 IP アドレスとします。
10.182.13.93

3

2 番目のセッションで、vi などのテキストエディタを使って、仮想 IP アドレスと仮想パ
ブリック名のエントリを /etc/hosts ファイルに追加します。各ノードには別々のパブ
リック仮想 IP アドレスを指定する必要があります。
エントリの例を次に示します。
10.182.13.92 galaxy-vip
10.182.13.93 nebula-vip

この手順はすべてのノードで実行する必要があります。
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4

IP アドレスと、DNS に関連付けられたホスト名を登録します。
メモ: DNS の登録については、ネットワーク管理者に支援を依頼してください。
登録エントリの例を次に示します。
10.182.13.92 galaxy-vip
10.182.13.93 nebula-vip

5

前述の手順が完了したら、次のエントリがすべてのノードの /etc/hosts ファイルに設
定されている必要があります。

192.168.12.1
10.182.13.92
192.168.12.4
10.182.13.93

galaxy-priv
galaxy-vip
nebula-priv
nebula-vip

Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成
Oracle のディスクグループ、ボリューム、マウントポイントを作成するには、次のガイドライ
ンを確認してください。
Oracle CRS（Cluster Ready Services）と Oracle RAC 11g バイナリをインストールする前
に、これらのインストールのためのストレージ領域を作成する必要があります。次のディレ
クトリとファイル用のストレージを用意する必要があります。
■

CRS 用のホームディレクトリ CRS_HOME と、Oracle バイナリ用のホームディレクトリ
ORACLE_HOME。
p.301 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してくだ
さい。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスク用の CRS ファイル。ファイルは RAW
デバイス上のボリューム内またはクラスタファイルシステムのディレクトリ内に置くことが
できます。
p.304 の 「OCR と投票ディスクボリュームとファイルシステムの作成」 を参照してくださ
い。

インストール処理の後半で、CVM ボリュームまたはディレクトリをデータベースファイルス
トレージ用の CFS に作成できます。
p.332 の 「Oracle RAC 11g データベースの作成」 を参照してください。
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ローカル、または共有ストレージ上のクラスタファイルシステム
Oracle バイナリ（ORACLE_HOME）は、各システムでローカルにインストールすることも、
共有ストレージのクラスタファイルシステムにインストールすることもできます。インストール
を進める前に、Oracle バイナリのインストールの各種類について次の点を考慮してくださ
い。
■

ローカルインストールは従来のインストール方法を使うので安心であり、単一障害点
に対する保護を高める可能性があります。

■

CFS インストールでは、ノード数とは無関係に管理できる単一の Oracle インストール
が用意されています。この場合、ストレージの必要条件を必然的に減らし、ノードの追
加が簡単になります。

高可用性の必要条件に基づいて、場所を選択します。
メモ: シマンテック社や Oracle では、通常、ローカルでのインストールをお勧めしていま
す。
図 14-2 に、CRS と Oracle のローカルインストール処理を示します。
CRS と Oracle バイナリのインストール処理

図 14-2

CRS と Oracle バイナリの
インストール

ローカル
インストール
か?

Yes

ストレージ
の準備はで
きている
か?

No
Yes

共有ストレージの準備

No
ローカルストレージ
の準備

CRS/Oracle バイナリのインストール
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各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備
次の手順の指示に従って、各ノードで $CRS_HOME と $ORACLE_HOME を準備しま
す。
■

$CRS_HOME に必要なディレクトリを特定します。
p.301 の 表 14-4 を参照してください。

■

ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版のファイルシステムを作成しま
す。
p.302 の 「ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシ
ステムを作成するには」 を参照してください。

■

各ノードで $CRS_HOME を準備します。
p.302 の 「ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシ
ステムを作成するには」 を参照してください。

■

各ノードで $ORACLE_BASE を準備します。
p.303 の 「各ノードで $ORACLE_BASE を準備するには」 を参照してください。

■

各ノードで $ORACLE_HOME を準備します。
p.304 の 「各ノードで $ORACLE_HOME を準備するには」 を参照してください。

これはローカルインストール用の手順です。
メモ: 2 番目のセッションを開始して、次の手順に必要なコマンドを入力します。
CRS と Oracle の各ソフトウェアのインストールに必要なディレクトリを識別します。
表 14-4
必要な情報

各ノードの $CRS_HOME に必要な情報
例

Oracle ソフトウェア、Oracle Disk_1
用の CRS、CRS バイナリを格
納する、各ノードのディスク
各ローカルストレージ上のディ ■ galaxy の場合:orabindg_galaxy
スクグループ
■ nebula の場合:orabindg_nebula
各ローカルディスクグループ ■ galaxy の場合:orabinvol_galaxy
のボリューム
■ nebula の場合:orabinvol_nebula
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必要な情報

例

各ローカルボリューム上のファ ■ galaxy の場合:
イルシステム
/dev/vx/rdsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
■

nebula の場合:

/dev/vx/rdsk/orabindg_galaxy/orabinvol_nebula

各ローカルファイルシステム
のマウントポイント

/app（非共有）

CRS をインストールするディ
レクトリ

/app

CRS ホームディレクトリ

/app/crshome

ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシステムを作
成するには

1

root ユーザーでまずローカルディスクグループ orabindg_hostname を作成しま
す。
# vxdg init orabindg_galaxy Disk_1

2

ボリューム orabinvol_hostname を作成します。
# vxassist

3

-g orabindg_galaxy make orabinvol_galaxy 12G

ディレクトリ /app を作成します。
# mkdir /app

4

作成したボリューム orabinvol_hostname でファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
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5

/app をマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
/app

6

このファイルシステムのエントリを追加します。たとえば、次のようになります。
/etc/vfstab ファイルを開いて新しいファイルシステムをリストに追加し、mount at
boot 列に「yes」を指定します。
# device
device
mount FS
fsck
mount
mount
# to mount to fsck point type pass at boot options
#
.
/dev/vx/dsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
/dev/vx/rdsk/orabindg_galaxy/orabinvol_galaxy
/app vxfs 1 yes -

各ノードで $CRS_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

CRS_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir

3

-p /app/crshome

所有者と権限を変更します。
# chown

-R oracle:oinstall /app/crshome

# chmod

-R 744 /app/crshome

各ノードで $ORACLE_BASE を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_BASE のディレクトリを作成します。
# mkdir

3

-p /app/oracle

所有者と権限を変更します。
# chown

-R oracle:oinstall /app/oracle

# chmod

-R 744 /app/oracle

303

304

第 14 章 Oracle RAC 11g のインストール準備
プリインストール操作の実行

各ノードで $ORACLE_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir

3

-p /app/oracle/orahome

所有者と権限を変更します。
# chown

-R oracle:oinstall /app/oracle/orahome

# chmod

-R 744 /app/oracle/orahome

OCR と投票ディスクボリュームとファイルシステムの作成
CRS をインストールするには、OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクのコンポー
ネント用の事前定義済みの場所が必要です。
このインストールは必ず共有ストレージに対して行います。
メモ: ボリュームとファイルシステムディレクトリのどちらを作成する場合でも、VCS 設定に
追加して高可用性を実現できます。
OCR と投票ディスクボリューム、およびファイルシステムを作成するには、次の情報を確
認して以降の手順を実行します。
■

OCR と投票ディスクのディレクトリを CFS に作成するための情報 p.304 の 表 14-5 を
参照してください。

■

「CLI を使って OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を作成するに
は」、または

■

「main.cf ファイルを編集して OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を
VCS リソースの管理下に置くには」

CRS と Oracle の各ソフトウェアのインストールに必要なディレクトリを識別します。
表 14-5 に、OCR と投票ディスクのディレクトリを CFS に作成するための情報を示します。
表 14-5

OCR と投票ディスクのディレクトリを CFS に作成するための情報

必要な情報

例

共有ディスク

c4t0d1
c4t0d2

共有ディスクグループ

ocrvotedg
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必要な情報

例

共有ディスクグループのボリューム

ocrvotevol

共有ボリューム上のファイルシステム

/dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvotevol

共有ファイルシステムのマウントポイント

/ocrvote

OCR ファイル用のディレクトリ

/ocrvote/ocr

投票ディスクファイル用のディレクトリ

/ocrvote/vote

OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を作成するには、次の 2 つの手順
を使えます。一方の手順は CLI を使い、もう一方の手順は main.cf ファイルを編集する
プロセスを使います。
2 つの手順のうち、いずれか一方のみを使ってこのタスクを実行し、ファイルシステムを作
成します。
CLI を使って OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を作成するには

1

次のコマンドを実行して、CVM マスターを確認します。
# vxdctl -c mode

2

root ユーザーで CVM マスターから次のコマンドを実行して、VxVM 共有ディスク
グループを作成します。
#

3

vxdg -s init ocrvotedg c4t0d1 c4t0d2

root ユーザーで CVM マスターからミラーボリューム ocrvotevol を作成します。
# vxassist -g ocrvotedg make ocrvotevol 1G nmirrors=2

4

root ユーザーで CVM マスターからボリューム ocrvotevol を使ってファイルシステ
ムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/ocrvotedg/ocrvotevol

5

各システムで、ディレクトリ /ocrvote を作成します。
# mkdir /ocrvote

6

各システムで /ocrvote をマウントします。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol
/ocrvote
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7

root ユーザーで任意のシステムの /ocrvote で権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /ocrvote

8

以降の手順では、この「/ocrvote」ファイルシステムに対応する CFSMount と
CVMVolDg の両リソースを、VCS 設定内の「cvm」グループに追加します。
次のコマンドを入力して、VCS 設定ファイルに対する権限を変更します。
# haconf -makerw

9

次のコマンドを入力して、ファイルシステムを設定します。
# hares -add ocrvote_mnt CFSMount cvm
# hares -modify ocrvote_mnt Critical 0
# hares -modify ocrvote_mnt MountPoint "/ocrvote"
# hares -modify ocrvote_mnt BlockDevice

¥

"/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
# hares -modify ocrvote_mnt MountOpt

mincache=direct

10 次のコマンドを入力して、ボリュームを設定します。
# hares -add ocrvote_voldg CVMVolDg cvm
# hares -modify ocrvote_voldg CVMDiskGroup ocrvotedg
# hares -modify ocrvote_voldg CVMVolume ocrvotevol
# hares -modify ocrvote_voldg CVMActivation sw

11 次のコマンドを入力して、親と子をリンクします。
# hares -link ocrvote_mnt ocrvote_voldg
# hares -link ocrvote_mnt vxfsckd
# hares -link ocrvote_voldg cvm_clus
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12 次のコマンドを入力して、システムに有効にするよう指示します。
# hares -modify ocrvote_voldg Enabled 1
# hares -modify ocrvote_mnt Enabled 1
# haconf -dump -makero

13 main.cf の ocrvote_mnt と ocrvote_voldg の両リソースに対応する箇所を確認し
ます。

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus

14 VCS リソースである ocrvote_mnt と ocrvote_voldg が、クラスタ内のすべてのシス
テムでオンラインになっていることを確認します。
# hares -state ocrvote_mnt
# hares -state ocrvote_voldg

main.cf ファイルを編集して OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を作成
するには、次の手順を使えます。
メモ: 次の手順では、すべてのノードでの再起動が必要になります。
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main.cf ファイルを編集して OCR と投票ディスク用のファイルシステム（/ocrvote）を VCS
リソースの管理下に置くには

1

1 つのシステムに root ユーザーとしてログインします。

2

main.cf ファイルの編集中に変更されないよう、現在の設定を保存します。
# haconf -dump makero

設定が書き込み可能ではない場合、［クラスタは書き込み可能ではありません。
（Cluster not writable.）］という警告が表示されます。
この警告は無視してもかまいません。

3

hastop コマンドを使って、main.cf ファイルを編集中に VCS が実行されていない

状態にします。
このコマンドは、すべてのシステムで VCS エンジンを停止し、リソースを VCS 以外か
らコントロールできる状態にします。
# hastop -all -force

4

main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig
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5

vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集し、cvm サービスグルー
プを変更します。
特に、main.cf 内の ocrvote_mnt と ocrvote_voldg の両リソースに対応する箇所
を編集します。

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus

6

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証して、main.cf ファイル
を保存して閉じます。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify .

7

次のコマンドを使って、1 つのシステムで VCS エンジンを起動します。
# hastart

8

次のコマンドを実行します。
# hastatus

9

メッセージカラムに「LOCAL_BUILD」が表示されたら、次のコマンドを使って、他の
システムで VCS を開始します。
# hastart
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10 サービスグループリソースがオンラインであることを確認します。1 つのシステムで、
次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

11 cvm グループの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# hagrp -state

12 リソースの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# hagrp -state

13 すべてのノードで VCS を再起動します。

すべてのノードでの SF Oracle RAC リソースの確認
設定ファイルを各ノードに配置して、設定したリソースがオンラインになることを確認しま
す。
すべてのノードで VCS、CVM、CFS を確認するには

1

リソースがオンラインであることを確認するには、各ノードで次のコマンドを入力しま
す。
# hastatus

2

VCS が実行されていない場合、次の手順に従ってすべてのノードで VCS、CVM、
CFS を起動します。

すべてのノードで VCS、CVM、CFS を起動するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行して、VCS、CVM、CFS を起動します。
# hastart

GAB ポートメンバーシップの確認
gabconfig -a コマンドを実行して GAB ポートメンバーシップを確認します。

このコマンドと出力の例を次に示します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
ada401 membership 01
Port b gen
ada40d membership 01
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Port
Port
Port
Port
Port
Port

d
f
h
o
v
w

gen
gen
gen
gen
gen
gen

ada409
ada41c
ada40f
ada406
ada416
ada418

membership
membership
membership
membership
membership
membership

01
01
01
01
01
01
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15
Oracle RAC 11g のインス
トール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 11g のインストールについて

■

installsfrac コマンドを使用した Oracle Clusterware（CRS）のインストール

■

Oracle Clusterware（CRS）のインストール

■

Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール

■

Oracle RAC 11g CRS とデータベースのインストール状況についての確認

■

Oracle RAC 11g インストール後タスクの完了

Oracle RAC 11g のインストールについて
Oracle RAC 11g のプリインストールタスクが完了したら、引き続き Oracle 11g ソフトウェ
アを各ノードにローカルでインストールします。SF Oracle RAC は Oracle 11.1 以上をサ
ポートします。
Oracle RAC 11g をインストールする前に、Oracle のインストールマニュアルと適切な
Oracle のサポート Web サイトを見直します。
メモ: この章の情報は Solaris SPARC システムで実行する SF Oracle RAC にのみ適用
できます。Solaris x64 システムで実行する SF Oracle RAC では Oracle RAC 11g をサ
ポートしていません。
図 15-1 に、Oracle RAC 11g のインストールに必要な手順を示します。各手順の詳細に
ついては、この章で説明します。
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図 15-1

Oracle RAC 11g のインストール手順

Oracle Clusterware（CRS）のインストール

Oracle 11g データベースバイナリ
のインストール

Oracle 11g CRS とデータベースの
インストール状況についての確認

Oracle 11g RAC パッチ/
パッチセットの追加（オプション）

Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC
ライブラリの再リンク

Oracle RAC 11g データベースの作成

Oracle init ファイルへの UDP IP
アドレスの追加

Oracle データベースのアップグレード

VCS 設定内での Oracle RAC 11g サービス
グループの設定

SF Oracle RAC 環境に Oracle RAC 11g をインストールするには、次の作業が必要で
す。
■

「installsfrac コマンドを使用した Oracle Clusterware（CRS）のインストール」

■

「Oracle Clusterware（CRS）のインストール」

■

「Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール」

■

「Oracle RAC 11g CRS とデータベースのインストール状況についての確認」
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■

「Oracle RAC 11g インストール後タスクの完了」

installsfrac コマンドを使用した Oracle Clusterware
（CRS）のインストール
SF Oracle RAC 設定プログラムを使って環境変数を設定し、Oracle インストーラを呼び
出すには、次の手順を確認してください。
メモ: この手順は、Oracle 11g CRS と Oracle 11g バイナリをインストールする前に実行
する必要があります。
どちらをインストールするかによって、次のいずれかの作業を実行します。
■

Oracle 11g CRS をインストールする場合、手順を使って Oracle 11g CRS を呼び出
します。

■

Oracle 11g バイナリをインストールする場合、Oracle 11g バイナリインストールを呼び
出します。

メモ: installsfrac コマンドを使用して Oracle CRS をインストールする利点は Veritas
ライブラリが Oracle RAC と自動的にリンクすることです。
Oracle 環境変数を設定して、Oracle インストーラを呼び出すには

1

SF Oracle RAC 設定プログラムを起動します。
# ./installsfrac [-rsh] -configure

Oracle インストーラが書き込み可能なディレクトリ内にあることを確認してください。
CD-ROM を使っている場合は、Oracle インストールファイルがローカルにコピーさ
れていることを確認します。
デフォルトでは、installsfrac ユーティリティはリモート通信に SSH を使います。ただ
し、installsfrac ユーティリティに -rsh オプションを付けて使うと、SSH の代わりに
RSH を使えます。
SF Oracle RAC 設定プログラムを起動すると、次の一般的な情報とオプションが表
示されます。オプション 4 を選択します。
Main Menu
. .......................................................
* Keep root shells open on all systems to run
INSTRUCTIONS ONLY steps
* Follow the steps in order
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* Navigation keys for all screens: q to quit,
b for previous menu
. ......................................................
1) Check systems for SFRAC**INSTRUCTIONS ONLY**
2) Configure SFRAC
3) Prepare to install Oracle
4) Install or relink Oracle
Select an option [1-4,q] 4

2

次の設定画面には、サポートされる SFRAC マトリックスを参照してサポートされる
Oracle リリースとパッチを確認するよう求めるメッセージが表示されます。SFRAC マ
トリックスを参照したら、Return キーを押して次の手順に進みます。

3

インストールする Oracle バージョンを選択します。Oracle 11gR1 をインストールす
るには、オプション 4 を選択します。

4

Oracle タスクを選択します。Oracle Clusterware（CRS）をインストールするには、オ
プション 1 を選択します。

5

Oracle Universal Installer（OUI）に必要な DISPLAY 環境変数を設定します。IP
アドレスを、指定された形式で入力します。
たとえば、次のようになります。
Enter DISPLAY environment variable: [b] 10.20.12.150:0.0

6

Oracle UNIX ユーザー名を入力します。デフォルトオプション（oracle）を選択しま
す。
Oracle の UNIX ユーザー名は以前に設定されています。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

7

Oracle Unix グループ名を入力します。デフォルトオプション（oinstall）を選択しま
す。
Oracle UNIX グループ名は以前に設定されています。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

8

CRS インストールイメージの絶対パスを入力します。絶対パスを入力したら、Return
キーを押して続行します。
たとえば、次のようになります。
/cdrom/Oracle11g/clusterware

9

Oracle ベースディレクトリの場所を入力します。
この例では、/app/oracle と入力します。
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10 CRS ホームディレクトリの絶対パスを入力します。
この例では、/app/crshome と入力します。
指定した CRS のホームディレクトリが存在しない場合、SF Oracle RAC 設定プログ
ラムは、そのホームディレクトリを作成するためのガイドラインとコマンドを次のように
表示します。

This step will create a directory on all cluster nodes.
mkdir -p /app/crshome
chown -R oracle:oinstall /app/crshome
chmod -R 744 /app/crshome
Run above command on all systems? [y,n,q, b]

必要に応じて前述のコマンドを実行し、絶対パスを入力します。次の手順に進みま
す。

11 Oracle のビット数（32 または 64）を入力します。
この例では、64 と入力します。
Main Menu > Install or relink Oracle>
Install Oracle Clusterware (CRS)>
Oracle Bits
***************************************************
Enter if plan to install 32 bit or 64 bit Oracle
***************************************************
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64):
64

12 設定情報を確認します。
Oracle environment information verification
Oracle Unix User: oracle
Oracle Unix Group: oinstall
Oracle Clusterware (CRS) Installation Path:
/cdrom/Oracle11g/clusterware
Oracle Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Oracle Release: 11.1
Oracle Bits: 64
Oracle Base: /app/oracle
Is this information correct? [y,n,q] (y)

y を入力して設定情報を確定したら、SF Oracle RAC 設定プログラムは次のタスクを
実行します。
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■

いくつかのライブラリをコピーする

■

一時領域とスワップ領域を確認する

■

モニタに適切な表示色が表示されることを確認する

■

Oracle Clusterware（CRS）インストーラを起動する

SF Oracle RAC インストーラは、Oracle Universal Installer (OUI) for Oracle CRS
インストーラを呼び出します。
次は SF Oracle RAC 設定プログラムの出力と Oracle CRS インストーラの起動の例
です。

galaxy
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so ...success
nebula
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so ...success
Oracle Clusterware (CRS) installer will be started. This might
take a few minutes. For Oracle Installer tasks please use
Oracle documentation.
Press [Return] to continue:
Starting Oracle CRS installer Starting Oracle Universal Installer...
Checking Temp space: must be greater than 180 MB.
Actual 10907 MB Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB
Actual 11314 MB Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.
Actual 65536 Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer
from /tmp/OraInstall2008-01-18_03-02-10PM.
Please wait ........success

13 The Oracle Universal Installer の［ようこそ（Welcome）］GUI が表示されます。
［次へ（Next）］を押して処理を続行します。
メモ: Oracle 11g のインストールに必要な情報、および Oracle GUI インターフェー
スを使って Oracle CRS をインストールする方法については、Oracle のマニュアル
を参照して下さい。
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Oracle Clusterware（CRS）のインストール
SF Oracle RAC 設定プログラムで［Oracle Clusterware (CRS)をインストールします（Install
Oracle Clusterware (CRS)）］オプションを選択した場合、Oracle 11g 環境変数を設定
した後で、設定プログラムは Oracle Universal Installer（OUI）を起動します。OUI を
使って CRS をインストールします。
メモ: Oracle 11g CRS のインストール処理を開始する前に、Oracle 11g 環境変数を設定
する必要があります。
この CRS ソフトウェアは、各ノードの、そのソフトウェア用に作成された場所にインストール
されます。
p.301 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してください。
Oracle 11g インストール用の CRS をインストールするには

1

前の項で説明されているとおり、SF Oracle RAC 設定プログラムを使って Oracle
11g 環境変数を設定します。
SF Oracle RAC 設定プログラムは、CRS をインストールする Oracle Universal
Installer（OUI）を呼び出します。

2

Oracle Universal Installer GUI からの指示に従います。
OUI を実行するときに、Oracle 11g CRS コンポーネントのインストールと設定に必
要な次の情報をあらかじめ準備しておきます。
インベントリディレクトリの絶対パス

/app/oracle/oraInventory

オペレーティングシステムのグループ名

oinstall

インストール名を入力します

OraCRS11g_home

製品のインストール先の絶対パス

/app/crshome
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3

製品固有の前提条件を確認するよう要求されます。
Oracle インストーラは、ユーザーの環境がインストールと設定の最小必要条件をす
べて満たしていることを確認します。警告のフラグが付けられた項目および手動での
確認が必要な項目を、手動で検証および確認する必要があります。
Oracle インストーラウィンドウの手動入力するチェックボックスを調べます。これは
Oracle clusterware のインストーラの問題に対する回避策です。
手動入力するチェックボックスを確認しておかないと、Oracle clusterware のインス
トーラが製品固有の前提条件チェックに失敗し、次のエラーが表示されます。

Checking the installed UDLM package...
Check complete. The overall result of this check is: Failed
Problem: The 11g compatible version of UDLM package is not present.
Recommendation: Remove the existing UDLM package using pkgrm and
install the 11g compatible UDLM package.
The udlm/ directory at the root of the 11g install media contains
the required UDLM package.
README.udlm is bundled with the package binaries and contains
detailed installation instructions.

4

Oracle Universal Installer は、Oracle Clusterware（CRS）によって管理されるク
ラスタとノードを表示します。
表示された情報を確認します。
各ノードで、ノードのパブリック IP アドレスの名前、プライベート相互接続の名前、仮
想 IP アドレスの名前を確認します。

5

Oracle Universal Installer はノードのネットワークインターフェースを表示します。
各インターフェースに対して計画された使用方法（プライベート、パブリック、未使用
のいずれか）を特定する必要があります。
プライベートインターフェースは、Oracle Clusterware によりノード間トラフィック用と
して使われます。
p.289 の 「フェールオーバー用の CRS と UDP のプライベート IP アドレスの設定」 を
参照してください。

6

OCR（Oracle Cluster Registry）の場所を指定する必要があります。
OCR（Oracle Cluster Registry）には、クラスタとデータベースの設定情報が格納さ
れます。256 MB 以上の空き領域があり、クラスタ内のすべてのノードからアクセスで
きるクラスタファイルシステムまたは共有 RAW デバイスを指定する必要があります。
たとえば、次のようになります。
■

OCR の場所: /ocrvote/ocr
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このオプションでは、外部冗長性を選択する必要があります。
メモ: ミラー化は Volume Manager によって実行されます。

7

投票ディスクの場所を指定する必要があります。
Oracle Clusterware の投票ディスクにはクラスタメンバーシップ情報が格納されて
おり、ネットワークの障害が発生した場合にクラスタノード間でクラスタの所有権が調
停されます。クラスタ内のすべてのノードから同じ名前でアクセスできる、クラスタファ
イルシステムのファイルまたは共有 RAW デバイスを指定する必要があります。Oracle
Universal Installer が投票ディスクを作成するには、256 MB 以上の空き領域が必
要です。
たとえば、次のようになります。
■

投票ディスクの場所: /ocrvote/vote

このオプションでは、外部冗長性を選択する必要があります。
メモ: ミラー化は Volume Manager によって実行されます。

8

次に、Oracle Universal Installer は Oracle Clusterware の概略を表示して、
Oracle Clusterware のインストールを開始します。

9

次に、設定スクリプトを実行するよう要求するプロンプトが表示されます。次のスクリ
プトをクラスタノードで実行する必要があります。
■

/app/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh

■

/app/crshome/root.sh
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10 前の手順の設定スクリプトを実行するには、次のタスクを実行します。
まず端末ウィンドウを開きます。
次に、各クラスタノードに root でログインし、スクリプトを実行します。
最後に、GUI ウィンドウに戻り、［OK］を押して処理を続行します。
メモ: スクリプトは、複数のクラスタノードで同時に実行しないでください。
スクリプトの実行が終了すると、各ノードで次のメッセージが表示されます。
Expecting the CRS daemons to be up within 600 seconds.

このメッセージの後に、ノードの Cluster Synchronization Service の状態が出力
されます。
たとえば、次のようになります。
Cluster Synchronization Services is active on these nodes.
galaxy
Cluster Synchronization Services is inactive on these nodes.
nebula
Local node checking complete.
Run root.sh on remaining nodes to start CRS daemons.

11 クラスタのすべてのノードで設定スクリプトを実行すると、端末に状態メッセージが表
示されます。
状態メッセージの末尾の例:
Cluster Synchronization Services is active on all the nodes.
Waiting for the Oracle CRSD and EVMD to start.
Oracle CRS stack installed and running init (1M)
Running vipca (silent) for configuring nodeapps
Creating VIP application resource on (2) nodes...
Creating GSD application resource on (2) nodes...
Creating ONS application resource on (2) nodes...
Done

12 Oracle Universal Installer は、この時点で CRS のインストールが正常終了したこ
とを通知します。

13 Oracle データベースのインストールに進みます。
p.323 の 「Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール」 を参照してくださ
い。
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Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール
CRS コンポーネントのインストール後、Oracle データベースソフトウェアをインストールし
ます。
Oracle RAC 11g ソフトウェアを SF Oracle RAC 環境にインストールする手順を確認しま
す。Symantec は、Oracle バイナリを各ノードにローカルにインストールすることをお勧め
します。
p.301 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してください。
Oracle のインストール方法の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。
Oracle RAC 11g の Oracle データベースバイナリをインストールする方法

1

SF Oracle RAC 設定プログラムに戻り、メインメニューに移動して、オプション 2 の
［Oracle RDBMS サーバーをインストールします（Install Oracle RDBMS server）］
オプションを選択します。

2

Oracle Universal Installer に必要な DISPLAY 環境変数を設定します。IP アドレ
スを、指定された形式で入力します。

3

Oracle Unix ユーザー名を入力します。デフォルトオプション（oracle）を選択しま
す。
Oracle の UNIX ユーザー名は以前に設定されています。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

4

Oracle Unix グループ名を入力します。デフォルトオプション（oinstall）を選択しま
す。
Oracle UNIX グループ名は以前に設定されています。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

5

データベースのインストールイメージの絶対パスを入力します。
たとえば、次のようになります。
/cdrom/Oracle11g/database

6

Oracle ベースディレクトリの場所を入力します。
この例では、/app/oracle と入力します。

7

CRS ホームディレクトリの絶対パスを入力します。
この例では、/app/crshome と入力します。
ディレクトリが存在しない場合、SF Oracle RAC はそのディレクトリを作成するよう要
求するプロンプトを表示し、一連の表示されたコマンドを実行してディレクトリを作成
します。
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8

データベースのホームディレクトリの絶対パスを入力します。
この例では、/app/oracle/orahome と入力します。
ディレクトリが存在しない場合、SF Oracle RAC はそのディレクトリを作成するよう要
求するプロンプトを表示し、一連の表示されたコマンドを実行してディレクトリを作成
します。
メモ: 先ほど入力した絶対パスは Oracle RAC 11g のクリーンインストールだけに使
われます Oracle RAC 11g。Oracle RAC の以前のバージョンからアップグレードし
た場合は、異なる絶対パスをこの手順で使う必要があります。

9

Oracle のビット数（64 または 32）を入力します。
この例では、64 と入力します。
Main Menu > Install or relink Oracle > Install Oracle RDBMS server>
Oracle Bits
*****************************************
Enter if plan to install 32 bit or 64 bit Oracle
********************************************
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64)

10 次に、SF Oracle RAC 設定プログラムは確認のために設定情報を表示します。設定
情報を確認します。
Oracle environment information verification
Oracle Unix User: oracle
Oracle Unix Group: oinstall
Oracle Clusterware (CRS) Installation Path:
/cdrom/Oracle11g/clusterware
Oracle Clusterware (CRS) Home: /app/crshome
Oracle Release 11.1
Oracle Bits: 64
Oracle Base: /app/oracle
Oracle Home: /app/oracle/orahome
RDBMS Installation path:
/cdrom/Oracle11g/database
Is this information correct? [y,n,q] (y)
Oracle RDBMS will be started....
This might take a few minutes. For Oracle Installer tasks
please use Oracle documentation.
Press [Return] to continue:
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11 SF Oracle RAC インストーラで、Oracle Universal Installer (OUI) for Database
Software のインストールを開始します。
メモ: 必要な情報、および Oracle インターフェースを使って Oracle データベースソ
フトウェアをインストールする方法については、Oracle のマニュアルを参照して下さ
い。

12 OUI を実行するときに、Oracle データベースソフトウェアのインストールと設定に必
要な次の情報をあらかじめ準備しておきます。
［Specify Home Details］ダイアログボックス

■

Oracle ホームの場所: インストール先
（$ORACLE_HOME）。Oracle 11g のバイ
ナリをどこにインストールするかによって、
この場所は共有ストレージか各ローカルク
ラスタノード上の同一の場所になります。
たとえば、/app/oracle/orahome です。
■ Oracle ベースの場所: すべての Oracle
ソフトウェアと設定関連ファイルのインス
トール先。例: /app/oracle
■ $ORACLE_HOME へのパス。

［Specify Hardware Cluster Installation
Mode］ダイアログボックス

クラスタノードの名前と、それらに関連付けら
れたホスト名。Oracle のインストール例では、
ノードと関連付けられたホストの名前は galaxy
と nebula です。

13 ［Select Installation Type］ダイアログボックスでは、初期データベースが作成され
ないように選択してください。［Create a starter database］をクリックしないでくださ
い。シマンテック社はデータベースを後で作成することを推奨します。

14 OUI で、基本的なインストール用の各種インストール場所（Oracle ベースと Oracle
ホーム）を確認し、承認します。

15 OUI で、ソフトウェアのインストール先であるハードウェアクラスタのノードを選択しま
す。
インストール処理のこの時点で、OUI は製品固有の前提条件チェックを実行します。
フラグが付けられた項目がある場合、それらを手動で確認して設定する必要があり
ます。

16 OUI で、Oracle ベースのインストール場所とソフトウェアの場所を指定します。
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17 ［Select Configuration Option］画面が表示されたら、［Install Database Software
Only］オプションを選択します。
［Privileged Operating System Groups］画面が表示されたら、設定に合わせて必
要な調整を行い、［次へ（Next）］を選択してインストールを続行します。

18 OUI は Oracle データベースの概略を表示して、Oracle データベースのインストー
ルを開始します。

19 次に、設定スクリプトを実行するよう要求するプロンプトが表示されます。次のスクリ
プトをクラスタノードで実行する必要があります。
■

/app/oracle/11g/root.sh

20 前の手順の設定スクリプトを実行するには、次のタスクを実行します。
まず端末ウィンドウを開きます。
次に、各クラスタノードに root でログインし、スクリプトを実行します。
最後に、GUI ウィンドウに戻り、［OK］を押して処理を続行します。
メモ: スクリプトは、複数のクラスタノードで同時に実行しないでください。
スクリプトの実行が終了したら、OUI の GUI の［Execute Configuration Script］画
面に戻り、［OK］を選択します。

21 SF Oracle RAC のインストール手順に戻り、Enter キーを押して続行します。
メモ: Oracle データベースのインストール処理が終了したら、SF Oracle RAC 設定
プログラムは、Oracle を SFRAC ライブラリにリンクするよう求めるプロンプトを表示し
ます。Oracle をリンクして、Oracle が Veritas ODM とクラスタメンバーシップ
（VCSMM）のライブラリを使えるようにする必要があります。ライブラリは、SF Oracle
RAC 設定プログラムを使って再リンクできます。
SF Oracle RAC インストールプログラムがライブラリを再リンクするプロンプトを表示
したら、Enter キーを押して再リンクします。
You must link Oracle with SFRAC libraries in order to
complete Oracle installation. Do you wish to
link Oracle now? [y,n,q]
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Oracle RAC 11g CRS とデータベースのインストール状
況についての確認
Oracle RAC 11g CRS とデータベースのインストールが成功したかどうかを確認するに
は、クラスタ内の任意のノードから次のコマンドを実行します。
このコマンドの出力では、次の例に示すように各ノードそれぞれにおいて実行中の処理
が示されます。
# $CRS_HOME/bin/crs_stat
NAME=ora.galaxy.vip
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on galaxy
NAME=ora.galaxy.gsd
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on galaxy
NAME=ora.galaxy.ons
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on galaxy
NAME=ora.nebula.vip
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on nebula
NAME=ora.nebula.gsd
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on nebula
NAME=ora.nebula.ons
TYPE=application
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on nebula

Oracle RAC 11g インストール後タスクの完了
Oracle ソフトウェアをインストールした後で、次のタスクを完了します。
■

「Oracle RAC 11g パッチまたはパッチセットの追加」

■

「Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」
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■

「Oracle RAC 11g データベースの作成」

■

「Oracle init ファイルへの UDP IP アドレスの追加」

■

「データベースのアップグレード」

■

「VCS 設定内の Oracle RAC 11g サービスグループの設定」

Oracle RAC 11g パッチまたはパッチセットの追加
Oracle RAC 11g のインストールで要求された場合、必要な Oracle 11g パッチまたはパッ
チセットをすべて適用します。
Oracle 11g パッチまたはパッチセットソフトウェアをインストールする前に次の作業を実行
します。
■

サポートされる Oracle 11g パッチとパッチセットについての最新の情報を確認しま
す。
http://entsupport.symantec.com/docs/280186

■

Oracle 11g R1 ソフトウェアをインストールしておく必要があります。

■

パッチまたはパッチセットに付属のリリースノートに記載されている、それらの適用と適
用後の操作に関する指示をお読みください。

Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク
Oracle パッチを追加またはアップグレードした場合、SF Oracle RAC ライブラリを Oracle
に再リンクする必要があります。Symantec は、必要なすべてのパッチの追加が完了した
後でのみ SF Oracle RAC ライブラリを再リンクすることをお勧めします。
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Oracle の再リンク

1

SF Oracle RAC 設定プログラムに戻り、メインメニューに移動して、［Oracle を再リン
クします（Relink Oracle）］オプションを選択します。
Main Menu > Install or relink Oracle > Choose task
*********************************************************
* Oracle Clusterware (CRS) must be installed before RDBMS server
* Relinking is required if you installed Oracle software or patches
from outside SFRAC installer
*******************************************************
1) Install Oracle Clusterware (CRS)
2) Install Oracle RDBMS server
3) Relink Oracle
b) [Go to previous menu]
Select an option [1-3,b,q]

2

3

設定プログラムから表示された情報を確認し、Return キーを押して続行します。
Main Menu > Install or relink Oracle > Relink Oracle
*****************************************
This step will:
* Relink Oracle software using SFRAC static libraries
* Copy dynamic SFRAC libraries to Oracle directories
**********************************************
Press [Return] to continue:

3

- OR-

Oracle Unix ユーザー名を入力します。デフォルトオプション（oracle）を選択しま
す。
Oracle の UNIX ユーザー名は以前に設定されています。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

4

Oracle Unix グループ名を入力します。デフォルトオプション（oinstall）を選択しま
す。
Oracle UNIX グループ名は以前に設定されています。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

5

Oracle ベースディレクトリの場所を入力します。
この例では、/local/oracle と入力します。

6

CRS ホームディレクトリの絶対パスを入力します。
この例では、/local/oracle/crs と入力します。
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7

データベースのホームディレクトリの絶対パスを入力します。
この例では、/local/oracle/11g と入力します。

8

Oracle のビット数（64 または 32）を入力します。
この例では、64 と入力します。
Main Menu > Install or relink Oracle >
Relink Oracle> Oracle Bits
************************************************
Enter if plan to install 32 bit or 64 bit Oracle
************************************************
Enter Oracle Bits (64/32) [b] (64)
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次に、SF Oracle RAC 設定プログラムは確認のために設定情報を表示します。
この情報を確認および承認した後で、Oracle の再リンク処理が開始されます。
再リンク処理での出力例は次のとおりです。

nebula
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so ... success
galaxy
Copying /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so
/opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so ... success
nebula
Backing up /oracle/11g/lib/libodm11.so as
/oracle/11g/lib/libodm11.so.AiBEBg ... success
Linking /usr/lib/sparcv9/libodm.so /oracle/11g/lib/libodm11.so ... success
Setting permissions oracle:oinstall /oracle/11g/lib/libodm11.so ... success
galaxy
Backing up /oracle/11g/lib/libodm11.so as
/oracle/11g/lib/libodm11.so.AiBEBg ... success
Linking /usr/lib/sparcv9/libodm.so /oracle/11g/lib/libodm11.so ... success
Setting permissions oracle:oinstall /oracle/11g/lib/libodm11.so ... success

Oracle の再リンク処理が終了すると、SF Oracle RAC 設定画面が表示されます。q
を入力してプログラムを終了します。
Main Menu > Install or relink Oracle > Choose task
*********************************************************
* Oracle Clusterware (CRS) must be installed before RDBMS server
* Relinking is required if you installed Oracle software or patches
from outside SFRAC installer
*******************************************************
1) Install Oracle Clusterware (CRS)
2) Install Oracle RDBMS server
3) Relink Oracle
b) [Go to previous menu]
Select an option [1-3,b,q]

q

メモ: installsfrac ログファイルの場所をコピーします。必要な場合は、トラブルシュー
ティングの目的でこのログファイルを使うことができます。

10 Oracle 11g データベースの作成に進みます。
p.332 の 「Oracle RAC 11g データベースの作成」 を参照してください。
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Oracle RAC 11g データベースの作成
共有ストレージに Oracle RAC 11g データベースを作成します。
Oracle dbca（Database Creation Assistant）ツールを使い、共有 VxVM RAW ボリュー
ムまたは共有 VxFS ファイルシステムにデータベースを作成するには、ユーザー独自の
ツールまたはスクリプトを使うか、ガイドラインを参照してください。Oracle RAC 11g デー
タベースのインストール手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。
テストデータベースの作成方法について:
p.595 の 「テストデータベースの作成について」 を参照してください。
メモ: グローバルクラスタを設定する場合はプライマリサイトにのみ Oracle RAC 11g デー
タベースを設定します。セカンダリサイトでは、このデータベースがレプリケートされます。

Oracle init ファイルへの UDP IP アドレスの追加
UDP IP アドレスは cluster_interconnects パラメータとして Oracle init ファイルに追加
する必要があります。
下の手順に従って、Oracle init ファイルに IP アドレスを追加します。
Oracle init ファイルに IP アドレスを追加するには

1

Oracle ユーザーとして各システムにログインします。

2

次にすべてのインスタンスデータベースが停止していることを確認します。
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ifconfig -a コマンドを使って、これらの UDP のプライベート IP が動作しており、

稼働状態であることを確認します。
たとえば、クラスタノードの galaxy で、次のコマンドを実行します。
[oracle@] /oracle> ifconfig -a
hme0:
flags=5e080863,c0<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,
SIMPLEX,MULTICAST,GROUPRT,64BI
T,CHECKSUM_OFFLOAD(ACTIVE),PSEG,LARGESEND,CHAIN>
inet 10.140.93.23 netmask 0xfffff800 broadcast 10.140.95.255
inet 10.140.91.41 netmask 0xfffff800 broadcast 10.140.95.255
tcp_sendspace 131072 tcp_recvspace 65536 rfc1323 0
qfe0:
flags=5e080863,c0<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,
SIMPLEX,MULTICAST,GROUPRT,64BI
T,CHECKSUM_OFFLOAD(ACTIVE),PSEG,LARGESEND,CHAIN>
inet 192.168.1.1 netmask 0xfffff800 broadcast 192.168.15.255
inet 192.168.1.2 netmask 0xfffff800 broadcast 192.168.15.255
qfe1:
flags=5e080863,c0<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,
SIMPLEX,MULTICAST,GROUPRT,64BI
T,CHECKSUM_OFFLOAD(ACTIVE),PSEG,LARGESEND,CHAIN>
inet 192.168.2.1 netmask 0xfffff800 broadcast 192.168.31.255
lo0:
flags=e08084b<UP,BROADCAST,LOOPBACK,RUNNING,
SIMPLEX,MULTICAST,GROUPRT,64BIT>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 broadcast 127.255.255.255
inet6 ::1/0
tcp_sendspace 131072 tcp_recvspace 131072 rfc1323 1
[oracle@] /oracle>
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Oracle ユーザーとして、cluster_interconnects の次のコマンドを入力します。

$ sqlplus '/ as sysdba'
SQL> alter system set cluster_interconnects='192.168.1.2:192.168.2.1'
scope=spfile sid='vrts1'
SQL> alter system set cluster_interconnects='192.168.1.4:192.168.2.2'
scope=spfile sid='vrts2'
SQL> exit;

上のコマンドの例で使われている IP アドレスについては 表 14-3 を参照してくださ
い。

データベースのアップグレード
現在実行している Oracle データベースを最新の Oracle パッチレベルに移行する場合、
パッチと共にダウンロードされる README.html ファイルを参照してください。
現在のデータベースを Oracle RAC 11g にアップグレードおよび移行する方法について:
p.355 の 「Oracle RAC 11gR1 ソフトウェアへのアップグレードと移行について」 を参照し
てください。

VCS 設定内の Oracle RAC 11g サービスグループの設定
Oracle 11g のインストールとデータベースの作成が終了したら、VCS 設定ファイルの変
更に進みます。VCS 設定例と、Oracle 11 環境でサービスグループを設定する方法につ
いての詳細を確認してください。
p.345 の 「Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照して
ください。

16
手動での Oracle RAC 11g
のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 11g の手動インストールについて

■

Oracle RAC 11g の手動インストール

Oracle RAC 11g の手動インストールについて
Oracle RAC 11g バイナリのインストールには、SF Oracle RAC インストーラと
installsfrac -configure コマンドを使うことをお勧めします。ただし、この章で説明
するとおり、状況によっては Oracle RAC 11g バイナリを手動でインストールする必要が
ある場合があります。このような状況は、カスタマイズされたインストールがユーザーから
要求された場合や、DBA 権限の問題がある場合に発生する可能性があります。
メモ: この章の情報は Solaris SPARC システムで実行する SF Oracle RAC にのみ適用
できます。Solaris x64 システムで実行する SF Oracle RAC では Oracle RAC 11g をサ
ポートしていません。
図 16-1 に、Oracle RAC 11g の手動インストールに必要な手順を示します。各手順の詳
細については、この章で説明します。
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図 16-1

Oracle RAC 11g 手動インストール手順

Oracle 環境変数の設定

Veritas メンバーシップライブラリのリンク

Oracle Clusterware（CRS）のインストール

Oracle RAC 11g
データベースライブラリのインストール

Oracle RAC 11g パッチ/
パッチセットの追加（オプション）

UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の設定

ODM ライブラリのリンク

Oracle RAC 11g データベースの作成

クラスタ相互接続の設定

データベースのアップグレード
（該当する場合）

VCS 設定内での Oracle RAC 11g
サービスグループの設定

Oracle RAC 11g の手動インストール
Oracle RAC 11g を手動でインストールするには、次の手順が必要になります。
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■

「環境変数の設定」

■

「Veritas メンバーシップライブラリのリンク」

■

「Oracle Clusterware（CRS）のインストール」

■

「Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール」

■

「Oracle RAC 11g パッチまたはパッチセットの追加」

■

「UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の設定」

■

「ODM ライブラリのリンク」

■

「Oracle RAC 11g データベースの作成」

■

「クラスタ相互接続の設定」

■

「データベースのアップグレード」

■

「VCS 設定での Oracle RAC 11g サービスグループの設定」

環境変数の設定
CRS と Oracle バイナリで必要な環境変数を設定します。
環境変数を設定するには

1

各ノードに oracle ユーザーでログインします。

2

各ノードで、適切な環境変数を設定します（次の例は、ksh の場合です）。

$ export ORACLE_BASE=/app/oracle
$ export ORACLE_HOME=/app/oracle/orahome
$ export CRS_HOME =/app/crshome
$ export LD_LIBRARY_PATH_64=$ORACLE_HOME/lib
$ export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib32
$ export PATH= $PATH:$CRS_HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin
$ export CLASSPATH=$CLASSPATH:$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME¥
/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib

3

最初のノードで、DISPLAY 変数を設定します。
■

Bourne シェル（sh または ksh）を使う場合、次のように入力します。

$ DISPLAY=host:0.0
export DISPLAY
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■

C シェル（csh またはtcsh）を使う場合、次のように入力します。

$ setenv DISPLAY host:0.0

Veritas メンバーシップライブラリのリンク
この項では、Veritas メンバーシップライブラリのリンクについて説明します。
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/CRS 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、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。
root ユーザーで次の該当するコマンドを入力して Veritas メンバーシップライブラリをリ
ンクします。
32 ビットの Oracle の場合

# cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_32.so ¥
/opt/ORCLcluster/rac/lib/libskgxn2.so

64 ビットの Oracle の場合

# cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so ¥
/opt/ORCLcluster/rac/lib/libskgxn2.so

Oracle Clusterware（CRS）のインストール
Oracle RAC 11g バイナリおよびデータベースをインストールする前に、Oracle RAC 11g
runInstaller ユーティリティを使って、CRS コンポーネントをインストールします。
このソフトウェアは、各ノードの以前に作成された場所にインストールされます。
p.301 の 「各ノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備」 を参照してください。
CRS をインストールするには、次の手順を完了します。
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メモ: 詳しくは、Oracle RAC 11g のマニュアルを参照してください。
CRS をインストールするには

1

最初のノードに Oracle ユーザーとしてログインし、Oracle RAC 11g runInstaller
ユーティリティを起動します。
Oracle RAC 11g CRS ディスクを CD-ROM ドライブに挿入し、Oracle ユーザーとし
て次のコマンドを入力します。
$ cd /cdrom/cdrom0
$ ./runInstaller

2

3

インストーラを実行する場合、CRS コンポーネントのインストールと設定に必要な次
の情報をあらかじめ確認しておきます。
■

各ノード（たとえば、/app/crshome）のインストール先である $CRS_HOME とそ
の $CRS_HOME へのパス。これらは［Specify File Location］ダイアログボック
スで指定します。

■

ノードの名前とそれらに関連付けられているホスト名。これらは［クラスタの設定
（Cluster Configuration）］ダイアログボックスで指定します。

■

Oracle Clusterwareによって管理されるクラスタ名とノード。Oracle プログラムに
はすでにこの情報があり、表示できる可能性があります。

■

Oracle によって表示される各グローバルインターフェースに対して計画された使
用方法（パブリック、プライベート、未使用のいずれか）を特定します。Oracle プ
ログラムにはすでにこの情報があり、表示できる可能性があります。

■

OCR ディレクトリ内にあるファイルまたは OCR RAW ボリュームの名前。これらは
［Specify Oracle Cluster Regostry (OCR) Location］ダイアログボックスで指定
します。
たとえば、次のようになります。/ocrvote/ocr

■

投票ディスクディレクトリ内にあるファイルまたは RAW ボリュームの名前。これら
は［投票ディスク（Voting Disk）］ダイアログボックスで指定します。
たとえば、次のようになります。/ocrvote/vote

runInstaller から /app/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh スクリプトを実行す
るよう求められたら、処理を進める前に、各ノードにこのスクリプトが存在することを確
認します。
スクリプトが各ノードに存在しない場合は、最初のノードから他の各クラスタノードに
コピーします。

4

各ノードで /app/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh スクリプトを実行します。
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5

runInstaller によりプロンプトでスクリプトを実行するよう要求があった場合は、各ノー
ドで root.sh を実行します。
# cd $CRS_HOME
# ./root.sh

これにより、コマンドを入力したノードで CRS デーモンが起動します。

6

［OK］をクリックして、インストーラを終了します。

Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール
次の手順は、Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール方法を示します。
Oracle RAC 11g データベースバイナリをインストールするには

1

最初のノードで、Oracle RAC 11g runInstaller ユーティリティを起動します。Oracle
RAC 11g Enterprise Edition ディスクを CD-ROM ドライブに挿入し、次のように入
力します。
$ cd /cdrom/cdrom0
$ ./runInstaller

2

3

インストーラを実行する場合、Oracle RAC 11g バイナリコンポーネントのインストー
ルと設定に必要な次の情報をあらかじめ確認しておきます。
■

インストールする場所（たとえば、$ORACLE_HOME）と /app/oracle/orahome
パス。これらは［Specify File Location］ダイアログボックスで指定します。この場
所は、共有ストレージ、または各ローカルクラスタノード上の同一の場所です。

■

ノードの名前（たとえば、galaxy、nebula）。これらは［Specify Hardware Cluster
Installation Mode］ダイアログボックスで指定します。

■

目的のインストールエディション。これは［Select Installation Type］ダイアログ
ボックスで指定します。

［Select Configuration Option］ダイアログボックスで、［Install Database Software
Only］を選択すると、初期データベースを作成しないで先に進むことができます。
データベースの作成は後で行うことをお勧めします。
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4

［概略（Summary）］ダイアログボックスで、［インストール（Install）］をクリックします。
インストールが終了すると、［Setup Privileges］メッセージが表示されます。ここでは
［OK］はクリックしません。代わりに各ノードで root.sh スクリプトを実行します。たとえ
ば、次のようになります。
# cd $ORACLE_HOME
# ./root.sh

5

［Setup Privileges］メッセージで［OK］をクリックします。

Oracle RAC 11g パッチまたはパッチセットの追加
Oracle RAC 11g のインストールで要求された場合、必要な Oracle RAC 11g パッチまた
はパッチセットをすべて適用します。
Oracle RAC 11g パッチまたはパッチセットソフトウェアをインストールする前に、次のタス
クを実行します。
■

サポートされる Oracle 11g パッチとパッチセットについての最新の情報を確認しま
す。
http://entsupport.symantec.com/docs/280186

■

Oracle 11g R1 ソフトウェアをインストールしておく必要があります。

■

パッチまたはパッチセットに付属のリリースノートに記載されている、それらの適用と適
用後の操作に関する指示をお読みください。

UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の設定
プリインストール手順で CRS/UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC を設定していない場
合、このセクションに記述されているように、手動での MultiPrivNIC の設定に進みます。
p.295 の 「UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の手動の設定」 を参照してください。
メモ: SF Oracle RAC クラスタを実行している場合、installsfrac プログラムを使用した
UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC の設定に進みます。SF Oracle RAC クラスタを実
行していない場合、UDP Cache Fusion の MultiPrivNIC を設定するには、手動の手順
を使います。

ODM ライブラリのリンク
次のコマンドを使って、Veritas ODM ライブラリが Oracle ODM ライブラリに正しくリンク
されていることを確認します。

341

342

第 16 章 手動での Oracle RAC 11g のインストール
Oracle RAC 11g の手動インストール

ODM ライブラリのリンク

1

Oracle ライブラリが保存されている場所に移動します。
$ cd $ORACLE_HOME/lib

2

Oracle ODM ライブラリへのリンクを削除します。
$ mv $ORACLE_HOME/lib/libodm11.so¥
$ORACLE_HOME/lib/libodm11.so.old

3

Veritas ODM ライブラリを Oracle ODM ライブラリにリンクします。
32 ビット版の場合:
$ ln -s /usr/lib/libodm.so libodm11.so

64 ビット版の場合:
$ ln -s /usr/lib/sparcv9/libodm.so libodm11.so

4

$ORACLE_HOME/lib/libodm11.so が /usr/lib/sparc9/libodm.so にリンクされて
いることを確認します。
64 ビット版の場合:
$ ls -l $ORACLE_HOME/lib/libodm11.so
lrwxrwxrwx 1 oracle oinstall 15 May 2 13:45
/oracle/orahome/lib/libodm11.so ->
/usr/lib/sparcv9/libodm.so

32 ビット版の場合:
$ ls -l $ORACLE_HOME/lib/libodm11.so
lrwxrwxrwx 1 oracle oinstall 15 May 2 13:45
/oracle/orahome/lib/libodm11.so ->
/usr/lib/libodm.so

Oracle RAC 11g データベースの作成
共有ストレージに Oracle RAC 11g データベースを作成します。
Oracle dbca（Database Creation Assistant）ツールを使い、共有 VxVM RAW ボリュー
ムまたは共有 VxFS ファイルシステムにデータベースを作成するには、ユーザー独自の
ツールまたはスクリプトを使うか、ガイドラインを参照してください。Oracle RAC 11g デー
タベースのインストール手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。
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リポジトリデータベースの作成については、『Veritas Storage Foundation for Oracle
RAC 管理者ガイド』を参照してください。
メモ: 設定で SF Oracle RAC を使用したグローバルクラスタのレプリケートをサポートして
いる場合は、Oracle RAC 11g データベースを GCO セカンダリサイトに設定しないでくだ
さい。 Oracle をプライマリ GCO サイトに設定する場合にのみ上の手順に従います。

クラスタ相互接続の設定
クラスタ相互接続を設定するには、次の手順を実行します。
クラスタ相互接続を設定するには

1

各データベースインスタンスで、sysdba としてログインし、次のクエリを入力します。
たとえば、galaxy でインスタンス 1 - vrts1の場合

alter system set cluster_interconnects='192.168.1.2:192.168.2.1' scope=spfile sid='vrts1';

たとえば、nebula でインスタンス 2 - vrts2 の場合
alter system set cluster_interconnects='192.168.1.4:192.168.2.2' scope=spfile sid='vrts2';

上のコマンドの例で使われている IP アドレスについては 表 14-3 を参照してくださ
い。

2

データベースを再起動します。

3

次の sql クエリを使用して各システムの cluster_interconnects を確認できます。
select * from v$configured_interconnects where IS_PUBLIC='NO';

データベースのアップグレード
現在実行している Oracle データベースを最新の Oracle パッチレベルに移行する場合、
パッチと共にダウンロードされる README.html ファイルを参照してください。
現在のデータベースを Oracle RAC 11g にアップグレードおよび移行する方法について:
p.355 の 「Oracle RAC 11gR1 ソフトウェアへのアップグレードと移行について」 を参照し
てください。

VCS 設定での Oracle RAC 11g サービスグループの設定
Oracle 11g のインストールとデータベースの作成が終了したら、VCS 設定ファイルの変
更に進みます。VCS 設定例と、Oracle 11g 環境でサービスグループを設定する方法に
ついての詳細を確認してください。
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p.345 の 「Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照して
ください。

17
Oracle RAC 11g 用の VCS
サービスグループの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について

■

Oracle の VCS リソースの設定

■

VCS ログファイルの場所

Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係
について
VCS 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、VCS サービスグループには、ハードウェアとソフトウェアを基
盤とする複数のリソースが含まれます。たとえば、リソースとしては、ディスクやネットワーク
インターフェースカードなどの物理コンポーネント、Oracle 11g 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。
メモ: この章の情報は Solaris SPARC システムで実行する SF Oracle RAC にのみ適用
できます。Solaris x64 システムで実行する SF Oracle RAC では Oracle RAC 11g をサ
ポートしていません。
図 17-1 に、Oracle RAC 11g インストールの VCS サービスグループの設定に必要な手
順を示します。各手順の詳細については、この章で説明します。
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図 17-1

VCS サービスグループの設定手順
VCS Oracle エージェントを使う場
合と使わない場合の VCS サービス
グループの依存関係の確認

データベースの自動起動を回避
する手順の実行

Oracle の
VCS リソース
の設定

メインの main.cf ファイルの
編集によるサービスグループ
の定義とその後のシステム再
起動

CLI を使った Oracle サービス
グループの設定

VCS Oracle エージェントを使う場合と使わない場合の VCS サービスグ
ループの依存関係
VCS サービスグループの依存関係は、VCS Oracle エージェントを使うかどうかに基づき
ます。次の図に依存関係を示します。
■

VCS Oracle エージェントを使う設定では、VCS が Oracle データベースを制御しま
す。これは推奨される設定です。Oracle グループと CVM グループの間に online
local firm 依存関係が存在します。
メモ: 複数のデータベースによる設定では、VCS Oracle エージェントによる設定を使
う必要があります。
サービスグループの依存関係の詳細については、『Veritas Cluster Server ユーザー
ズガイド』を参照してください。
図 17-2 に、VCS Oracle エージェントを使う設定の概念と、VCS サービスグループと
リソース間の依存関係を示します。この図の円の形状の内側に示された名前は「リソー
スタイプ」です。円の形状の外側の名前は「リソース名」です。

■

VCS Oracle エージェントを使わない設定では、CRS がデータベースを制御します。
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メモ: VCS Oracle エージェントを使用しない設定は、単一のデータベースの設定で
のみ使用できます。
図 17-3 に、VCS Oracle エージェントを使わない設定の概念と、VCS サービスグルー
プとリソース間の依存関係を示します。この図の円の形状の内側に示された名前は
「リソースタイプ」です。円の形状の外側の名前は「リソース名」です。
VCS Oracle エージェントを使った設定（推奨設定）

図 17-2

Oracle グループ（パラレル）

ora_db1

ora_db2

Oracle

Oracle
oradata_mnt1

oradata_mnt2

CFSMount

CFSMount

oradata_voldg1

oradata_voldg2

CVMVoIDG

CVMVoIDG

CVM（パラレル）
アプリ
ケーション

ocrvote_mnt

cssd

ora_priv

CFSMount

MultiPrivNIC

vxfsckd
ocrvote_voldg

CVMVoIDG

CFSfsckd
cvm_clus

CVMCluster
cvm_vxconfigd

CVMVxconfigd

表 17-1 には、図 17-2 に示された CVM サービスグループの各リソースが定義されてい
ます。
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VCS Oracle エージェントを使わない設定

図 17-3

CVM サービスグループ
cssd

アプリケーション
ora_priv

oradata_mnt

CFSMount

ocrvote_mnt

MultiPrivNIC

CFSMount

CFSfsckd

CVMVolDG

ocrvote_voldg

oradata_voldg

vxfsckd

CVMVoIDG

CVMCluster

cvm_clus

cvm_vxconfigd

CVMVxconfigd

表 17-1 には、図 17-3 に示された CVM サービスグループの各リソースが定義されてい
ます。
表 17-1

CVM サービスグループのリソースの定義

リソース名

リソースタイプ

定義

cssd

アプリケーション

このリソースは Oracle RAC 11g Clusterware の処理
を監視します。
cssd リソースの目的は、OCR（Oracle Cluster
Registry）リソースと VOTE リソース、および
MultiPrivNIC リソース（オプション）の cssd の依存関
係が必要条件を満たしていることを確認することです。
詳細については、次を参照してください。
p.616 の 「 CSSD エージェント」 を参照してください。

第 17 章 Oracle RAC 11g 用の VCS サービスグループの設定
Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について

リソース名

リソースタイプ

定義

ora_priv

MultiPrivNIC

MultiPrivNIC エージェントは Oracle の UDP/IP
キャッシュフュージョン機能の IP アドレスと CRS ハー
トビート IP アドレスに冗長性を提供します。
詳細については、次を参照してください。
p.613 の 「 MultiPrivNIC エージェント」 を参照してく
ださい。

vxfsckd

CFSfsckd

Veritas ファイルシステムのチェックデーモン（vxfsckd）
は、共有ファイルシステムのプライマリノードであった
ノードで障害が発生したときに、ファイルシステムの一
貫性を保ちます。
クラスタファイルシステムのチェックデーモン
（CFSfsckd）は、共有ファイルシステムのプライマリノー
ドであったノードで障害が発生したときに、クラスタ内
のファイルシステムの一貫性を保ちます。

cvm_clus

CVMCluster

CVMCluster エージェントは、Veritas Volume
Manager（VxVM）に関連付けられたクラスタポートで
システムメンバーシップを制御します。
詳細については、次を参照してください。
p.601 の 「 CVMCluster エージェント」 を参照してくだ
さい。

cvm_vxconfigd

CVMVxconfigd

CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモン
を起動して監視します。vxconfigd デーモンは、ディ
スクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更
をカーネルに伝えて、ディスクに保存されている設定
情報を変更します。
CVMVxconfigd は、CVM サービスグループに存在
する必要があります。
詳細については、次を参照してください。
p.603 の 「 CVMVxconfigd エージェント」 を参照して
ください。
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リソース名

リソースタイプ

定義

ocrvote_mnt

CFS_Mount

CFS_Mount エージェントはオンラインまたはオフライ
ンを管理し、CFS のマウントポイントを監視します。

メモ: このリソースは VCS Oracle エージェントを含む
設定でのみ使用可能です。
詳細については、次を参照してください。
p.607 の 「 CFSMount エージェント」 を参照してくださ
い。
ocrvote_voldg

CVMVolDg

CVMVolDg エージェントは CVM ディスクグループと
そのディスクグループ内の CVM ボリュームを表し、こ
れらを制御するために使われます。
詳細については、次を参照してください。
p.605 の 「 CVMVolDg エージェント」 を参照してくださ
い。

ora_db1 と ora_db2 Oracle

Oracle データベースエージェント。
Oracle アプリケーションはリソースタイプです。

メモ: このリソースは VCS Oracle エージェントを含む
設定でのみ使用可能です。
oradata_mnt

CFSMount

oradata_mnt エージェントはオンラインまたはオフラ
インを管理し、Oracle クラスタファイルシステムのマウ
ントポイントを監視します。
CFSMount エージェントはオンラインまたはオフライン
を管理し、CFS のマウントポイントを監視します。
詳細については、次を参照してください。
p.607 の 「 CFSMount エージェント」 を参照してくださ
い。

oradata_voldg

CVMVolDg

oradata_voldg エージェントは Oracle ディスクグルー
プとそのディスクグループ内の Oracle ボリュームを表
し、これらを制御するために使われます。
CVMVolDg エージェントは CVM ディスクグループと
そのディスクグループ内の CVM ボリュームを表し、こ
れらを制御するために使われます。
詳細については、次を参照してください。
p.605 の 「 CVMVolDg エージェント」 を参照してくださ
い。
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データベースの自動起動の回避
CRS と Oracle エージェントでは、データベースのマウントが有効な場合、インスタンスを
同時に開始する場合があります。データベースの自動起動を回避するには、Oracle の
SRVCTL コマンドを使って、データベースの管理ポリシー（自動、手動）を MANUAL に変
更する必要があります。このコマンドでは、CRS データベースとインスタンスリソースの
AUTO_START 属性の値が変更されます。
データベースの自動起動を回避する方法
◆

データベースの状態によって回避する方法が異なります。
■

データベースがすでに登録され、実行されている場合
手動起動に変更するには、Oracle ユーザーで次のコマンドを実行します。
$ srvctl stop database -d db-name
$ srvctl modify database -d db-name -y manual

■

データベースが登録されていない場合は、次のコマンドを使ってデータベース
を登録します。
$ srvctl add database -d db-name -p ¥
location-of-parameter-file -y manual

Oracle の VCS リソースの設定
Oracleサービスグループは、次の方法で設定できます。
■

VCS 設定ファイル main.cf を編集して Oracle サービスグループを定義します。
p.351 の 「main.cf ファイルの編集による Oracle サービスグループの設定」 を参照し
てください。

■

CLI を使って Oracle サービスグループを設定します。
p.353 の 「CLI を使った Oracle サービスグループの設定」 を参照してください。

main.cf ファイルの編集による Oracle サービスグループの設定
ここでは、main.cf ファイルを手動で編集して、Oracle サービスグループを設定する方
法について説明します。
main.cf ファイルを編集して Oracle サービスグループを設定するには、次の手順を実

行します。
■

「Oracle RAC 11g の VCS サービスグループを設定するには」

■

「設定を保存し、確認するには 」
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■

「新しく追加されたリソースの状態を確認するには」

Oracle RAC 11g の VCS サービスグループを設定するには

1

1 つのシステムに root ユーザーとしてログインします。

2

main.cf ファイルの編集中に変更されないよう、root ユーザーで現在の設定を保存
します。
# haconf -dump -makero

設定が書き込み可能ではない場合、［クラスタは書き込み可能ではありません。
（Cluster not writable.）］という警告が表示されます。この警告は無視してもかまい
ません。

3

main.cf の編集中は VCS を停止してください。hastop コマンドを発行してすべて
のシステムで VCS エンジンを停止し、リソースを VCS 以外からコントロールできる状
態にします。
# hastop -all -force

4

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

5

vi などのテキストエディタを使って、Oracle サービスグループの作成や変更を行

い、main.cf ファイルを編集します。
次の main.cf の例をガイドラインとして使います。
p.510 の 「Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 11g のサンプル main.cf」 を
参照してください。
p.507 の 「Oracle エージェントなしの Oracle RAC 11g 用のサンプル main.cf」 を参
照してください。

VCS 設定の変更
main.cf ファイルを編集して VCS 設定を変更する詳細と手順については、『Veritas
Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

設定の保存と確認
main.cf ファイルを編集し、Oracle サービスグループの設定が終了したら、新しい設定
を確認します。
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設定を保存し、確認するには

1

main.cf ファイルを保存して閉じます。

2

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

3

次のコマンドを使って、1 つのシステムで VCS エンジンを起動します。
# hastart

4

次のコマンドを実行します。
# hastatus

5

メッセージカラムに「LOCAL_BUILD」が表示されたら、次のコマンドを使って、他のシ
ステムで VCS を開始します。
# hastart

6

サービスグループリソースがオンラインであることを確認します。1 つのシステムで、
次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

新しく追加されたリソースの状態を確認するには

1

hagrp -state コマンドを使って、グループの状態を確認します。

2

hares -state コマンドを使って、リソースの状態を確認します。

CRS と Oracle RAC データベースインスタンスが Symantec ライブラリを使えるようにする
には、ここで再起動が必要です。

CLI を使った Oracle サービスグループの設定
CLI（コマンドラインインターフェース）を使って VCS 設定を変更する詳細と手順について
は、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

VCS ログファイルの場所
どのクラスタノードでも、エラーメッセージまたはステータスメッセージを確認するには、次
のログファイルにアクセスして確認します。

353

354

第 17 章 Oracle RAC 11g 用の VCS サービスグループの設定
VCS ログファイルの場所

/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

大量のデータが書き込まれた場合は、engine_B.log や engine_C.log など複数のログ
ファイルが必要になることがあります。engine_A.log には、最新のデータが格納されま
す。

18
Oracle RAC 11g へのアップ
グレードとデータベースの移
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 11gR1 ソフトウェアへのアップグレードと移行について

■

アップグレードタスクと移行タスクの概要

■

Oracle RAC 9iR2 から Oracle RAC 11gR1 へのアップグレード

■

Oracle RAC 10g から Oracle RAC 11gR1 へのアップグレード

Oracle RAC 11gR1 ソフトウェアへのアップグレードと移
行について
SF Oracle RAC 5.0 の MP3 は次の Oracle ソフトウェアのアップグレードをサポートしま
す。
■

Oracle RAC 9iR2 から Oracle RAC 11g R1

■

Oracle RAC 10gR1 から Oracle RAC 11g R1

■

Oracle RAC 10gR2 から Oracle RAC 11g R1

特定の手順が特定の Oracle RAC バージョンに該当することを除いては、一般に、Oracle
RAC 10gR1 と Oracle RAC 10gR2 のアップグレード手順は同じです。
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アップグレードタスクと移行タスクの概要
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 MP3 をまだインストールしておらず、
設定していない場合は、移行手順の準備でそれらを実行する必要があります。
アップグレードと移行の手順は OS、Oracle の現在のバージョン、使用する Oracle のター
ゲットバージョンに固有です。手順の概要は次の通りです。
■

OS のアップグレード（必要な場合）
p.37 の 「サポート対象のオペレーティングシステム」 を参照してください。

■

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 MP3 にまだアップグレードしてい
ない場合アップグレード
p.153 の 「サポートされている SF Oracle RAC 5.0 MP3 のアップグレードオプション」
を参照してください。

■

パッチセットを含む（必要な場合）Oracle RAC のターゲットバージョンのインストール

■

データベースの移行

■

Symantec ライブラリの再リンク

Oracle RAC 9iR2 から Oracle RAC 11gR1 へのアップグ
レード
アップグレードと移行の手順では、初期設定において次のコンポーネントが含まれ、これ
らのコンポーネントがクラスタノードで起動または実行しているものとします。
■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

SF Oracle RAC 5.0 MP3

■

Oracle RAC 9i R2

移行手順は次のタスクから成ります。
■

「Oracle RAC 11g のアップグレード前の作業の実行」

■

「Oracle RAC 11gR1 のインストール」

■

「既存の Oracle RAC 9iR2 データベースの Oracle RAC 11g への移行」

■

「Oracle RAC 11gR1 のアップグレード後の作業の実行」

Oracle RAC 11g のアップグレード前の作業の実行
移行手順では、クラスタノードに Oracle RAC 9i をインストールしていることを前提として
います。
Oracle RAC 9i ソフトウェアをアップグレードし、移行する前に、次を実行します。
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■

VCS サービスグループの設定を確認します。
p.345 の 「Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照
してください。
p.351 の 「Oracle の VCS リソースの設定」 を参照してください。

■

main.cf ファイル例を確認します。
p.510 の 「Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 11g のサンプル main.cf」 を
参照してください。

■

Oracle RAC 11g R1 の事前必要条件を設定します。
p.277 の 「Oracle RAC 11g のインストールの準備について」 を参照してください。

■

Oracle RAC 11g R1 用の CRS をインストールします。
p.319 の 「Oracle Clusterware（CRS）のインストール」 を参照してください。

■

Oracle RAC 11g R1 バイナリをインストールします。
p.323 の 「Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール」 を参照してくださ
い。

■

必須パッチセットを追加します。
p.328 の 「Oracle RAC 11g パッチまたはパッチセットの追加」 を参照してください。

Oracle RAC 9iR2 から Oracle RAC 11gR1 に移行する前に、次のアップグレード前の作
業を実行します。
アップグレード前の作業を実行するには

1

必要に応じて、OS をアップグレードしてパッチを適用します。詳細は次のとおりで
す。
Oracle Metalink のマニュアルを参照します。

2

既存の Oracle RAC 9iR2 データベースのホットバックアップまたはコールドバック
アップの作成を行います。

3

既存の Oracle ホームと中心となるインベントリのバックアップを作成します。

4

リソースを含む VCS サービスグループをフリーズさせ、Oracle データベースインス
タンスまたはリスナープロセスのいずれか、または両方を監視します。root ユーザー
で次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze oracle_group -persistent
# haconf -dump -makero

5

クラスタ内の各ノードにおいて Oracle データベースインスタンスとリスナープロセス
をシャットダウンします。
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6

グローバルサービスデーモン gsd を停止します。oracle ユーザーで次を実行しま
す。
$ $ORACLE_HOME/bin/gsdctl stop

7

7. SRVM 設定ファイルの名前を変更します。oracle ユーザーで次を実行します。
$ cd /var/opt/oracle
$ mv srvConfig.loc srvConfig.loc_backup

8

CRS 通信に必要なプライベート IP アドレスを設定します。p.289 の 「フェールオー
バー用の CRS と UDP のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してください。

9

CRS バイナリ版のホームディレクトリと、Oracle RAC 11gR1 データベースバイナリ版
の新しいホームディレクトリを作成します。
p.280 の 「Oracle RAC 11g コンポーネントのストレージの特定」 を参照してください。

10 OCR と投票ディスクのディスクグループ、ボリューム、ファイルシステムを作成します。
p.280 の 「Oracle RAC 11g コンポーネントのストレージの特定」 を参照してください。
CFSMount と CVMVolDg の各リソースを VCS 設定に加え、共有ディスクグループ
とファイルシステムの監視が行えるようにします。
p.351 の 「Oracle の VCS リソースの設定」 を参照してください。

Oracle RAC 11gR1 のインストール
Oracle RAC 11g バイナリをインストールします。
Oracle RAC 11g をインストールする方法

1

Oracle RAC 11gR1 Clusterware Software をインストールします。
p.319 の 「Oracle Clusterware（CRS）のインストール」 を参照してください。

2

CRS デーモンが実行していることを確認します。「oracle」ユーザーで次を入力しま
す。
$ $CRS_HOME/bin/crs_stat -t

3

CSSD リソース（CRS デーモンの監視用）を VCS 設定に追加します。
p.351 の 「Oracle の VCS リソースの設定」 を参照してください。
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4

Oracle RAC 11gR1 RDBMS ソフトウェアをインストールします。詳しい手順につい
ては、次を参照してください。
p.323 の 「Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール」 を参照してくださ
い。

5

最新のパッチセットをインストールします。詳しい手順については、次を参照してくだ
さい。
p.327 の 「Oracle RAC 11g インストール後タスクの完了」 を参照してください。

既存の Oracle RAC 9iR2 データベースの Oracle RAC 11g への移行
Oracle RAC 9iR2 から Oracle RAC 11gR1 に既存のデータベースを移行するには、
Oracle RAC 11gR1 にデータベースをアップグレードします。
詳しくは Oracle Metalink のマニュアルを参照してください。

Oracle RAC 11gR1 のアップグレード後の作業の実行
アップグレード後の作業を実行するには

1

以前にフリーズした VCS サービスグループのフリーズ解除を行います。
p.356 の 「Oracle RAC 11g のアップグレード前の作業の実行」 を参照してください。
root ユーザーで次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze oracle_group -persistent
# haconf -dump -makero

2

Symantec ライブラリを再リンクします。詳細は次のとおりです。
p.328 の 「Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してく
ださい。

Oracle RAC 10g から Oracle RAC 11gR1 へのアップグ
レード
アップグレードと移行の手順では、初期設定において次のコンポーネントが含まれ、これ
らのコンポーネントがクラスタノードで起動または実行しているものとします。
■

Storage Foundation for Oracle RAC 5.0

■

Oracle RAC 10g
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■

Oracle RAC 10g データベース

移行手順は次のタスクから成ります。
■

「Oracle RAC 11gR1 へのアップグレードの準備」

■

「Oracle RAC 11g R1 のインストール」

■

「既存の Oracle RAC 10g から Oracle RAC 11gR1 へのデータベース移行」

■

「アップグレード後の作業の実行」

特定の手順が特定の Oracle RAC バージョンに該当することを除いては、一般に、Oracle
RAC 10gR1 と Oracle RAC 10gR2 のアップグレード手順は同じです。

Oracle RAC 11gR1 へのアップグレードの準備
Oracle RAC 10g から Oracle RAC 11gR1 に移行する前に、次のアップグレード前の作
業を実行します。
アップグレード前の作業を実行するには

1

必要に応じて、OS をアップグレードしてパッチを適用します。Oracle OS の必要条
件については、
Oracle Metalink のマニュアルを参照します。

2

既存のデータベースのホットバックアップまたはコールドバックアップの作成を行い
ます。

3

既存の Oracle ホームと中心となるインベントリのバックアップを作成します。

4

Oracle インスタンスをシャットダウンします。
■

Oracle が VCS の制御下にある場合は、oracle グループをフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze oracle_group -persistent
# haconf -dump -makero

■

5

oracle コマンドを使って Oracle をシャットダウンさせます。

CRS をシャットダウンします。
■

CRS が VCS の制御下にある場合は、次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze cssd_resource -persistent
# haconf -dump -makero
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■

CRS を停止します。
# /etc/init.d/init.crs stop

Oracle RAC 11g R1 のインストール
アップグレード前の作業を完了させた後は、アップグレード手順を実行します。
メモ: Oracle RAC 11g をインストールする前に Oracle のインストールマニュアルと適切
な Oracle サポート Web サイトを確認します。
Oracle10g から Oracle 11g R1 にアップグレードするには

1

Oracle RAC 11g R1 CRS をインストールします。
p.319 の 「Oracle Clusterware（CRS）のインストール」 を参照してください。

2

Oracle 11g R1 CRS が動作していることを確認します。
■

インストール済みの CRS ソフトウェアのバージョンを一覧で表示するには
# $ORA_CRS_HOME/bin/crsctl query crs softwareversion

■

CRS ソフトウェアの稼働バージョンを一覧で表示するには
# $ORA_CRS_HOME/bin/crsctl query crs activeversion

3

11gR1 RDBMS をインストールします。
p.323 の 「Oracle RAC 11g データベースバイナリのインストール」 を参照してくださ
い。

既存の Oracle RAC 10g から Oracle RAC 11gR1 へのデータベース移行
データベースを Oracle RAC 11g R1 にアップグレードします。
詳しくは Oracle Metalink のマニュアルを参照してください。
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アップグレード後の作業の実行
アップグレード後の作業を実行するには

1

以前にフリーズした VCS サービスグループのフリーズ解除を行います。
p.356 の 「Oracle RAC 11g のアップグレード前の作業の実行」 を参照してください。
root ユーザーで次を実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze oracle_group -persistent
# hagrp -unfreeze cssd_resource -persistent
# haconf -dump -makero

2

Symantec ライブラリを再リンクします。詳細は次のとおりです。
p.328 の 「Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してく
ださい。

5
SF Oracle RAC ノードの追加
と削除

■

Oracle RAC 10g を使った SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加

■

Oracle RAC 10g を使った SF Oracle RAC クラスタからのノードの削除

■

Oracle RAC 11g を使った SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加

■

Oracle RAC 11g を使った SF Oracle RAC クラスタからのノードの削除
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Oracle RAC 10g を使った SF
Oracle RAC クラスタへのノー
ドの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 10g クラスタへのノードの追加について

■

SF Oracle RAC のノードの追加手順

■

新しいノードでの Oracle のインストール準備

■

SFDB リポジトリに対する新しいシステムの追加

Oracle RAC 10g クラスタへのノードの追加について
SF Oracle RAC では、Oracle RAC 10g クラスタにノードを追加したり、Oracle RAC 10g
クラスタからノードを削除できます。
Oracle RAC 10g のクラスタは、ノードを 8 つまで保持できます。
この章の手順例では、2 ノードクラスタに 1 つのノードを追加する方法について説明しま
す。この手順例では、すでに 2 つのノード（galaxy と nebula）が存在する既存のクラスタ
（rac_cluster101）にノード（saturn）を追加します。

SF Oracle RAC のノードの追加手順
次の SF Oracle RAC の手順を使えば、Oracle RAC 10g クラスタにノードを追加できま
す。
■

新しいノードのシステム必要条件の確認
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■

クラスタへの新しいシステムの物理的追加

■

新しいシステムへの Veritas Storage Foundation for Oracle RAC のインストール

■

Volume Manager の起動

■

ノードの既存のセキュリティ設定の確認

■

LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバの設定

■

VxSS グループへのノードの追加

■

新しいノードでの Oracle のインストール準備

■

SFDB リポジトリに対する新しいシステムの追加

新しいノードのシステム必要条件の確認
新しいノードに SF Oracle RAC ソフトウェアをインストールする前に、新しいノードがイン
ストールの必要条件を満たしていることを確認する必要があります。
クラスタに参加する新しいノードが、SF Oracle RAC のインストールと使用に関するすべ
ての必要条件を満たしていることを確認します。
■

新しいシステムは、既存のシステムと同じオペレーティングシステムおよびパッチレベ
ルである必要があります。

■

少なくとも 80 列× 24 行のテキストウィンドウを使ってください。これが installsfrac ス
クリプトの表示に最適な推奨サイズです。

■

/etc/vfstab ファイルに含まれるエントリがすべて有効であり、各エントリがマウント可
能なファイルシステムを指定していることを確認してください。

クラスタへの新しいシステムの物理的追加
新しいシステムは、既存のシステムと同じオペレーティングシステムおよびパッチレベル
である必要があります。新しいシステムをクラスタに物理的に追加する場合、ノードが次の
状態になっていることを確認します。
■

既存のノードと同じ共有ストレージデバイスに接続されている。

■

クラスタの 2 つの独立したスイッチにプライベートネットワークで接続されている。

『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
SF Oracle RAC を新しいシステムにインストールし、VxVM を起動したら、新しいシステ
ムが同じ共有ストレージデバイス（コーディネータディスクを含む）に接続できることを確認
します。新しいシステムが既存のノードと同じディスクを参照していない場合、新しいシス
テムは新しいノードとしてクラスタに参加できません。これはコンソールに CVM エラーとし
て示されます。
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新しいシステムへの Veritas Storage Foundation for Oracle RAC のイン
ストール
続行する前に、このマニュアルのインストール前の手順を読みます。
p.55 の 「SF Oracle RAC をインストール、設定するための準備について」 を参照してく
ださい。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC を設定せずにインストールするには

1

インストール先のいずれかのシステムに root でログインします。

2

マウントしたディスクの最上位ディレクトリで、次のコマンドを入力します。
# ./installsfrac -installonly [-rsh]

ソフトウェアを設定せずにインストールを行う場合、-installonly オプションが必要
です。セキュアシェル（SSH）ではなくリモートシェル（RSH）を使って複数のシステム
にソフトウェアを同時にインストールする場合は、-rsh オプションが必要です。
リモートシェル（RSH）またはセキュアシェル（SSH）が正しく設定されている場合は、
単一ノードでこのコマンドを実行すると、クラスタ内のすべてのノードにソフトウェアを
インストールできます。
メモ: この手順で説明するように -installonly オプションを使って SF Oracle RAC
をインストールし、クラスタに参加する新しいノードは後で手動で設定する必要があ
ります。このマニュアルの前述の説明に従って、Veritas Storage Foundation for
Oracle RAC ソフトウェアをインストールします。ただし、汎用の installer スクリプトの
代わりに製品インストールスクリプトを実行します。

3

スクリプトが初期チェックを終了したら、確認してインストールを開始します。

4

スクリプトがシステムのライセンスを検査して、ライセンス取得済みのパッケージをイ
ンストールするので、その出力を確認します。

5

インストーラが入力を要求するので、ライセンスキーを入力します。
Enter a SFRAC license key for saturn: [?] XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX successfully registered on saturn
SFRAC license registered on saturn

6

グローバルクラスタ環境を設定する場合、VVR などの追加の製品機能のキーを入
力します。
Do you want to enter another license key for saturn? [y,n,q,?]
(n)
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7

スクリプトはインストールするパッケージとパッチを一覧表示してそれらがノードにす
べて存在するかどうかをチェックするので、出力を確認します。

8

要件のチェックが完了したら、Return キーを押してパッケージのインストールを開
始します。複数のノードをインストールする場合は、それらを同時にインストールする
オプションを使用可能です。インストールが完了すると、プロンプトが表示されます。

9

スクリプトがパッケージとパッチのインストールを終了したら、出力内の概略ファイル、
ログファイル、応答ファイルの場所を書き留めます。

10

installsfrac -configure の実行を促すメッセージが表示された場合は無視し

てください。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC が稼働するクラスタにノードを追加
する場合は、次の手順に従って手動でシステムを設定する必要があります。
p.368 の 「Volume Manager を起動するには」 を参照してください。

11 新しいノードを再起動します。
# shutdown -y -i6 -g0

Volume Manager の起動
このユーティリティの実行中に、n と入力するとライセンスに関するメッセージが表示され
ます。installsfrac ユーティリティを実行した際に、適切なライセンスがインストールさ
れています。
Volume Manager を起動するには

1

新しいノードで Veritas Volume Manager を起動するには、vxinstall ユーティリ
ティを使います。
# vxinstall

2

すべてのディスクにエンクロージャ名に基づく名前の付け方を使うかどうか尋ねられ
たら、y と入力します。

3

n と入力して、システム全体のディスクグループを設定しないようにします。インストー
ルが完了します。

4

VxVM デーモンが起動されていることを確認します。次のコマンドを実行します。
# vxdisk list

出力に共有ディスクが表示され、エラーがないことを確認します。
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ノードの既存のセキュリティ設定の確認
セキュアモードで実行しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで実行していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進みます。
p.371 の 「LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバの設定」 を参照してください。
メモ: このセクションの手順では、「node east」を例として使用し、必要なことを説明してい
ます。
ノードで既存のセキュリティ設定を確認するには

1

node east がルートブローカーに属する認証ブローカー(AB として設定されている
場合、次の手順を実行します。設定されていない場合は、node east の認証ブロー
カーの設定に進みます。
p.369 の 「node east の認証ブローカーの設定」 を参照してください。

2

次のコマンドを使用して node east が属するルートブローカーを調べます。
# vssregctl -l -q -b ¥
"Security¥Authentication¥Authentication Broker" ¥
-k "BrokerName"

3

node east がルートブローカー RB1 にすでに属している場合、クラスタの一部として
設定されます。VCS 関連のセキュリティの設定に進みます。
p.370 の 「VCS 関連のセキュリティの設定」 を参照してください。

4

node east が異なるルートブローカー（たとえば RB2）に属している場合は、次の手
順を実行して、node east からセキュリティの信用証明を削除します。
■

/opt/VRTSat/bin/vxatd プロセスを強制終了します。

■

RB2 が node east の AB に提供した信用証明を削除します。
# vssat deletecred --domain type:domainname ¥
--prplname prplname

node east の認証ブローカーの設定
node east の新しい認証ブローカー(AB)を設定します。この AB はルートブローカー RB1
に属します。
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node east の認証ブローカーを設定するには

1

ルートブローカー RB1 で node east のプリンシパルを作成します。ルートブローカー
RB1 で次のコマンドを実行します。
# vssat addprpl --pdrtype root --domain domainname ¥
--prplname prplname --password password ¥
--prpltype service

2

node east と RB1 の時間にクロックスキューがないことを確認します。

3

RB1 から node east に /opt/VRTSat/bin/root_hash ファイルをコピーします。

4

RB1 と通信するように node east の AB を設定します。
# vxatd -o -a -n prplname -p password -x vx -y domainname -q ¥
rootbroker -z 2821 -h roothash_file_path

5

AB が正しく設定されていることを確認します。
# vssat showbrokermode

コマンドはモードが AB であることを示す 1 を返すはずです。

VCS 関連のセキュリティの設定
次の手順を実行して、VCS 関連のセキュリティを設定します。
VCS 関連のセキュリティの設定

1

/opt/VRTSat/bin/vxatd プロセスを起動します。

2

VCS 用の HA_SERVICES ドメインを作成します。
# vssat createpd --pdrtype ab --domain HA_SERVICES

3

node east の AB に VCS と Web サーバーのプリンシパルを追します。
# vssat addprpl --pdrtype ab --domain HA_SERVICES --prplname
webserver_VCS_prplname --password new_password --prpltype
service --can_proxy

4

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure
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LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバの設定
LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバを設定します。
LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各ドライバを設定するには

1

新しいシステムで、/etc/system.conf ファイルを変更して、Oracle に必要な共有メ
モリその他のパラメータを設定します。詳しくは B10766-01『Oracle RAC 10g インス
トールガイド』のマニュアルを参照してください。共有メモリのパラメータの値は、シス
テムを再起動すると有効になります。

2

既存のノードで、/etc/llthosts ファイルを編集します。vi などのテキストエディタを
使って、ファイルに新しいノードの行を追加します。ファイルは次のようになります。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

3

既存のシステムの一方から新しいシステムへ、/etc/llthosts ファイルをコピーし
ます。/etc/llthosts ファイルはクラスタ内のすべてのノードで同一である必要が
あります。

4

新しいシステムに /etc/llttab ファイルを作成します。たとえば、次のようになります。
set-node saturn
set-cluster 101
link qfe0 /dev/qfe:0 - ether - link qfe0 /dev/qfe:1 - ether - -

ノードを参照する最初の行を除いて、このファイルは既存のノード上にある /etc/llttab
ファイルと同じ内容になります。2 行目のクラスタ ID は、既存のノードと同じにする必
要があります。

5

vi などのテキストエディタを使って、新しいシステムに /etc/gabtab ファイルを作成
します。このファイルには、次の例のような行を含める必要があります。
/sbin/gabconfig -c -nN

N はクラスタ内のシステム数です。クラスタ内に 3 つのシステムが存在する場合は、
N が 3 になります。

6

既存の各システムで /etc/gabtab ファイルを編集して、新しいシステムのファイルと
内容が一致するように変更します。
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7

新しいノードをシングルノードクラスタに追加する場合は、手順 8 に進む前にもとの
ノードでフェンシングを有効にするとともに設定を行う必要があります。
メモ: I/O フェンシングについては、前の「I/O フェンシングの設定」セクションを参照
してください。

8

既存の他のいずれかのノードから /etc/vcsmmtab ファイルと /etc/vxfendg ファイ
ルをコピーして、新しいシステムで設定を行います。
# scp galaxy:/etc/vcsmmtab /etc
# scp galaxy:/etc/vxfendg /etc

9

新しいノードで LLT と GAB を開始するコマンドを実行します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start

10 新しいノードで、VXFEN、VCSMM、LMX の各ドライバを起動しま
す。/etc/vxfenmode ファイルをコピーして、フェンシングを有効にします。
次の順序でコマンドを実行してください。
# scp galaxy: /etc/vxfenmode /etc
# rcp galaxy: /etc/vxfenmode /etc
# /etc/init.d/vxfen stop
# /etc/init.d/vxfen start
# /etc/init.d/vcsmm start
# /etc/init.d/lmx start
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11 新しいノードで、GMS と ODM のドライバを起動します。次のコマンドを使います。
# /etc/init.d/odm restart

12 新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、b、d、o であることを確認します。
次のコマンドを実行します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port b gen
df20d membership 012
Port d gen
df20a membership 012
Port o gen
df207 membership 012

VxSS グループへのノードの追加
VxSS のグループにノードを追加する場合、次の手順を実行します。
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VxSS グループへのノードの追加

1

既存のシステム galaxy で次のコマンドを入力します。
# haconf -dump -makero
# hastop -all -force

2

既存の VxSS グループにノード saturn を追加します。
VI またはその他のテキストエディタを使用して、main.cf を変更し、グループ VxSS
に新しいノードを追加します。main.cf は /etc/VRTSvcs/conf/config にあります。
たとえば、次のようになります。
group VxSS (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)
// resource dependency tree
//
//
group VxSS
//
{
//
Phantom phantom_vxss
//
ProcessOnOnly vxatd
//
}

3

次のコマンドを実行して、galaxy の VCS を起動します。
# hastart

4

他のすべてのノードで VCS を起動します。
他のすべてのノードで hastart コマンドを実行します。
# hastart

第 19 章 Oracle RAC 10g を使った SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
新しいノードでの Oracle のインストール準備

5

VxSS グループが動作していることを確認します。
すべてのノードで次のコマンドを実行します。
# hagrp -state VxSS

6

任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero

VxSS がすべてのノードで有効になります。

新しいノードでの Oracle のインストール準備
プリインストール操作には、SF Oracle RAC 設定プログラムから実行する手動タスクと自
動タスクがあります。Oracle RAC 10g をインストールする前に、次の追加のタスクを実行
する必要があります。
■

システムパラメータの設定

■

Oracle ユーザーとグループの作成

■

RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定

■

CRS のプライベート IP アドレスの設定

■

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定

■

Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成

■

新しいノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備

■

新しいノードの OCR と投票ディスクのマウントポイントと Oracle データベースのマウ
ントポイントの準備

■

CVM の設定

■

Veritas メンバーシップライブラリのリンク

新しいノードに Oracle をインストールするための準備タスクを実行した後、次の追加の手
順を実行する必要があります。
■

Oracle RAC 10g ノード追加手順の使用

■

Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク

システムパラメータの設定
/etc/system ファイルを編集して、共有メモリのパラメータを設定します。
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この手順の詳細については、Oracle の最新のマニュアルを参照してください。ノードを再
起動し、新しい値を有効にします。

Oracle ユーザーとグループの作成
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、Oracle ユーザーとグルー
プを作成する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.214 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、RSH と RCP の oracle
ユーザー相当の権限を設定する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.217 の 「RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定」 を参照してくださ
い。

CRS のプライベート IP アドレスの設定
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、CRS のプライベート IP ア
ドレスを設定する必要があります。
CRS デーモンが通信を行うためおよびハートビートを送受信するために、各ノードにはプ
ライベート IP アドレスが必要です。LLT を設定するプライベート NIC デバイスを決定しま
す。ファイル /etc/llttab にアクセスし、表示します。
たとえば、あるシステムでデバイスを LLT 相互接続として使う場合、そのデバイスに対し
て利用可能な IP アドレスを設定できます。
表 19-1

CRS のプライベート IP アドレスを設定するために必要な情報

必要な情報

例

galaxy の場合:

192.168.12.1

nebula の場合:

192.168.12.2

saturn の場合:

192.168.12.7
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CRS のプライベート IP アドレスを設定するには

1

main.cf ファイルのバックアップを作成します。
たとえば、次のようになります。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

次のコマンドを使用して、アクティブノードの ora_priv リソースにプライベート IP を
追加します。
# haconf -makerw
# hasys -add saturn
# hagrp -modify cvm SystemList -add saturn 2
# hagrp -modify cvm AutoStartList -add saturn
# hares -modify ora_priv Device -add qfe0 0 -sys Saturn
# hares -modify ora_priv Device -add qfe1 1 -sys saturn
# hares -modify ora_priv Address "192.168.12.7" -sys saturn
# haconf -dump -makero

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、Oracle で使用されるパ
ブリック仮想 IP アドレスを識別する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.223 の 「Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定」 を参照してください。

Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、Oracle ディスクグルー
プ、ボリューム、マウントポイントを作成する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.224 の 「Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成」 を参照してくだ
さい。

377

378

第 19 章 Oracle RAC 10g を使った SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
新しいノードでの Oracle のインストール準備

新しいノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、新しいノードに
$CRS_HOME と $ORACLE_HOME を準備する必要があります。
共有ストレージ上のローカルまたはクラスタファイルシステムは既存のノードと同じにする
必要があります。

$CRS_HOME と $ORACLE_HOME のローカルファイルシステム
次の手順の指示に従って、新しいノードで $CRS_HOME と $ORACLE_HOME を準備し
ます。
■

ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシステムを
作成します。
p.379 の 「ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシ
ステムを作成するには」 を参照してください。

■

新しいノードで $CRS_HOME を準備します。
p.380 の 「新しいノードで $CRS_HOME を準備するには」 を参照してください。

■

新しいノードで $ORACLE_BASE を準備します。
p.380 の 「新しいノードで $ORACLE_BASE を準備するには」 を参照してください。

■

新しいノードで $ORACLE_HOME を準備します。
p.380 の 「新しいノードで $ORACLE_HOME を準備するには」 を参照してください。

表 19-2

各ノードの $CRS_HOME に必要な情報

必要な情報

例

各ノードにおける Oracle バイナリと CRS バイナ ディスク 1
リ用の Oracle と CRS のディスク
各ローカルストレージ上のディスクグループ

saturn: orabindg_saturn

各ローカルディスクグループのボリューム

saturn: orabinvol_saturn

各ローカルボリューム上のファイルシステム

/dev/vx/rdsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn

各ローカルファイルシステムのマウントポイント

/app

CRS をインストールするディレクトリ

/app
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379

ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシステムを作
成するには

1

root ユーザーでまず VxVM ローカルディスクグループ orabindg_hostname を作
成します。
# vxdg init orabindg_saturn Disk_1

2

ボリューム orabinvol_hostname を作成します。
# vxassist -g orabindg_saturn make orabinvol_saturn 12G

3

ディレクトリ /app を作成します。
# mkdir /app

4

作成したボリューム orabinvol_hostname でファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn

5

/app をマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn /app

6

このファイルシステムのエントリを追加します。
たとえば、/etc/vfstab ファイルを開いて新しいファイルシステムをリストに追加し、
mount at boot 列に「yes」を指定します。
#device device mount FS fsck mount mount
#to mount to fsck point type pass at boot options
#.
/dev/vx/dsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn
/dev/vx/rdsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn
/app vxfs 1 yes -
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新しいノードで $CRS_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

CRS_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /app/crshome

3

所有者と権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /app/crshome
# chmod -R 744 /app/crshome

新しいノードで $ORACLE_BASE を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_BASE のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /app/oracle

3

所有者と権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /app/oracle
# chmod -R 744 /app/oracle

新しいノードで $ORACLE_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /app/oracle/orahome

3

所有者と権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /app/oracle/orahome
# chmod -R 744 /app/oracle/orahome

新しいノードの OCR と投票ディスクのマウントポイントと Oracle データ
ベースのマウントポイントの準備
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、新しいノードに OCR と投
票ディスクのマウントポイントと Oracle データベースのマウントポイントを準備する必要が
あります。
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OCR と投票ディスクファイルを格納する CRS ファイルシステムのマウントポイントを作成し
ます。
たとえば、次のようになります。
# mkdir -p /ocrvote

Oracle データベースのマウントポイントを作成します。
たとえば、次のようになります。
# mkdir -p /oradata

CVM の設定
CVM マスターノードでのみ、root ユーザーとして次の手順を実行します。
main.cf ファイルの例については、
p.534 の 「Oracle RAC 10g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」 を参照してくださ
い。
main.cf ファイルの CVM グループを設定するには

1

次のようにして、CVM マスターノードを特定します。
# vxdctl -c mode

2

すべてのシステムで VCS エンジンを停止し、リソースを VCS 以外からコントロール
できる状態にします。CVM マスターノードで次のコマンドを実行します。
# hastop -all -force

3

main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

4

CVM マスターノードの VCS エンジンを再起動します。たとえば、次のコマンドを発
行します。
# hastart
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5

次のコマンドを使って、CVM グループを再設定します。CVM マスターノードで次の
コマンドを実行します。
# haconf -makerw
# hasys -add saturn
# hagrp -modify cvm SystemList -add saturn 2
# hagrp -modify cvm AutoStartList -add saturn
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -add saturn 2
# hares -modify ora_priv Device -add qfe0 0 -sys saturn
# hares -modify ora_priv Device -add qfe1 1 -sys saturn
# haconf -dump -makero

新規ノード用のプライベート IP アドレス（priv-ip）を追加するには
p.376 の 「CRS のプライベート IP アドレスの設定」 を参照してください。
これらのコマンドは省略可能で、PrivNic リソースが定義される場合のみ必要です。

6

VCS エンジンを再び停止します。CVM マスターノードで次のコマンドを実行します。
# hastop -all -force

7

新しいバージョンの main.cf を、新しく追加されたシステムを含む、クラスタ内の各シ
ステムにコピーします。
# rcp (or scp) main.cf nebula:/etc/VRTSvcs/conf/config
# rcp (or scp) main.cf saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config

この例の場合、galaxy は、main.cf が編集されているシステムであり、コピーを必要
としません。

8

CVM マスターで VCS を起動します。
# hastart

9

CVM グループがオンラインになったことを確認します。
# hastatus -sum
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10 既存のクラスタが新しいノードを認識できるようにするには、現在のノードで次を実行
します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs -t gab reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

11 既存のクラスタ内の各システムで、手順 8 から手順 10 までを繰り返します。
12 新しく追加したノードで CVM を開始します。
■

ノード ID を確認します。
# cat /etc/llthost

■

このホスト ID が GAB モジュールから参照できることを確認します。
# gabconfig -a

■

VCS エンジンを起動します。
■

新しく追加されたノードで、hastart の前にポート f、u、v または w が存在す
る場合は、VCS を適切に起動するには、新しく追加されたノードを再ブート
する必要があります。
# /usr/bin/shutdown -y -i6 -g0

■

新しく追加されたノードで、hastart の前にポート f、u、v または w が存在し
ない場合は、次のコマンドを使って VCS を起動します。
# hastart

13 新しく追加されたノードで、CVM グループがオンラインになったことを確認します。
# hastatus -sum

Veritas メンバーシップライブラリのリンク
Veritas メンバーシップライブラリをリンクするには、次の手順を実行します。
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Veritas メンバーシップライブラリをリンクするには
◆

必要なサブディレクトリが存在しない場合、作成します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
32 ビット版の場合:

# cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_32.so /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so

64 ビット版の場合:
# cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so

Oracle RAC 10g ノード追加手順の使用
新しいノードで Oracle をインストールするための準備タスクを実行した後、Oracle RAC
10g ノードの追加手順に従います。
Oracle RAC 10g のノードを追加する手順については、Oracle のマニュアルと適切な
Oracle の Web サイトを参照してください。
この手順では、Oracle は CRS_HOME と ORACLE_HOME をクラスタ内の既存のノード
からコピーします。

Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク
Oracle バイナリをローカルファイルシステム（非CFS）にインストールした場合、この手順
を実行します。
新しいノードに CRS バイナリと Oracle バイナリをインストールしたら、$ORACLE_HOME
の Veritas ライブラリを再リンクします。
メモ: この手順での再リンクは新しいノードでのみ実行します。
この手順については、次を参照してください。
p.243 の 「Oracle RAC 10g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してくださ
い。

SFDB リポジトリに対する新しいシステムの追加
次の手順では、新しいシステムを Storage Foundation データベースリポジトリに追加し
ます。
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新しいシステムを SFDB リポジトリに追加するには

1

次のコマンドシーケンスを使ってシステムを追加します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify Sfua_Base SystemList -add saturn
# hares -modify sfua_ip Device qfe2 -sys saturn
# haconf -dump -makero

2

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 saturn:/etc/vx/vxdbed
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20
Oracle RAC 10g を使った SF
Oracle RAC クラスタからの
ノードの削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 10g クラスタからのノードの削除について

■

Oracle ノード削除手順の使用

■

uninstallsfrac ユーティリティを使った SF Oracle RAC の削除

Oracle RAC 10g クラスタからのノードの削除について
Oracle RAC 10g クラスタから 1 つ以上のノードを削除するには、この章の手順を使いま
す。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC クラスタからノードを削除するには、Oracle
ノード削除手順に従う必要があることに加えて、uninstallsfrac ユーティリティを使い、そ
の後で設定ファイルを編集する手順にも従う必要があります。
図 20-1 に、Veritas Storage Foundation for Oracle RAC クラスタからノードを削除す
るため必要な手順を示します。各手順については、この章で説明します。
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図 20-1

Oracle RAC 10g クラスタからのノードの削除

Oracle からのノード削除手順の使用

Veritas の uninstallsfrac インストーラを使った
SF Oracle RAC の削除

/etc/llthosts ファイルの編集

/etc/gabtab ファイルの編集

ノードを削除するための VCS 設定の変更

Oracle ノード削除手順の使用
Oracle RAC 10g クラスタからノードを削除するには、Oracle ノード削除手順を使います。
ノードを削除するための Oracle の手順については、Oracle のマニュアルと適切な Oracle
の Web サイトを参照してください。
Oracle の指示に従います。

uninstallsfrac ユーティリティを使った SF Oracle RAC の
削除
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC をアンインストールするノードを含むクラ
スタ内の任意のノードから uninstallsfracscript を実行します。uninstallsfrac スクリプ
トを実行する前に、すべてのサービスグループをオフラインにして、VCS を停止する必要
があります。
手順例では、ノード saturn から SF Oracle RAC が削除されます。
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uninstallsfrac ユーティリティを使って SF Oracle RAC を削除するには

1

Oracle のパラレルグループをすべてオフラインにします。
# hagrp -offline oracle_group -sys saturn

2

CRS をオフラインにします。
# hares -offline cssd_resource -sys saturn

CRS が制御下にない場合は、次を実行します。
# /etc/init.d/init.crs stop

3

SF Oracle RAC を削除するノードで VCS を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -local

4

スーパーユーザーとして、Veritas Storage Foundation for Oracle RAC をアンイ
ンストールする任意のノードからアンインストール処理を開始します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallsfrac

5

すべてのシステムから SF Oracle RAC をアンインストールすることは拒否します。
VCS configuration files exist on this system with the following
information:
Cluster Name: rac_cluster101
Cluster ID Number: 101
Systems: galaxy nebula saturn
Service Groups: cvm oradb1_grp
Do you want to uninstall SFRAC from these systems? [y,n,q] (y) n

警告: 必ず n と応答してください。そうしないと、ユーティリティは、すべてのシステム
から SF Oracle RAC をアンインストールする処理を開始します。

6

SF Oracle RAC をアンインストールするシステムの名前を指定します。

7

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC をアンインストールするシステムの名
前を指定するように求めるプロンプトが表示されます。

Enter the system names separated by spaces on which to uninstall SFRAC:saturn

389

390

第 20 章 Oracle RAC 10g を使った SF Oracle RAC クラスタからのノードの削除
uninstallsfrac ユーティリティを使った SF Oracle RAC の削除

8

スクリプトが、システムに現在インストールされているパッケージがあるかどうかを検査
するので、その出力を確認します。またユーティリティは、安全にアンインストールで
きるパッケージと、アンインストールする順序を特定するために、パッケージ間の依
存関係も調べます。

9

アンインストーラがチェックを完了したら、アンインストールを確認します。

10 スクリプトが各ノードで実行されているプロセスとドライバを停止する際の出力を確認
します。

11 スクリプトがパッケージのアンインストールを終了したら、アンインストーラが作成した
概略ファイル、ログファイルの場所を書き留めます。

既存のノードでの VCS 設定ファイルの編集
uninstallsfrac のスクリプトを実行したら、残りの既存のノードの設定ファイルを変更して、
削除されたノードへの参照を削除します。main.cf の例については、
p.534 の 「Oracle RAC 10g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」 を参照してくださ
い。
残りの既存のノードで VCS 設定ファイルを編集するには、次の手順を実行する必要があ
ります。
■

「/etc/llthosts の編集」

■

「/etc/gabtab の編集」

■

「ノードの削除に伴う VCS 設定の変更」

/etc/llthosts の編集
既存の各ノードで、vi などのテキストエディタを使って /etc/llthosts を編集します。削除
されたノードに対応する行を削除します。たとえば、saturn がクラスタから削除されたノー
ドの場合は、次のファイルから「2 saturn」の行を削除します。

1 galaxy
2 nebula
3 saturn

次のように変更します。

1 galaxy
2 nebula
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/etc/gabtab の編集
ファイル /etc/gabtab で、ノードを削除した後のシステムの数を反映するように、ファイル
内のコマンドを変更します。
/sbin/gabconfig -c -nN

ここで、N は残りのノードの数です。
たとえば、2 つのノードが残っている場合は、次のようになります。
/sbin/gabconfig -c -n2

ノードの削除に伴う VCS 設定の変更
次の 3 つのうちのいずれかの方法で VCS 設定を変更します。
■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf を直接編集する

■

VCS Cluster Manager を使う

■

次の例のように、コマンドラインを使う

メモ: VCS の設定については、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してく
ださい。
この時点で、削除するシステムからすべての Oracle バイナリが削除されています。インス
タンスはデータベースから削除されています。つまり、スレッドは無効になり、
spfile<SID>.ora は、このインスタンスへの参照をすべて削除するように Oracle によっ
て編集されています。次の手順は、main.cf 内にある、削除されたノードへの参照をす
べて削除する方法です。
CVM マスターノードでのみ、root ユーザーとして次の手順を実行します。
次の手順を実行して main.cf ファイルの CVM グループを変更します。
ノードを削除するように VCS 設定を変更します。

1

CVM マスターノードを特定するには、次を実行します。
# vxdctl -c mode

2

main.cf ファイルのバックアップコピーを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.3node.bak
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3

次のコマンドを使って、VxSS グループを再設定します。次のコマンドを実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify VxSS SystemList -delete saturn
# haconf -dump -makero

4

次のコマンドを使って、CVM グループを再設定します。次を実行します。
# haconf -makerw
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -delete saturn
# hagrp -modify cvm SystemList -delete saturn
# hasys -delete saturn
# haconf -dump -makero

main.cf ファイルの例については、
p.534 の 「Oracle RAC 10g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」 を参照してくだ
さい。

5

main.cf ファイルの構文を確認します。
# hacf -verify .

現在、main.cf ファイルには、システム saturn のエントリは含まれていません。

6

新しいバージョンの main.cf をクラスタ内の各システムにコピーします。
# rcp (or scp) main.cf

galaxy:/etc/VRTSvcs/conf/config

# rcp (or scp) main.cf

nebula:/etc/VRTSvcs/conf/config

21
Oracle RAC 11g を使った SF
Oracle RAC クラスタへのノー
ドの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 11g クラスタへのノードの追加について

■

SF Oracle RAC ノード追加手順の使用

■

新しいノードでの Oracle のインストール準備

■

SFDB リポジトリに対する新しいシステムの追加

Oracle RAC 11g クラスタへのノードの追加について
SF Oracle RAC では、Oracle RAC 11g クラスタにノードを追加したり、Oracle RAC 11g
クラスタからノードを削除できます。
SF Oracle RAC のクラスタは、ノードを 8 つまで保持できます。
この章の手順例では、2 ノードクラスタにノードを追加する方法について説明します。この
手順例では、2 つのノード（galaxy と nebula）が存在する既存のクラスタ（rac_cluster101）
にノード（saturn）を追加します。
メモ: この章の情報は Solaris SPARC システムで実行する SF Oracle RAC にのみ適用
できます。Solaris x64 システムで実行する SF Oracle RAC では Oracle RAC 11g をサ
ポートしていません。
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SF Oracle RAC ノード追加手順の使用
次の SF Oracle RAC の手順を使えば、Oracle RAC 11g クラスタにノードを追加できま
す。
■

新しいノードのシステム必要条件の確認

■

クラスタへの新しいシステムの物理的追加

■

新しいシステムへの Veritas Storage Foundation for Oracle RAC のインストール

■

Volume Manager の起動

■

ノードの既存のセキュリティ設定の確認

■

LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバの設定

■

VxSS グループへのノードの追加

■

新しいノードでの Oracle のインストール準備

■

SFDB リポジトリに対する新しいシステムの追加

新しいノードのシステム必要条件の確認
新しいノードに SF Oracle RAC ソフトウェアをインストールする前に、新しいノードがイン
ストールの必要条件を満たしていることを確認する必要があります。
クラスタに参加する新しいノードが、SF Oracle RAC のインストールと使用に関するすべ
ての必要条件を満たしていることを確認します。
■

新しいシステムは、既存のシステムと同じオペレーティングシステムおよびパッチレベ
ルである必要があります。

■

少なくとも 80 列× 24 行のテキストウィンドウを使ってください。これが installsfrac ス
クリプトの表示に最適な推奨サイズです。

■

/etc/fstab ファイルに含まれるエントリがすべて有効であり、各エントリがマウント可能
なファイルシステムを指定していることを確認してください。

クラスタへの新しいシステムの物理的追加
新しいシステムは、既存のシステムと同じオペレーティングシステムおよびパッチレベル
である必要があります。新しいシステムをクラスタに物理的に追加する場合、ノードが次の
状態になっていることを確認します。
■

既存のノードと同じ共有ストレージデバイスに接続されている。

■

クラスタの 2 つの独立したスイッチにプライベートネットワークで接続されている。

『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
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SF Oracle RAC を新しいシステムにインストールし、VxVM を起動すると、新しいシステ
ムが同じ共有ストレージデバイス（コーディネータディスクを含む）に接続できるようになり
ます。新しいシステムが既存のノードと同じディスクを参照していない場合、新しいシステ
ムは新しいノードとしてクラスタに参加できません。これはコンソールに CVM エラーとして
示されます。

新しいシステムへの Veritas Storage Foundation for Oracle RAC のイン
ストール
続行する前に、このマニュアルのインストール前の手順を読みます。
p.55 の 「SF Oracle RAC をインストール、設定するための準備について」 を参照してく
ださい。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC を設定せずにインストールするには

1

インストール先のいずれかのシステムに root でログインします。

2

マウントしたディスクの最上位ディレクトリで、次のコマンドを入力します。
# ./installsfrac -installonly [-rsh]

ソフトウェアを設定せずにインストールを行う場合、-installonly オプションが必要
です。セキュアシェル（SSH）ではなくリモートシェル（RSH）を使って複数のシステム
にソフトウェアを同時にインストールする場合は、-rsh オプションが必要です。
リモートシェル（RSH）またはセキュアシェル（SSH）が正しく設定されている場合は、
単一ノードでこのコマンドを実行すると、クラスタ内のすべてのノードにソフトウェアを
インストールできます。

3

スクリプトが初期チェックを終了したら、確認してインストールを開始します。

4

スクリプトがシステムのライセンスを検査して、ライセンス取得済みのパッケージをイ
ンストールするので、その出力を確認します。

5

インストーラが入力を要求するので、ライセンスキーを入力します。
Enter a SFRAC license key for saturn: [?] XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX successfully registered on saturn
SFRAC license registered on saturn

6

グローバルクラスタ環境を設定する場合、VVR などの追加の製品機能のキーを入
力します。
Do you want to enter another license key for saturn? [y,n,q,?]
(n)
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7

スクリプトはインストールするパッケージとパッチを一覧表示してそれらがノードにす
べて存在するかどうかをチェックするので、出力を確認します。

8

要件のチェックが完了したら、Return キーを押してパッケージのインストールを開
始します。複数のノードをインストールする場合は、それらを同時にインストールする
オプションを使用可能です。インストールが完了すると、プロンプトが表示されます。

9

スクリプトがパッケージとパッチのインストールを終了したら、出力内の概略ファイル、
ログファイル、応答ファイルの場所を書き留めます。

10

installsfrac -configure の実行を促すメッセージが表示された場合は無視し

てください。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC が稼働するクラスタにノードを追加
する場合は、次の手順に従って手動でシステムを設定する必要があります。
p.368 の 「Volume Manager を起動するには」 を参照してください。
-installonly オプションを使って SF Oracle RAC をインストールし、クラスタに参加する
ノードは後で手動で設定する必要があります。このマニュアルの前述の説明に従って、
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC ソフトウェアをインストールします。ただ
し、汎用の installer スクリプトの代わりに製品インストールスクリプトを実行します。

Volume Manager の起動
このユーティリティの実行中に、n と入力するとライセンスに関するメッセージが表示され
ます。installsfrac ユーティリティを実行した際に、適切なライセンスがインストールさ
れています。
Volume Manager を起動するには

1

新しいノードで Veritas Volume Manager を起動するには、vxinstall ユーティリ
ティを使います。
# vxinstall

2

すべてのディスクにエンクロージャ名に基づく名前の付け方を使うかどうか尋ねられ
たら、y と入力します。

3

n と入力して、システム全体のディスクグループを設定しないようにします。インストー
ルが完了します。

4

VxVM デーモンが起動されていることを確認します。次のコマンドを実行します。
# vxdisk list

出力に共有ディスクが表示され、エラーがないことを確認します。
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ノードの既存のセキュリティ設定の確認
セキュアモードで実行しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで実行していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進みます。
p.399 の 「LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバの設定」 を参照してください。
メモ: このセクションの手順では、「node east」を例として使用し、必要なことを説明してい
ます。
ノードで既存のセキュリティ設定を確認するには

1

node east がルートブローカーに属する認証ブローカー(AB として設定されている
場合、次の手順を実行します。設定されていない場合は、node east の認証ブロー
カーの設定に進みます。
p.397 の 「node east の認証ブローカーの設定」 を参照してください。

2

次のコマンドを使用して node east が属するルートブローカーを調べます。
# vssregctl -l -q -b ¥
"Security¥Authentication¥Authentication Broker" ¥
-k "BrokerName"

3

node east がルートブローカー RB1 にすでに属している場合、クラスタの一部として
設定されます。VCS 関連のセキュリティの設定に進みます。
p.398 の 「VCS 関連のセキュリティの設定」 を参照してください。

4

node east が異なるルートブローカー（たとえば RB2）に属している場合は、次の手
順を実行して、node east からセキュリティの信用証明を削除します。
■

/opt/VRTSat/bin/vxatd プロセスを強制終了します。

■

RB2 が node east の AB に提供した信用証明を削除します。
# vssat deletecred --domain type:domainname ¥
--prplname prplname

node east の認証ブローカーの設定
node east の新しい認証ブローカー(AB)を設定します。この AB はルートブローカー RB1
に属します。
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node east の認証ブローカーを設定するには

1

ルートブローカー RB1 で node east のプリンシパルを作成します。ルートブローカー
RB1 で次のコマンドを実行します。
# vssat addprpl --pdrtype root --domain domainname ¥
--prplname prplname --password password ¥
--prpltype service

2

node east と RB1 の時間にクロックスキューがないことを確認します。

3

RB1 から node east に /opt/VRTSat/bin/root_hash ファイルをコピーします。

4

RB1 と通信するように node east の AB を設定します。
# vxatd -o -a -n prplname -p password -x vx -y domainname -q ¥
rootbroker -z 2821 -h roothash_file_path

5

AB が正しく設定されていることを確認します。
# vssat showbrokermode

コマンドはモードが AB であることを示す 1 を返すはずです。

VCS 関連のセキュリティの設定
次の手順を実行して、VCS 関連のセキュリティを設定します。
VCS 関連のセキュリティの設定

1

/opt/VRTSat/bin/vxatd プロセスを起動します。

2

VCS 用の HA_SERVICES ドメインを作成します。
# vssat createpd --pdrtype ab --domain HA_SERVICES

3

node east の AB に VCS と Web サーバーのプリンシパルを追します。
# vssat addprpl --pdrtype ab --domain HA_SERVICES --prplname
webserver_VCS_prplname --password new_password --prpltype
service --can_proxy

4

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

第 21 章 Oracle RAC 11g を使った SF Oracle RAC クラスタへのノードの追加
SF Oracle RAC ノード追加手順の使用

LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバの設定
LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各種ドライバを設定します。
LLT、GAB、VCSMM、VXFEN の各ドライバを設定するには

1

新しいシステムで、/etc/system.conf ファイルを変更して、Oracle に必要な共有メ
モリその他のパラメータを設定します。詳しくは B10766-01『Oracle RAC 11g インス
トールガイド』のマニュアルを参照してください。共有メモリのパラメータの値は、シス
テムを再起動すると有効になります。

2

既存のノードで、/etc/llthosts ファイルを編集します。vi などのテキストエディタを
使って、ファイルに新しいノードの行を追加します。ファイルは次のようになります。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

3

既存のシステムの一方から新しいシステムへ、/etc/llthosts ファイルをコピーし
ます。/etc/llthosts ファイルはクラスタ内のすべてのノードで同一である必要が
あります。

4

新しいシステムに /etc/llttab ファイルを作成します。たとえば、次のようになります。
set-node saturn
set-cluster 101
link qfe0 /dev/qfe:0 - ether - link qfe0 /dev/qfe:1 - ether - -

ノードを参照する最初の行を除いて、このファイルは既存のノード上にある /etc/llttab
ファイルと同じ内容になります。2 行目のクラスタ ID は、既存のノードと同じにする必
要があります。

5

vi などのテキストエディタを使って、新しいシステムに /etc/gabtab ファイルを作成
します。このファイルには、次の例のような行を含める必要があります。
/sbin/gabconfig -c -nN

N はクラスタ内のシステム数です。クラスタ内に 3 つのシステムが存在する場合は、
N が 3 になります。

6

既存の各システムで /etc/gabtab ファイルを編集して、新しいシステムのファイルと
内容が一致するように変更します。
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7

新しいノードをシングルノードクラスタに追加する場合は、手順 8 に進む前にもとの
ノードでフェンシングを有効にするとともに設定を行う必要があります。
メモ: I/O フェンシングについては、前の「I/O フェンシングの設定」セクションを参照
してください。

8

既存の他のいずれかのノードから /etc/vcsmmtab ファイルと /etc/vxfendg ファイ
ルをコピーして、新しいシステムで設定を行います。
# scp galaxy:/etc/vcsmmtab /etc
# scp galaxy:/etc/vxfendg /etc

9

新しいノードで LLT と GAB を起動します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start

10 新しいノードで、VXFEN、VCSMM、LMX の各ドライバを起動しま
す。/etc/vxfenmode ファイルをコピーして、フェンシングを有効にします。次の順
序でコマンドを実行してください。
# scp galaxy: /etc/vxfenmode /etc
# rcp galaxy: /etc/vxfenmode /etc
# /etc/init.d/vxfen start
# /etc/init.d/vcsmm start
# /etc/init.d/lmx start
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11 新しいノードで、GMS と ODM のドライバを起動します。次のコマンドを使います。
# /etc/init.d/odm start

12 新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、b、d、o であることを確認します。
次のコマンドを実行します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port b gen
df20d membership 012
Port d gen
df20a membership 012
Port o gen
df207 membership 012

VxSS グループへのノードの追加
VxSS のグループにノードを追加する場合、次の手順を実行します。
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VxSS グループへのノードの追加

1

既存のシステム galaxy で次のコマンドを入力します。
# haconf -dump -makero
# hastop -all -force

2

既存の VxSS グループにノード saturn を追加します。
VI またはその他のテキストエディタを使用して、main.cf を変更し、グループ VxSS
に新しいノードを追加します。main.cf は /etc/VRTSvcs/conf/config にあります。
たとえば、次のようになります。
group VxSS (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)
// resource dependency tree
//
//
group VxSS
//
{
//
Phantom phantom_vxss
//
ProcessOnOnly vxatd
//
}

3

次のコマンドを実行して、galaxy の VCS を起動します。
# hastart

4

他のすべてのノードで VCS を起動します。
他のすべてのノードで hastart コマンドを実行します。
# hastart
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5

VxSS グループが動作していることを確認します。
すべてのノードで次のコマンドを実行します。
# hagrp -state VxSS

6

任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero

VxSS がすべてのノードで有効になります。

新しいノードでの Oracle のインストール準備
プリインストール操作には、SF Oracle RAC 設定プログラムから実行する手動タスクと自
動タスクがあります。Oracle RAC 11g をインストールする前に、次の追加のタスクを実行
する必要があります。
■

システムパラメータの設定

■

Oracle ユーザーとグループの作成

■

RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定

■

CRS のプライベート IP アドレスの設定

■

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定

■

Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成

■

新しいノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備

■

新しいノードの OCR と投票ディスクのマウントポイントと Oracle データベースのマウ
ントポイントの準備

■

CVM の設定

■

Veritas メンバーシップライブラリのリンク

新しいノードに Oracle をインストールするための上の準備タスクを実行した後、次の追加
の手順を実行する必要があります。
■

Oracle RAC 11g ノード追加手順の使用

■

Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク

システムパラメータの設定
/etc/system ファイルを編集して、共有メモリのパラメータを設定します。
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この手順の詳細については、Oracle の最新のマニュアルを参照してください。ノードを再
起動し、新しい値を有効にします。

Oracle ユーザーとグループの作成
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、Oracle ユーザーとグルー
プを作成する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.284 の 「Oracle ユーザーとグループの作成」 を参照してください。

RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、RSH と RCP の oracle
ユーザー相当の権限を設定する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.287 の 「RSH や RCP が有効な Oracle ユーザー相当の権限の設定」 を参照してくださ
い。

CRS のプライベート IP アドレスの設定
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、CRS のプライベート IP ア
ドレスを設定する必要があります。
CRS デーモンが通信を行うためおよびハートビートを送受信するために、各ノードにはプ
ライベート IP アドレスが必要です。LLT を設定するプライベート NIC デバイスを決定しま
す。ファイル /etc/llttab にアクセスし、表示します。
たとえば、あるシステムでデバイスを LLT 相互接続として使う場合、そのデバイスに対し
て利用可能な IP アドレスを設定できます。
表 21-1

CRS のプライベート IP アドレスを設定するために必要な情報

必要な情報

例

galaxy の場合:

192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.2.1

nebula の場合:

192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.2.2
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必要な情報

例

saturn:

192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.2.3

CRS のプライベート IP アドレスを設定するには

1

main.cf ファイルのバックアップを作成します。たとえば、次のようになります。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

次のコマンドを使用して、アクティブノードの multi_priv リソースにプライベート IP
を追加します。

# haconf -makerw
# hasys -add saturn
# hagrp -modify cvm SystemList -add saturn 2
# hagrp -modify cvm AutoStartList -add Saturn
# hares -modify multi_priv Device

-add

qfe0 0 -sys saturn

# hares -modify multi_priv Device

-add

qfe1 1 -sys Saturn

# hares -modify multi_priv Address -add 192.168.1.5 0 -sys Saturn
# hares -modify multi_priv Address -add 192.168.1.6 0 -sys saturn
# hares -modify multi_priv Address

-add 192.168.2.3 1 -sys saturn

# haconf -dump -makero

Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、Oracle で使用されるパ
ブリック仮想 IP アドレスを識別する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.298 の 「Oracle で使われるパブリック仮想 IP アドレスの特定」 を参照してください。
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Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、Oracle ディスクグルー
プ、ボリューム、マウントポイントを作成する必要があります。
情報については次のセクションを参照してください。
p.299 の 「Oracle ディスクグループ、ボリューム、マウントポイントの作成」 を参照してくだ
さい。

新しいノードでの $CRS_HOME と $ORACLE_HOME の準備
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、新しいノードに
$CRS_HOME と $ORACLE_HOME を準備する必要があります。
共有ストレージ上のローカルまたはクラスタファイルシステムは既存のノードと同じにする
必要があります。

$CRS_HOME と $ORACLE_HOME のローカルファイルシステム
次の手順の指示に従って、新しいノードで $CRS_HOME と $ORACLE_HOME を準備し
ます。
■

ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシステムを
作成します。

■

新しいノードで $CRS_HOME を準備します。

■

新しいノードで $ORACLE_BASE を準備します。

■

新しいノードで $ORACLE_HOME を準備します。

表 21-2

各ノードの $CRS_HOME に必要な情報

必要な情報

例

各ノードにおける Oracle バイナリと CRS バイナ ディスク 1
リ用の Oracle と CRS のディスク
各ローカルストレージ上のディスクグループ

saturn: orabindg_saturn

各ローカルディスクグループのボリューム

saturn: orabinvol_saturn

各ローカルボリューム上のファイルシステム

/dev/vx/rdsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn

各ローカルファイルシステムのマウントポイント

/app

CRS をインストールするディレクトリ

/app
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ローカルストレージ上に Oracle または CRS バイナリ版（/app）のファイルシステムを作
成するには

1

root ユーザーでまず VxVM ローカルディスクグループ orabindg_hostname を作
成します。
# vxdg init orabindg_saturn Disk_1

2

ボリューム orabinvol_hostname を作成します。
# vxassist -g orabindg_saturn make orabinvol_saturn 12G

3

ディレクトリ /app を作成します。
# mkdir /app

4

作成したボリューム orabinvol_hostname でファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn

5

/app をマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn /app

6

このファイルシステムのエントリを追加します。
たとえば、/etc/vfstab ファイルを開いて新しいファイルシステムをリストに追加し、
mount at boot 列に「yes」を指定します。

#device device mount FS fsck mount mount
#to mount to fsck point type pass at boot options
#.
/dev/vx/dsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn
/dev/vx/rdsk/orabindg_saturn/orabinvol_saturn
/app vxfs 1 yes -
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新しいノードで $CRS_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

CRS_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /app/crshome

3

所有者と権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /app/crshome
# chmod -R 744 /app/crshome

新しいノードで $ORACLE_BASE を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_BASE のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /app/oracle

3

所有者と権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /app/oracle
# chmod -R 744 /app/oracle

新しいノードで $ORACLE_HOME を準備するには

1

各システムで root としてログインします。

2

ORACLE_HOME のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /app/oracle/orahome

3

所有者と権限を変更します。
# chown -R oracle:oinstall /app/oracle/orahome
# chmod -R 744 /app/oracle/orahome

新しいノードの OCR と投票ディスクのマウントポイントと Oracle データ
ベースのマウントポイントの準備
Oracle をインストールするために新しいノードを準備するには、新しいノードに OCR と投
票ディスクのマウントポイントと Oracle データベースのマウントポイントを準備する必要が
あります。
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OCR と投票ディスクファイルを格納する CRS ファイルシステムのマウントポイントを作成し
ます。
たとえば、次のようになります。
# mkdir -p /ocrvote

Oracle データベースのマウントポイントを作成します。
たとえば、次のようになります。
# mkdir -p /oradata

CVM の設定
CVM マスターノードでのみ、root ユーザーとして次の手順を実行します。
main.cf ファイルの例については、
p.537 の 「Oracle RAC 11g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」 を参照してくださ
い。
main.cf ファイルの CVM グループを設定するには

1

次のようにして、CVM マスターノードを特定します。
# vxdctl -c mode

2

すべてのシステムで VCS エンジンを停止し、リソースを VCS 以外からコントロール
できる状態にします。CVM マスターノードで次のコマンドを実行します。
# hastop -all -force

3

main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

4

CVM マスターノードの VCS エンジンを再起動します。たとえば、次のコマンドを発
行します。
# hastart
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5

次のコマンドを使用して、CVM にノードを追加します。CVM マスターノードで次のコ
マンドを実行します。
# haconf -makerw
# hasys -add saturn
# hagrp -modify cvm SystemList -add saturn 2
# hagrp -modify cvm AutoStartList -add saturn
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -add saturn 2

6

MultiPrivNIC リソースに新しいノードのデバイスとプライベート IP アドレスを追加し
ます。次のコマンドを実行します。
# hares -modify multi_priv Device -add qfe0 0 -sys saturn
# hares -modify multi_priv Device -add qfe1 1 -sys saturn
# hares -modify multi_priv Address -add 192.168.1.5 0 -sys saturn
# hares -modify multi_priv Address -add 192.168.1.6 0 -sys saturn
# hares -modify multi_priv Address -add 192.168.2.3 1 -sys saturn
# haconf -dump -makero

7

VCS エンジンを再び停止します。CVM マスターノードで次のコマンドを実行します。
# hastop -all -force

8

新しいバージョンの main.cf を、新しく追加されたシステムを含む、クラスタ内の各シ
ステムにコピーします。
# rcp (or scp) main.cf nebula:/etc/VRTSvcs/conf/config
# rcp (or scp) main.cf saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config

この例の場合、galaxy は、main.cf が編集されているシステムであり、コピーを必要
としません。

9

CVM マスターで VCS を起動します。
# hastart
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10 CVM グループがオンラインになったことを確認します。
# hastatus -sum

11 既存のクラスタが新しいノードを認識できるようにするには、現在のノードで次を実行
します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs -t gab reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

12 既存のクラスタ内の各システムで、手順 8 から手順 10 までを繰り返します。
13 新しく追加したノードで CVM を開始します。
■

ノード ID を確認します。
# cat /etc/llthosts

■

このホスト ID が GAB モジュールから参照できることを確認します。
# gabconfig -a

■

VCS エンジンを起動します。
■

新しく追加されたノードで、hastart の前にポート f、u、v または w が存在す
る場合は、VCS を適切に起動するには、新しく追加されたノードを再ブート
する必要があります。
# /usr/bin/shutdown -y -i6 -g0

■

新しく追加されたノードで、hastart の前にポート f、u、v または w が存在しない
場合は、次のコマンドを使って VCS を起動します。
# hastart

14 新しく追加されたノードで、CVM グループがオンラインになったことを確認します。
# hastatus -sum

Veritas メンバーシップライブラリのリンク
Veritas メンバーシップライブラリをリンクするには、次の手順を実行します。
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Veritas メンバーシップライブラリをリンクするには
◆

必要なサブディレクトリが存在しない場合、作成します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
32 ビット版の場合:

# cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_32.so /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so

64 ビット版の場合:
# cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxn2_64.so /opt/ORCLcluster/lib/libskgxn2.so

Oracle RAC 11g ノード追加手順の使用
新しいノードで Oracle をインストールするための準備タスクを実行した後、Oracle RAC
11g ノードの追加手順に従います。
Oracle RAC 11g のノードを追加する手順については、Oracle のマニュアルと適切な
Oracle の Web サイトを参照してください。
この手順では、Oracle は CRS_HOME と ORACLE_HOME をクラスタ内の既存のノード
からコピーします。

Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク
新しいノードに CRS バイナリと Oracle バイナリをインストールしたら、$ORACLE_HOME
の Veritas ライブラリを再リンクします。
メモ: この手順での再リンクは新しいノードでのみ実行します。
この手順については、次を参照してください。
p.328 の 「Oracle RAC 11g への SF Oracle RAC ライブラリの再リンク」 を参照してくださ
い。

SFDB リポジトリに対する新しいシステムの追加
次の手順では、新しいシステムを Storage Foundation データベースリポジトリに追加し
ます。
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新しいシステムを SFDB リポジトリに追加するには

1

次のコマンドシーケンスを使ってシステムを追加します。
# haconf -makerw
# hagrp -modify Sfua_Base SystemList -add saturn
# hares -modify sfua_ip Device qfe2 -sys saturn
# haconf -dump -makero

2

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、
rcp を使うには、次を入力します。
# rcp /etc/vx/vxdbed/.odbc.ini saturn:/etc/vx/vxdbed
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22
Oracle RAC 11g を使った SF
Oracle RAC クラスタからの
ノードの削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle RAC 11g クラスタからのノードの削除について

■

Oracle ノード削除手順の使用

■

uninstallsfrac ユーティリティを使った SF Oracle RAC の削除

Oracle RAC 11g クラスタからのノードの削除について
Oracle RAC 11g クラスタから 1 つ以上のノードを削除するには、この章の手順を使いま
す。
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC クラスタからノードを削除するには、Oracle
ノード削除手順に従う必要があることに加えて、uninstallsfrac ユーティリティを使い、そ
の後で設定ファイルを編集する手順にも従う必要があります。
メモ: この章の情報は Solaris SPARC システムで実行する SF Oracle RAC にのみ適用
できます。Solaris x64 システムで実行する SF Oracle RAC では Oracle RAC 11g をサ
ポートしていません。
図 22-1 に、Veritas Storage Foundation for Oracle RAC クラスタからノードを削除す
るため必要な手順を示します。各手順については、この章で説明します。

416

第 22 章 Oracle RAC 11g を使った SF Oracle RAC クラスタからのノードの削除
Oracle ノード削除手順の使用

図 22-1

Oracle RAC 11g クラスタからのノド削除フローチャート

Oracle からのノード削除手順の使用

Veritas の uninstallsfrac インストーラを使った
SF Oracle RAC の削除

/etc/llthosts ファイルの編集

/etc/gabtab ファイルの編集

ノードを削除するための VCS 設定の変更

Oracle ノード削除手順の使用
Oracle RAC 11g クラスタからノードを削除するには、Oracle ノード削除手順を使います。
ノードを削除するための Oracle の手順については、Oracle のマニュアルと適切な Oracle
の Web サイトを参照してください。
Oracle の指示に従います。

uninstallsfrac ユーティリティを使った SF Oracle RAC の
削除
Veritas Storage Foundation for Oracle RAC をアンインストールするノードを含むクラ
スタ内の任意のノードから uninstallsfrac スクリプトを実行します。
警告: uninstallsfrac スクリプトを起動する前に、すべてのサービスグループをオフライン
にして、VCS を停止する必要があります。
次の手順例では、ノード saturn から SF Oracle RAC が削除されます。
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uninstallsfrac ユーティリティを使って SF Oracle RAC を削除するには

1

Oracle のパラレルグループをすべてオフラインにします。
# hagrp -offline oracle_group -sys nebula

2

次のコマンドを使用して CRS をオフラインにします:
# hares -offline cssd_resource -sys nebula

CRS が制御下にない場合は、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/init.crs stop

3

SF Oracle RAC を削除するノードで VCS を停止します。
#/opt/VRTSvcs/bin/hastop -local

4

スーパーユーザーとして、Veritas Storage Foundation for Oracle RAC をアンイ
ンストールする任意のノードからアンインストールを開始します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallsfrac

5

すべてのシステムから SF Oracle RAC をアンインストールすることは拒否します。
VCS configuration files exist on this system with the following
information:
Cluster Name: rac_cluster101
Cluster ID Number: 101
Systems: galaxy nebula saturn
Service Groups: cvm oradb1_grp
Do you want to uninstall SFRAC from these systems? [y,n,q] (y) n

警告: 必ず n と応答してください。そうしないと、ユーティリティは、すべてのシステム
から SF Oracle RAC をアンインストールする処理を開始します。

6

SF Oracle RAC をアンインストールするシステムの名前を指定します。

7

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC をアンインストールするシステムの名
前を指定するように求めるプロンプトが表示されます。

Enter the system names separated by spaces on which to uninstall SFRAC:saturn
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8

スクリプトが、システムに現在インストールされているパッケージがあるかどうかを検査
するので、その出力を確認します。またユーティリティは、安全にアンインストールで
きるパッケージと、アンインストールする順序を特定するために、パッケージ間の依
存関係も調べます。

9

アンインストーラがチェックを完了したら、アンインストールを確認します。

10 スクリプトが各ノードで実行されているプロセスとドライバを停止する際の出力を確認
します。

11 スクリプトがパッケージのアンインストールを終了したら、アンインストーラが作成した
概略ファイル、ログファイルの場所を書き留めます。

既存のノードでの VCS 設定ファイルの編集
uninstallsfrac のスクリプトを実行したら、残りの既存のノードの設定ファイルを変更して、
削除されたノードへの参照を削除します。main.cf の例については、
p.537 の 「Oracle RAC 11g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」 を参照してくださ
い。
残りの既存のノードで VCS 設定ファイルを編集するには、次の手順を実行する必要があ
ります。
■

「/etc/llthosts の編集」

■

「/etc/gabtab の編集」

■

「ノードの削除に伴う VCS 設定の変更」

/etc/llthosts の編集
既存の各ノードで、vi などのテキストエディタを使って /etc/llthosts を編集します。削除
されたノードに対応する行を削除します。たとえば、saturn がクラスタから削除されたノー
ドの場合は、次のファイルから「2 saturn」の行を削除します。

1 galaxy
2 nebula
3 saturn

次のように変更します。

1 galaxy
2 nebula
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/etc/gabtab の編集
ファイル /etc/gabtab で、ノードを削除した後のシステムの数を反映するように、ファイル
内のコマンドを変更します。
/sbin/gabconfig -c -nN

ここで、N は残りのノードの数です。
たとえば、2 つのノードが残っている場合は、次のようになります。
/sbin/gabconfig -c -n2

ノードの削除に伴う VCS 設定の変更
次のいずれかの方法で VCS 設定を変更します。
■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ディレクトリを直接編集する

■

VCS Cluster Manager を使う

■

次の例のように、コマンドラインを使う

メモ: VCS の設定については、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してく
ださい。
この時点で、削除するシステムからすべての Oracle バイナリが削除されています。インス
タンスはデータベースから削除されています。つまり、スレッドは無効になり、
spfile<SID>.ora は、このインスタンスへの参照をすべて削除するように Oracle によっ
て編集されています。次の手順は、main.cf 内にある、削除されたノードへの参照をす
べて削除する方法です。
CVM マスターノードでのみ、root ユーザーとして次の手順を実行します。
次の手順を実行して main.cf ファイルの CVM グループを変更します。
ノードを削除するように VCS 設定を変更します。

1

CVM マスターノードを特定するには、次を実行します。
# vxdctl -c mode

2

main.cf ファイルのバックアップコピーを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.3node.bak
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3

次のコマンドを使って、VxSS グループを再設定します。次のコマンドを実行します。
#

haconf -makerw

# hagrp -modify VxSS SystemList -delete saturn
# haconf -dump -makero

4

次のコマンドを使って、CVM グループを再設定します。次のコマンドを実行します。
# haconf -makerw
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -delete saturn
# hagrp -modify cvm SystemList -delete saturn
# hasys -delete saturn
# haconf -dump -makero

main.cf ファイルの例については、
p.537 の 「Oracle RAC 11g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」 を参照してくだ
さい。

5

main.cf ファイルの構文を確認します。
# hacf

-verify .

現在、main.cf ファイルには、システム saturn のエントリは含まれていません。

6

新しいバージョンの main.cf をクラスタ内の各システムにコピーします。
# rcp (or scp) main.cf

galaxy:/etc/VRTSvcs/conf/config

# rcp (or scp) main.cf

nebula:/etc/VRTSvcs/conf/config

6
SF Oracle RAC グローバルク
ラスタの設定

■

レプリケートする SF Oracle RAC グローバルクラスタのための準備

■

VVR を使用したグローバルクラスタの設定
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レプリケートする SF Oracle
RAC グローバルクラスタの
ための準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC 環境でのレプリケーション

■

SF Oracle RAC グローバルクラスタの必要条件

■

SF Oracle RAC 環境におけるグローバルクラスタの設定

■

プライマリサイトでの SF Oracle RAC クラスタの設定

■

セカンダリサイトの SF Oracle RAC クラスタの設定

■

両方のサイトのクラスタのレプリケーションの設定

■

グローバルクラスタに対する VCS サービスグループの設定

■

グローバルクラスタ設定のテスト

SF Oracle RAC 環境でのレプリケーション
グローバル VCS サービスグループを設定して、レプリケーションテクノロジを使うことで、
プライマリ SF Oracle RAC クラスタをセカンダリ SF Oracle RAC へのレプリケーション用
に設定することができます。セカンダリサイトの Oracle RAC クラスタは単一ノードクラスタ
にできます。たとえば、プライマリサイトを 2 ノードクラスタ、セカンダリサイトを 2 ノードまた
は単一ノードクラスタにできます。
次のいずれかのレプリケーションテクノロジが使えます。
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■

ホストベースのボリュームレプリケーションを実現する Veritas Volume Replicator
（VVR）。VVR では、SF Oracle RAC の共有ディスクグループにデータボリュームを
レプリケートできます。

■

サポートされているハードウェアベースのレプリケーションテクノロジ。ハードウェアベー
スのレプリケーションを行うと、プライマリアレイからセカンダリアレイにデータをレプリ
ケートできます。

SF Oracle RAC グローバルクラスタの必要条件
設定が SF Oracle RAC でサポートされているか必要条件を確認してください。

SF Oracle RAC のサポート対象のソフトウェアとハードウェア
サポート対象のハードウェアとソフトウェアには、次の情報が用意されています。
■

p.32 の 「インストール必要条件」 を参照してください。

■

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

SF Oracle RAC でサポート対象のレプリケーションテクノロジ
SF Oracle RAC では、Veritas レプリケーションエージェントを通じて次のレプリケーショ
ンテクノロジをサポートしています。
表 23-1

SF Oracle RAC のグローバルクラスタでサポート対象のレプリケーショ
ンオプション

レプリケーションテクノ
ロジ

サポート対象モード

サポート対象ソフトウェア

Veritas Volume
Replicator（VVR）

■

非同期レプリケーション ホストベースのレプリケーション

■

同期レプリケーション

EMC SRDF

■

非同期レプリケーション 全バージョンの Solutions Enabler

サポート対象エージェント:
SRDF

■

同期レプリケーション

サポート対象エージェント
■

RVGShared

■

RVGSharedPri

■

RVGLogOwner
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レプリケーションテクノ
ロジ

サポート対象モード

Hitachi True Copy

■

サポート対象ソフトウェア

非同期レプリケーション 全バージョンの日立 CCI

サポート対象エージェント: ■ 同期レプリケーション
HTC
IBM Metro Mirror

同期レプリケーション

サポート対象エージェント:
MetroMirror

全バージョンの IBM DSCLI
MetroMirror エージェントは DS6000
と DS8000 アレイ用にサポートされます

IBM SVC

■

非同期レプリケーション SVC への SSH のアクセス

SVC CopyServices

■

同期レプリケーション

EMC Mirror View

■

非同期レプリケーション 全バージョンの NaviCLI

サポート対象エージェント:
MirrorView

■

同期レプリケーション:
個々の LUN のみレプリ
ケートできます

メモ: サポート対象のソフトウェアのバージョンについては、ベンダーの互換性リストを確
認してください。上記リストのサポートは、ベンダー提供のハードウェア互換性リストにホス
ト、HBA、アレイが揃っている場合にのみ有効です。確認してください

メモ: すべてのアレイは、SF Oracle RAC 用に SCSI-3 Persistent Reservation をサポー
トしている必要があります。

メモ: Solaris x64 を使用している場合は、Oracle RAC 10g のレプリケーションがサポー
トされています。Oracle RAC 9i と Oracle RAC 11g のレプリケーションはサポートされて
いません。
SF Oracle RAC を実行するグローバルクラスタでは、上記の表に記載の Veritas レプリ
ケーションエージェントを使うことができます。Veritas レプリケーションエージェントによ
り、ユーザーのレプリケーション設定でのアプリケーションのフェールオーバーとリカバリ
がサポートされます。このエージェントは、クラスタ間でデータがレプリケートされる環境に
対してこの機能をサポートします。
VCS エージェントがレプリケーションの方向を制御します。エージェントはレプリケーショ
ンの進捗や状態は監視しません。レプリケーションエージェントは、SF Oracle RAC ノー
ドに接続している、レプリケートされたデバイスの状態を管理します。エージェントは、リ
ソースがオンライン状態にあるシステムが設定済みのデバイスに安全にしかも排他的に
アクセスできるようにします。
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この情報はこの文書がリリースされる時点のものです。レプリケーションエージェントの現
時点での情報について詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

Veritas Cluster Server Agent for EMC SRDF Installation and Configuration
Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for Hitachi TrueCopy Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM Metro Mirror Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM SVC Installation and Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for EMC MirrorView Installation and
Configuration Guide

■

レプリケーションエージェントの最新の更新またはソフトウェア情報については、次の
URL のテクニカルサポート TechNote を参照してください。
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/282004.htm

SF Oracle RAC 環境におけるグローバルクラスタの設定
Oracle RAC のグローバルクラスタの設定では、多くのコンポーネント設定タスク間での調
整が必要になります。このマニュアルでは、ガイドラインとしての手順を説明します。
グローバルクラスタの設定には次のタスクが必要です。
■

プライマリサイトで SF Oracle RAC クラスタを設定する

■

セカンダリサイトで SF Oracle RAC クラスタを設定する

■

両方のサイトでクラスタのレプリケーションを設定する

■

レプリケーション用の VCS サービスグループを設定する

■

HA/DR 設定をテストする

■

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替える

特定の開始点、環境、設定に応じて、一部の SF Oracle RAC HA/DR 設定タスクの調整
が必要となる場合があります。
必要条件については
p.32 の 「インストール必要条件」 を参照してください。
サンプルプライマリおよびセカンダリクラスタ設定ファイルについて:
p.524 の 「ハードウェアベースのレプリケーションプライマリサイトの Oracle RAC 10g 用の
サンプル main.cf」 を参照してください。
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p.529 の 「ハードウェアベースのレプリケーションセカンダリサイトの Oracle RAC 10g 用の
サンプル main.cf」 を参照してください。
グローバルクラスタで AT を設定する手順:
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

プライマリサイトでの SF Oracle RAC クラスタの設定
プライマリサイトには既存の SF Oracle RAC クラスタを使うか、新規 SF Oracle RAC クラ
スタをインストールして使うことができます。
計画情報については、次を参照してください。
p.31 の 「重要なプリインストール情報」 を参照してください。
p.42 の 「SF Oracle RAC インストールと設定タスクの概要」 を参照してください。
p.549 の 「グローバルクラスタ情報」 を参照してください。
p.514 の 「Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファイル」 を参照してくださ
い。
p.543 の 「SF Oracle RAC のインストールと設定情報」 を参照してください。
既存の SF Oracle RAC クラスタがあり、グローバルクラスタを設定する場合は、次の手順
をスキップして、HA/DR のライセンスキーの取得とインストールに進みます。
p.76 の 「グローバルクラスタのライセンスキーの取得とインストール」 を参照してください。
SF Oracle RAC グローバルクラスタを最初から設定する場合、次の手順に従います。
プライマリサイトを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

アレイを管理するためのソフトウェアをインストールします。

3

HA/DR（必須）と VVR（オプション）のライセンスを取得し、インストールします。
p.76 の 「グローバルクラスタのライセンスキーの取得とインストール」 を参照してくだ
さい。
グローバルクラスタまたは VVR の既存のライセンスを確認するには
p.438 の 「VVR とグローバルクラスタのライセンスがすべてのノードで有効であること
を確認するには」 を参照してください。

427

428

第 23 章 レプリケートする SF Oracle RAC グローバルクラスタのための準備
プライマリサイトでの SF Oracle RAC クラスタの設定

4

SF Oracle RAC をインストールして設定します。設定を計画し、必要条件を確認し
て、プリインストールタスクを実行し、インストールを準備します。
必要条件については
p.32 の 「インストール必要条件」 を参照してください。
準備については
p.55 の 「SF Oracle RAC をインストール、設定するための準備について」 を参照し
てください。
インストールについては
p.79 の 「SF Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。
SF Oracle RAC のインストールの成功の確認後
プライマリクラスタのすべてのノードで CVM グループがオンライン状態にあるか次の
ように確認します。
# hagrp -state cvm

5

グローバルクラスタ用に、システムとストレージを準備します。Oracle RAC Clusterware
と RDBMS ソフトウェアをインストールする前に、ハードウェアとストレージの必要条
件を特定します。
次の設定が必要です。
■

Oracle RAC バイナリと CRS バイナリ用のローカルストレージ

■

OCR と投票ディスク用のレプリケートされていないストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートされたストレージ
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6

Oracle RAC をインストールして設定します。
Oracle RAC 9i の場合:
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 インストール/設定ガイド5.0
MP3』を参照してください。
Oracle RAC 10g の場合:
p.209 の 「Oracle RAC 10g のインストールの準備について」 を参照してください。
p.233 の 「Oracle RAC 10g のインストールについて」 を参照してください。
Oracle 11g RAC の場合:
p.277 の 「Oracle RAC 11g のインストールの準備について」 を参照してください。
p.313 の 「Oracle RAC 11g のインストールについて」 を参照してください。
メモ: OCR と投票ディスクはレプリケーションされていない共有ストレージに存在す
る必要があります。
Oracle RAC のインストールと設定が成功したら、CRS デーモンとリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。
$ crs_stat -t

7

レプリケート対象のディスクを特定し、必要な CVM ディスクグループ、ボリューム、
ファイルシステムを作成します。そのファイルシステムにデータベースを作成します。

8

このデータベースに VCS サービスグループを設定します。
Oracle RAC 9i 用のサービスグループを設定するには
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 インストール/設定ガイド5.0
MP3』を参照してください。
Oracle RAC 10g 用のサービスグループを設定するには
p.257 の 「Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照
してください。
Oracle RAC 11g 用のサービスグループを設定するには
p.345 の 「Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照
してください。
すべての VCS サービスグループがオンラインであることを確認します。
設定例については
p.514 の 「Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファイル」 を参照して
ください。
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セカンダリサイトの SF Oracle RAC クラスタの設定
セカンダリサイトでマルチノードやシングルノードの設定が行えます。セカンダリサイトの
設定必要条件は、プライマリサイトの必要条件に若干の追加を加えたものです。追加部
分を以下に示します。
グローバルクラスタの重要な必要条件
■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ名は一意にする必要があります。

■

プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方で同じ Oracle グループとユーザー ID
を使っていることを確認します。

セカンダリサイトを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

アレイを管理するためのソフトウェアをインストールします。

3

HA/DR（必須）と VVR（オプション）のライセンスを取得し、インストールします。
p.76 の 「グローバルクラスタのライセンスキーの取得とインストール」 を参照してくだ
さい。
グローバルクラスタまたは VVR の既存のライセンスを確認するには
p.438 の 「VVR とグローバルクラスタのライセンスがすべてのノードで有効であること
を確認するには」 を参照してください。

4

SF Oracle RAC をインストールして設定します。設定を計画し、必要条件を確認し
て、プリインストールタスクを実行し、インストールを準備します。
必要条件については
p.32 の 「インストール必要条件」 を参照してください。
準備については
p.55 の 「SF Oracle RAC をインストール、設定するための準備について」 を参照し
てください。
インストールについては
p.79 の 「SF Oracle RAC のインストールについて」 を参照してください。
SF Oracle RAC のインストールの成功の確認後
プライマリクラスタのすべてのノードで CVM グループがオンライン状態にあるか次の
ように確認します。
# hagrp -state cvm

5

マルチノードクラスタに、I/O フェンシングを設定します。
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■

セカンダリサイトの共有ストレージが SCSI-3 予約をサポートしているかを確認し
ます。

■

コーディネータディスクを設定します

■

I/O フェンシングを設定します

フェンシングの設定手順:
p.123 の 「I/O フェンシングの設定についてI/O フェンシング」 を参照してください。

6

シングルノードクラスタでは、I/O フェンシングを有効にしないでください。フェンシン
グは無効なモードで実行されます。

7

グローバルクラスタ用に、システムとストレージを準備します。Oracle RAC Clusterware
と RDBMS ソフトウェアをインストールする前に、ハードウェアとストレージの必要条
件を特定します。
次の設定が必要です。

8

■

Oracle RAC バイナリと CRS バイナリ用のローカルストレージ

■

OCR と投票ディスク用のレプリケートされていないストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートされたストレージ

Oracle RAC をインストールして設定します。
Oracle RAC 9i の場合:
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 インストール/設定ガイド5.0
MP3』を参照してください。
Oracle RAC 10g の場合:
p.209 の 「Oracle RAC 10g のインストールの準備について」 を参照してください。
p.233 の 「Oracle RAC 10g のインストールについて」 を参照してください。
Oracle RAC 11g の場合:
p.277 の 「Oracle RAC 11g のインストールの準備について」 を参照してください。
p.313 の 「Oracle RAC 11g のインストールについて」 を参照してください。
メモ: OCR と投票ディスクはレプリケーションされていない共有ストレージに存在す
る必要があります。
Oracle RAC のインストールと設定が成功したら、CRS デーモンとリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。
$ crs_stat -t
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9

データベース、ディスクグループ、またはボリュームは作成しないでください。データ
ベースはプライマリサイトからレプリケートされます。
■

ハードウェアベースのレプリケーションを行っている場合は、データベース、ディ
スクグループ、およびボリュームはプライマリサイトからレプリケートされます。
データベースのデータと制御ファイルのホストになる、CFS のマウントポイント用
ディレクトリを作成します。

■

レプリケーションに VVR を使用している場合は、レプリケートされた内容と同一
のディスクグループおよびボリュームを、プライマリサイトに示されているのと同一
の名前およびサイズで作成します。
CFS マウントポイントのディレクトリを、プライマリサイトのディレクトリとして作成し
ます。これらのディレクトリは、フェールオーバー発生時にセカンダリサイトがプラ
イマリサイトになると、データベースと制御ファイルのホストになります。

10 プライマリの $ORACLE_HOME/dbs から init ファイルを $ORACLE_HOME/dbs に
コピーします。

11 次のサブディレクトリをそのままプライマリサイトに作成します。
Oracle 10g RAC の場合

$
$
$
$

mkdir $ORACLE_HOME/admin
mkdir $ORACLE_HOME/admin/$DB_NAME
cd $ORACLE_HOME/admin/$DB_NAME
mkdir bdump cdump create hdump pfile udump

Oracle RAC 11g の場合、サブディレクトリはデータベース起動時に Oracle RAC
11g によって自動的に作成されるため、サブディレクトリを作成する必要はありませ
ん。
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12 このデータベースに VCS サービスグループを設定します。
Oracle RAC 9i 用のサービスグループを設定するには
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 5.0 インストール/設定ガイド5.0
MP3』を参照してください。
Oracle RAC 10g 用のサービスグループを設定するには
p.257 の 「Oracle RAC 10g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照
してください。
Oracle RAC 11g 用のサービスグループを設定するには
p.345 の 「Oracle RAC 11g の VCS サービスグループの依存関係について」 を参照
してください。
すべての VCS サービスグループがオンラインであることを確認します。
設定例については
p.514 の 「Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファイル」 を参照して
ください。
メモ: データベースサービスグループはセカンダリサイトではオフラインになります。

両方のサイトのクラスタのレプリケーションの設定
プライマリサイトとセカンダリサイトの両方でデータベースファイルのレプリケーションを設
定する必要があります。レプリケーションを設定したら、先に進む前に、テストして正しく機
能していることを確認します。
両方のサイトでレプリケーションを設定する手順

1

ハードウェアベースのレプリケーションを使用している場合は、両方のクラスタのす
べてのノードに、レプリケーションを管理するためのレプリケーション管理ソフトウェア
がインストールされていることを確認します。

2

プライマリサイトでデータベースが格納されているディスクを特定し、セカンダリサイト
で対応するディスクと関連付けします。
VVR の場合:
p.438 の 「VVR を使用したレプリケーション用のクラスタの準備」 を参照してください。
ハードウェアベースのレプリケーションの場合:
2 つのサイト間のレプリケーション設定の詳細については、ハードウェアのマニュア
ルを参照してください。
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3

サイト間のレプリケーションを開始します。
適切な手順については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

4

サイト間のレプリケーションをテストします。

サイト間のレプリケーションのテスト手順

1

レプリケートしたストレージ上のプライマリサイトにサンプルファイルをいくつか作成し
ます。

2

レプリケーションが完了したら、レプリケーションをスプリットまたはサスペンドします。

3

必要なディスクグループをインポートし、対応するファイルシステムをマウントし、セカ
ンダリサイトにサンプルファイルが存在するかを確認します。

4

ファイルシステムをマウント解除し、ディスクグループをデポートし、レプリケーション
を確立します。

グローバルクラスタに対する VCS サービスグループの
設定
各クラスタに Oracle RAC の VCS サービスグループを設定しました。クラスタ間での通信
のため、各クラスタにはクラスタに関連する追加の仮想 IP アドレスが必要です。通常、
VCS のインストールと ClusterService グループの作成には、IP アドレスの指定が必要で
す。
レプリケーションに VVR を使用している場合は、セカンダリサイトに Oracle をインストー
ル後でレプリケーションを確立する前に、VCS サービスグループを設定します。
セカンダリサイトに SF Oracle RAC をインストールした時に ClusterService グループの
設定を行わなかった場合は、グローバルクラスタを設定するときに ClusterService グルー
プを設定します。
次の項目を設定して、グローバルクラスタを設定します。
■

ハートビート

■

ワイドエリアクラスタ（wac）

■

GCO IP（gcoip）

■

リモートクラスタリソース

グローバルクラスタ設定用のサンプル main.cf ファイルについて:
p.514 の 「Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファイル」 を参照してくださ
い。
グローバルクラスタに対する VCS サービスグループを設定するには

1

データベースとリソースに対して、グローバルグループを設定し、有効にします。
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■

セカンダリサイトの VCS サービスグループを設定し、そのサイトでのローカルの
フェールオーバーをテストします（セカンダリサイトのクラスタには複数のノードが
あると想定）。

■

両方のサイトでレプリケーションエージェントを設定します。

■

RAC サービスグループをグローバルサービスグループにして、クラスタ間のフェー
ルオーバーを有効にします。

2

HA/DR が設定済みの環境で実データをテストするには、セカンダリサイトへのテス
ト目的の移行計画を策定します。

3

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替えます。

詳細は次のマニュアルを参照してください。
■

Veritas Cluster Server インストールガイド

■

Veritas Cluster Server Agent for EMC SRDF Installation and Configuration
Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for Hitachi TrueCopy Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM Metro Mirror Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for EMC MirrorView Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM SVC Installation and Configuration Guide

■

レプリケーションエージェントの最新の更新またはソフトウェア情報については、次の
URL のテクニカルサポート TechNote を参照してください。
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/282004.htm

共有ディスク環境での VVR について詳しくは、
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

グローバルクラスタ設定のテスト
計画されたフェールオーバーをテストするには

1

プライマリサイトのクラスタ上の Oracle RAC データベースの VCS サービスグループ
をオフラインにします。

2

セカンダリサイトのクラスタ上の Oracle RAC データベースの VCS サービスグループ
をオンラインにします。
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リカバリサイトでディザスタリカバリをテストするには

1

ディザスタリカバリ設定をテストするためのダウンタイムを計画します。

2

プライマリサイトで災害をシミュレートします。
たとえば、次のようになります。
プライマリでホストとストレージアレイを停止します。ストレージアレイを停止できない
場合、サイト間のレプリケーションリンクを切断します。

3

VCS を使用して、Oracle RAC データベースをセカンダリサイトのクラスタにフェール
オーバーします。

プライマリサイトでフェールバックをテストするには

1

セカンダリサイトのクラスタ上の Oracle RAC データベースの VCS サービスグループ
をオフラインにします。

2

プライマリサイトでノードとストレージアレイを再起動します。

3

レプリケーションリンクが壊れている場合、再接続します

4

セカンダリからのデータを再同期して、プライマリサイトのデータを最新にします。

5

プライマリサイトで VCS サービスグループをオンラインにします。

24
VVR を使用したグローバル
クラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VVR を使用したグローバルクラスタの設定について

■

VVR を使用したレプリケーション用のクラスタの準備

■

VVR を使ったレプリケーションの設定

■

データベースボリュームのレプリケーションのための VVR を使った VCS 設定

VVR を使用したグローバルクラスタの設定について
SF Oracle RAC が稼働しているセカンダリクラスタの設定が終了すると、グローバルクラ
スタ環境を設定できます。グローバルクラスタ環境のレプリケーションをサポートするよう
に、両方のクラスタ設定を修正する必要があります。
メモ: Solaris x64 を使用している場合は、Oracle RAC 10g のレプリケーションがサポー
トされています。Oracle RAC 9i と Oracle RAC 11g のレプリケーションはサポートされて
いません。
グローバルクラスタ用に SF Oracle RAC を設定するには次の作業が必要です。
■

両方のクラスタをグローバルクラスタ環境の一部として設定する

■

両方のクラスタでレプリケーションを設定する

■

データベースのレプリケーションを開始する

■

レプリケーション用にプライマリサイトで VCS を設定する

■

レプリケーション用にセカンダリサイトで VCS を設定する
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サンプルプライマリおよびセカンダリクラスタ設定ファイルについて:
p.514 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（プライマリレプリケーションサイト）用のサ
ンプル main.cf」 を参照してください。
p.519 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（セカンダリレプリケーションサイト）用のサ
ンプル main.cf」 を参照してください。

VVR を使用したレプリケーション用のクラスタの準備
グローバルクラスタ用にクラスタを設定する前に、両方のクラスタで次の点を確認します。
■

SF Oracle RAC と Oracle RAC がインストールされ設定されている

■

VVR のライセンスキーがインストールされている

■

VVR とグローバルクラスタが有効になっている

グローバルクラスタと VVR ライセンス情報について:
p.76 の 「グローバルクラスタのライセンスキーの取得とインストール」 を参照してください。
VVR とグローバルクラスタのライセンスがすべてのノードで有効であることを確認するに
は

1

プライマリクラスタとセカンダリクラスタのすべてのノードで、次のとおりに入力します。
# vxlicrep |grep -i global
Global Cluster Option#VERITAS Cluster Server = Enabled
Global Cluster Option
= Enabled

2

プライマリクラスタとセカンダリクラスタのどちらにも、次のとおりに入力します。
# vxlicrep |grep -i vvr
VVR#VERITAS Volume Manager
VVR

= Enabled
= Enabled

次のトピックの手順例では、rac_cluster101 はノード galaxy および nebula を持つロー
カルクラスタ、rac_cluster102 はノード mercury および jupiter を持つセカンダリサイト
上のリモートクラスタであると仮定しています。
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設定ファイルの例を表示するには

1

設定ファイル例を含むディレクトリに移動します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac

2

SF Oracle RAC VVR/CVR サンプル main.cf 例を一覧します。
# ls *cvmvvr*
cvmvvr_primary_main.cf*

cvmvvr_secondary_main.cf*

これらの main.cf 例は VVR/CVR プライマリとセカンダリ設定に関するもので、以下のセ
クションで役に立ちます。
メモ: Solaris x64 に関しては、cvmvvr_primary_main.cf ファイルと
cvmvvr_secondary_main.cf ファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac の設定例
ファイルには含まれません。以下のリンクに記載されている cvmvvr_primary_main.cf
と cvmvvr_secondary_main.cf のコピーを使用できます。
p.514 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（プライマリレプリケーションサイト）用のサ
ンプル main.cf」 を参照してください。
p.519 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（セカンダリレプリケーションサイト）用のサ
ンプル main.cf」 を参照してください。
両方のサイトでクラスタをレプリケーション用に準備する場合、次の作業が必要です。
■

「VCS 設定への VVR リソースタイプの追加」

■

「VVR を使ったグローバルクラスタの設定」

■

「リモートクラスタとハートビートクラスタオブジェクトの定義」

VCS 設定への VVR リソースタイプの追加
2 つのクラスタで SF Oracle RAC をインストールし、フェンシングを設定した後、VVR タイ
プを VCS 設定に追加します。
VVR タイプを各クラスタ上の VCS 設定に追加するには、次の手順の中で記述されたタ
スクを実行します。手順例では、次の名前のローカルクラスタとリモートクラスタを例として
使います。

LOCAL_CLUSTER NAME: rac_cluster101 (galaxy,nebula)
REMOTE_CLUSTER_NAME: rac_cluster102 (mercury,jupiter)
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プライマリサイトは is rac_cluster101 で、セカンダリサイトは rac_cluster102 です。仮想
IP アドレス 10.180.8.188 は rac_cluster101 と関連付けられ、仮想 IP アドレス
10.190.99.199 は rac_cluster102 と関連付けられています。
VCS 設定への VVR タイプの追加

1

最初のクラスタで CVM が起動していることを確認します。

2

VVR を有効にして VVR ライセンスキーをインストールしたことを確認します。
p.73 の 「SF Oracle RACライセンスキーの取得」 を参照してください。

3

最初のクラスタの任意のノードで次のコマンドを使い、VCS 設定への書き込みアクセ
スを有効にします。
# haconf -makerw

4

VVR タイプの定義を追加するスクリプトを実行します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/sample_vvr
# ./addVVRTypes.sh

VVR リソース定義を VCS 設定に追加するために addVVRTypes.sh スクリプトを実
行すると、次の警告メッセージが表示されます。
VCS
Non
VCS
Non
VCS
Non

WARNING V-16-1-10421
static attribute does not exist 'Primary' (RVG)
WARNING V-16-1-10421
static attribute does not exist 'SRL' (RVG)
WARNING V-16-1-10421
static attribute does not exist 'RLinks' (RVG)

これらの警告は無視できます。

5

VCS 設定を保存して読み取り専用に変更します。
# haconf -dump -makero

6

2 番目のクラスタ rac_cluster102 で、前述の手順を実行します。

VVR を使ったグローバルクラスタの設定
設定ファイルの編集によって、SF Oracle RAC クラスタでグローバルクラスタを設定でき
ます。
p.441 の 「main.cf を使った VVR 設定の変更」 を参照してください。
グローバルクラスタを設定する前に、次の必要条件について確認してください。
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■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ名は一意にする必要があります。

■

1 つのクラスタ内のノード名とリソース名は一意である必要がありますが、クラスタ全体
では、その必要はありません。

■

各クラスタで、クラスタに関連付けられた仮想 IP アドレスが必要になります。通常、
VCS のインストールと ClusterService グループの作成には、IP アドレスの指定が必
要です。SF Oracle RAC のインストール時に ClusterService グループを設定しな
かった場合は、グローバルクラスタを設定するときに設定します。

■

1 つの WAN（Wide Area Network）のハートビートは、各クラスタでリモートクラスタ
の状態を監視する方法があるものとして、クラスタ間を行き来する必要があります。ハー
トビートの設定を手動で行います。

■

すべての Oracle のユーザー ID とグループ ID は、すべてのノードで同じである必要
があります。

■

VVR によってプライマリサイトのストレージからセカンダリサイトにレプリケートされた
Oracle RAC データベースは、各クラスタで同じ名前を持つグローバルグループで定
義される必要があります。グループ内の各リソースはクラスタごとに異なりますが、リ
モートクラスタにリダイレクトされたクライアントは、広範囲のフェールオーバーの後、
プライマリクラスタと同じアプリケーションがインストールされている必要があります。

グローバルクラスタについて詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参
照してください。

main.cf を使った VVR 設定の変更
VVR について main.cf を修正するには

1

main.cf ファイルを編集して、ローカルクラスタの仮想 IP アドレスを指定し、ローカ
ルクラスタの ClusterService グループを定義します。
次のグローバルクラスタ設定例では、プライマリサイトの rac_cluster101 クラスタを
示します。追加の設定は、太字で示されます。
include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
include "OracleTypes.cf"
include "VVRTypes.cf"
cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
ClusterAddress = "10.10.10.101"
Administrators = { admin }
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)
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system galaxy (
)
system nebula (
)
group ClusterService (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = {"/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (

Device =hme0

Address = "10.10.10.101"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC csgnic (

Device =hme0

)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
.
.
.
group cvm (
.
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.
.

2

セカンダリクラスタにとって適切な設定値を使い、前の手順で示したようにセカンダリ
クラスタの main.cf ファイルを編集します。

3

すべてのノードで、次のように入力します。
# hastop -local -force

すべてのシステムで、ポートの h が閉じるのを待ちます。

4

すべてのノードで、次のように入力します。
# hastart

リモートクラスタとハートビートクラスタオブジェクトの定義
グローバルクラスタを設定した後、リモートクラスタのクラスタオブジェクトを追加して、セカ
ンダリサイトのクラスタの IP アドレスを定義し、ハートビートオブジェクトを追加して、クラス
タ間のハートビートを定義します。
ハートビートは、リモートクラスタの状態を監視します。VCS は、heartbeat リソースを両方
のクラスタで設定した後でのみ、リモートクラスタと通信できるようになります。
リモートクラスタとハートビートを定義するには

1

プライマリサイトで、設定への書き込みアクセスを有効にします。
# haconf -makerw

2

リモートクラスタと仮想 IP アドレスを定義します。
この例では、リモートクラスタが rac_cluster102 で、IP アドレスが 10.11.10.102 で
す。
# haclus -add rac_cluster102 10.11.10.102

3

プライマリクラスタの名前と IP アドレスを使い、セカンダリサイトの手順 1 と手順 2 を
完了します。
この例では、プライマリクラスタが rac_cluster101 で、IP アドレスが 10.10.10.101
です。
# haclus -add rac_cluster101 10.10.10.101
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4

プライマリサイトで、クラスタの heartbeat オブジェクトを追加します。この例でのハー
トビートの方法は、ICMP ping です。
# hahb -add Icmp

5

heartbeat リソースの次の属性を定義します。
■

ClusterList は、リモートクラスタを一覧表示します。

■

Arguments は、リモートクラスタ用の仮想 IP アドレスを定義します。

たとえば、次のようになります。
# hahb -modify Icmp ClusterList rac_cluster102
# hahb -modify Icmp Arguments 10.11.10.102 -clus
rac_cluster102

6

設定を保存して、ローカルクラスタでアクセスを読み取り専用に変更します。
# haconf -dump -makero

7

プライマリサイトのクラスタを定義する適切な値とセカンダリサイトのリモートクラスタと
しての ＩＰ を使って、セカンダリクラスタで手順 4 から手順 6 までを終了します。
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8

両方のシステムで hastatus -sum コマンドを使い、クラスタの状態を確認します。
# hastatus -sum

9

haclus -list コマンドを実行することにより、グローバル設定を表示します。
# haclus -list rac_cluster101 rac_cluster102

プライマリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster rac_cluster102 (
Cluster Address = "10.11.10.102"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster102 }
Arguments @rac_cluster102 = { "10.11.10.102" }
)
system galaxy (
)
.
.

セカンダリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster rac_cluster101 (
Cluster Address = "10.10.10.101"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster101 }
Arguments @rac_cluster101 = { "10.10.10.101" }
)
system mercury (
)
.
.

heartbeat オブジェクトの必須属性とオプション属性の設定について詳しくは、
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
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VVR を使ったレプリケーションの設定
VVR を使ってグローバルクラスタ環境でレプリケーションを設定するには、次の作業が必
要です。
■

プライマリサイトのストレージでディスクグループを作成します（まだ行っていない場
合）。
p.427 の 「プライマリサイトでの SF Oracle RAC クラスタの設定」 を参照してください。

■

データベースのディスクグループで SRL（Storage Replicator Log）を作成します。
p.446 の 「プライマリサイトでの SRL ボリュームの作成」 を参照してください。

■

プライマリサイトに RVG（Replicated Volume Group）を作成します。
p.447 の 「プライマリサイトでのレプリケーションオブジェクトの設定」 を参照してくださ
い。

■

セカンダリサイトでレプリケーションオブジェクトを設定します。
p.448 の 「セカンダリサイトのレプリケーションの設定」 を参照してください。

プライマリサイトでの SRL ボリュームの作成
SRL を作成します。SRL は、RVG に属するボリュームです。RVG にもレプリケーション用
データボリュームがあります。
■

セカンダリサイトのデータボリュームは、プライマリサイトのデータボリュームと同じ名前
にします。
p.430 の 「セカンダリサイトの SF Oracle RAC クラスタの設定」 を参照してください。

■

セカンダリサイトの SRL は、プライマリサイトの SRL と同じ名前にします。

■

データボリュームと SRL ボリュームは、同じディスクグループに含まれる必要がありま
す。

■

可能であれば、SRL は他にボリュームがないディスクで作成します。

■

ハードウェアベースのミラー化を行わない場合は、SRL およびデータボリュームのミ
ラー化を行います。

プライマリサイトで SRL ボリュームを作成するには

1

プライマリサイトで、設定と使用量に基づき、SRL ボリュームのサイズを決定します。
詳細は、Veritas Volume Replicator 関連のマニュアルを参照してください。

2

次のコマンドを使って、ノードがマスターとスレーブのどちらであるかを判断します。
# vxdctl -c mode
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3
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マスターノードから、次のコマンドを発行します。
AIX、Linux、Solaris の場合:
# vxassist -g oradatadg make rac1_srl 1500M nmirror=2 disk4 disk5

4

次のコマンドを使って、ディスクグループ内のすべてのボリュームを起動することで、
SRL ボリュームを起動します。
# vxvol -g oradatadg startall

プライマリサイトでのレプリケーションオブジェクトの設定
RVG をプライマリサイトに作成する前に、ボリュームと CVM グループがアクティブでオン
ラインになっていることを確認します。
プライマリサイトのレプリケーションオブジェクトのステータスを見直すには

1

グループに含めるボリュームがアクティブであることを確認します。

2

hagrp -state cvm コマンドの出力を確認します。

3

CVM グループがオンラインになっていることを確認します。

4

vradmin が実行中であることを確認します。
#

ps -ef |grep vradmin
root

536594

598036

0 12:31:25

0

0:00 grep vradmin

vradmin が実行中でなければ起動します。
# vxstart_vvr
VxVM VVR INFO V-5-2-3935 Using following ports:
heartbeat: 4145
vradmind: 8199
vxrsyncd: 8989
data: Anonymous-Ports
To change, see vrport(1M) command
# ps -ef |grep vradmin
root 536782
1
0 12:32:47
- 0:00 /usr/sbin/vradmind
root 1048622 598036
0 12:32:55
0 0:00 grep vradmin
# netstat -an |grep 4145
tcp4
0
0 *.4145
*.*
LISTEN
udp4
0
0 *.4145
*.*

RVG を作成するには
プライマリ RVG を作成するコマンドは、次のようになります。
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vradmin -g disk_group createpri rvg_name data_volume srl_volume

ここで、
■

disk_group は、データベースを含むディスクグループ名

■

rvg_name は、RVG 名

■

data_volume は、VVR がレプリケートするボリューム

■

srl_volume は、SRL のボリューム

たとえば、rac1_rvg RVG を作成するには、次のように入力します。
# vradmin -g oradatadg createpri rac1_rvg rac1_vol rac1_srl

このコマンドは、プライマリサイトに RVG を作成し、各データボリュームに Data Change
Map（DCM）を追加します。この場合、DCM は rac1_vol にあります。

セカンダリサイトのレプリケーションの設定
セカンダリサイトでレプリケーションを行うオブジェクトを作成するには、addsec オプション
を指定して vradmin コマンドを使います。セカンダリサイトでレプリケーションを設定する
には、次のタスクを実行します。
■

プライマリサイトの同等のディスクグループと同じ名前のストレージでディスクグループ
を作成します（まだ行っていない場合）。
p.430 の 「セカンダリサイトの SF Oracle RAC クラスタの設定」 を参照してください。

■

セカンダリサイトでデータベースおよび SRL のボリュームを作成します。
p.448 の 「セカンダリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成」 を参照してください。

■

セカンダリサイトで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集します。
p.449 の 「/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集」 を参照してください。

■

プライマリサイトとセカンダリサイトのホスト名としてネットワーク RLINK 接続を設定す
る解決可能な仮想 IP アドレスを使用します。
p.450 の 「各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの設定」 を参照してください。

■

セカンダリサイトでレプリケーションオブジェクトを作成します。
p.450 の 「レプリケーション用セカンダリサイトのディスクグループの設定」 を参照して
ください。

セカンダリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成
データと SRL のボリュームを作成する場合は、以下の点に留意してください。
■

ボリュームのサイズと名前は、プライマリサイトのディスクグループ内の対応するボリュー
ムを反映させる必要があります。
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■

ディスクグループの別のディスクにデータと SRL のボリュームを作成します。vxdisk
-g diskgroup list コマンドを使い、ディスクグループのディスクを一覧表示しま
す。

■

ボリュームのミラー化を行います。
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セカンダリサイトでデータと SRL のボリュームを作成するには

1

Oracle RAC データベース用に作成されたディスクグループで、データのボリューム
を作成します。この場合は、プライマリサイトのボリューム rac_vol1 は 6.6 GB になり
ます。
# vxassist -g oradatadg make rac_vol1 6600M nmirror=2 disk1 disk2

2

プライマリサイトのボリュームと同じ名前とサイズを使って、SRL のボリュームを作成し
ます。データベースボリュームで使用しているディスクとは異なるが、データボリュー
ムを持つ同じディスクグループ上のディスクにボリュームを作成します。
# vxassist -g oradatadg make rac1_srl 1500M nmirror=2 disk4 disk6

/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集
セカンダリサイトの /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、VVR で、プライマリサイトからセ
カンダリサイトにディスクグループをレプリケートできるようにします。VVR は各ノードで、
ファイル /etc/vx/vras/.rdg を使い、プライマリサイトの RVG をセカンダリサイトの RVG
にレプリケートするための権限を確認します。セカンダリサイトの各ノードのファイルには、
プライマリディスクグループの ID が含まれている必要があります。同様に、それぞれのプ
ライマリシステムのファイルにはセカンダリディスクグループの ID が含まれている必要が
あります。
/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集するには

1

プライマリサイト内の 1 つのノードで、プライマリディスクグループの ID を表示しま
す。
# vxprint -l diskgroup
.....

2

セカンダリサイトの各クラスタノードで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、プライマ
リディスクグループの ID を 1 行に入力します。

3

プライマリサイトの各クラスタノードでこのファイルを編集し、セカンダリディスクグルー
プの ID を 1 行に入力します。
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各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの設定
vradmin コマンドでオブジェクトを作成するには、プライマリサイトとセカンダリサイトのホ
スト名としてネットワーク RLINK 接続を設定する解決可能な仮想 IP アドレスが必要です。
各クラスタの RLINK に対して IP アドレスを設定するには

1

各クラスタで実行されている各 RVG について、クラスタのいずれかのノードで仮想
IP アドレスを設定します。これらの IP アドレスは、RLINK の一部です。
この例は、プライマリサイト上のクラスタの場合です。
■

パブリックネットワークインターフェースは hme0:1

■

仮想 IP アドレスは 10.10.9.101

■

ネットマスクは 255.255.255.0

■ # ifconfig qfe0:1 plumb

# ifconfig qfe0:1 inet 10.10.9.101 netmask 255.255.255.0
# ifconfig qfe0:1 up

2

セカンダリサイトのインターフェース、IP アドレス、およびネットマスクに適切な値を指
定して、同じコマンドを使います。
この例は、セカンダリサイトの場合です。

3

■

パブリックネットワークインターフェースは hme0:1

■

仮想 IP アドレスは 10.11.9.102

■

ネットマスクは 255.255.255.0

仮想クラスタのホスト名に対応する仮想 IP アドレスをプライマリサイトに、仮想クラス
タホスト名をセカンダリサイトに定義します。
プライマリおよびセカンダリサイトの両方にあるすべてのノード上の /etc/hosts ファ
イルを更新します。
例では、次の設定の場合を仮定しています。

4

■

rac_clus101_priv の IP アドレスは 10.10.9.101

■

rac_clus102_priv の IP アドレスは 10.11.9.102

ping コマンドを使って、リンクが機能することを確認します。

レプリケーション用セカンダリサイトのディスクグループの設定
vradmin コマンドを使って、プライマリサイトのマスターノードからセカンダリサイトのレプ

リケーションオブジェクトを作成します。
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レプリケーション用セカンダリサイトのディスクグループを設定するには

1

プライマリサイトのクラスタから、次の形式でコマンドを実行します。
vradmin -g dg_pri addsec rvg_pri pri_host sec_host

ここで、
■

dg_pri は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ。たとえ
ば、次のようになります。oradatadg

■

rvg_pri はプライマリサイトの RVG。たとえば、次のようになります。rac1_rvg

■

pri_host はプライマリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な仮
想ホスト名。たとえば、次のようになります。10.10.9.101 or rac_clus101_priv

■

sec_host はセカンダリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な仮
想ホスト名。たとえば、次のようになります。10.11.9.102 or rac_clus102_priv

たとえば、プライマリサイトのクラスタを RDS（Replicated Data Set）に追加するコマ
ンドは次のとおりです。
# vradmin -g oradatadg addsec rac1_rvg rac_clus101_priv
rac_clus102_priv

2

セカンダリサイトでは、このコマンドにより以下のタスクが実行されます。
■

プライマリサイトと同じ名前を使って、指定したディスクグループ内に RVG を作
成します。

■

プライマリサイトのデータと SRL ボリュームと同じ名前を持つデータと SRL ボリュー
ムを、指定した RVG と関連付けます。

■

Data Change Map（DCM）をデータボリュームに追加します。

■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ RLINKS をデフォルト名で作成しま
す。たとえば、この例で作成されるプライマリ RLINK は
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rlk_rac_clus102_priv_rac1_rvg で、セカンダリ RLINK は
rlk_rac_clus101_priv_rac1_rvg になります。

3

次のコマンドを実行して、RDS 内の RVG のリストを確認します。
# vradmin -g oradg -l printrvg

たとえば、次のようになります。
Reeplicated Data Set: rac1_rvg
Primary:
HostName: 10.180.88.187 <localhost>
RvgName: rac1_rvg
DgName: oradatadg
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
srl: rac1_srl
RLinks:
name=rlk_10.11.9.102_ rac1_rvg, detached=on,
synchronous=off
Secondary:
HostName: 10.190.99.197
RvgName: rac1_rvg
DgName: oradatadg
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
srl: rac1_srl
RLinks:
name=rlk_10.10.9.101_ rac1_rvg, detached=on,
synchronous=off

メモ: レプリケーションが開始されると、値 off の保存されたフラグが、OFF から ON
にステータスが変化します。

Oracle RAC データベースボリュームのレプリケーションの開始
プライマリサイトとセカンダリサイトの両方でレプリケーションの設定を終えたら、プライマリ
サイトからセカンダリサイトへのレプリケーションを開始できます。
デフォルトのレプリケーション設定で開始します。
■

レプリケーションのモード: synchronous=off

■

遅延保護: latencyprot=off
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■

SRL オーバーフロー保護: srlprot_autodcm

■

パケットサイズ: packet_size=8400

■

ネットワークプロトコル: protocol=UDP

初回の同期で使う方法
■

自動同期

■

チェックポイントによる完全同期

これらの設定の修正に関するガイドラインと初回の同期で使うレプリケーション方法の選
択に関する情報については
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

自動同期を使ったレプリケーションの開始
vradmin コマンドを実行すると、レプリケーションが開始され、ネットワークを通じてプライ

マリサイトからセカンダリサイトへのデータ転送が開始されます。セカンダリサイトのクラス
タには、ホスト名が 1 つしかないので、コマンドに sec_host 引数は必要ありません。
自動同期を使ってレプリケーションを開始するには
◆

次のコマンドを使って、自動的にプライマリサイトからセカンダリサイトに RVG を同期
させます。
vradmin -g disk_group -a startrep pri_rvg sec_host

ここで、
■

disk_group は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ。

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG の名前

■

sec_host はセカンダリサイトの仮想ホスト名

たとえば、次のようになります。
# vradmin -g oradatadg -a startrep rac1_rvg rac_clus102_priv

チェックポイントによる完全同期を使ったレプリケーションの開始
vradmin コマンドにチェックポイントオプションを指定して実行し、チェックポイントによる

完全同期を使ったレプリケーションを開始します。
チェックポイントによる完全同期を使ってレプリケーションを開始するには

1

プライマリサイトから、完全同期でセカンダリサイトの RVG を同期させます（-c
checkpoint オプションを使用）。
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vradmin -g disk_group -full -c ckpt_name syncrvg pri_rvg sec_host

ここで、
■

disk_group は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ。

■

ckpt_name はプライマリサイトのチェックポイントの名前

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG の名前

■ sec_host

はセカンダリサイトの仮想ホスト名

たとえば、次のようになります。
# vradmin -g oradatadg -c rac1_ckpt syncrvg rac1_rvg
rac_clus102_priv

2

完全同期後にレプリケーションを開始するには、次のコマンドを入力します。
# vradmin -g oradatadg -c rac1_ckpt startrep rac1_rvg
rac_clus102_priv

レプリケーション状況の確認
レプリケーションが適切に機能しているかを確認します。
レプリケーションのステータスを確認するには

1

プライマリサイトで、vxprint コマンドを使います。
vxprint -g diskgroup -l rlink_name

2

その状況の flags 出力を確認します。出力は、connected および consistentの
ように表示されます。たとえば、次のようになります。
# vxprint -g oradatadg -l rlk_10.182.13.221_oradatadg
Rlink: rlk_10.182.13.221_oradatadg
info: timeout=500 packet_size=8400 rid=0.1078
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
state: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=autodcm
.
.
protocol: UDP/IP
checkpoint: rac1_ckpt
flags: write enabled attached consistent connected
asynchronous
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データベースボリュームのレプリケーションのための VVR
を使った VCS 設定
グローバルクラスタ用に両方のクラスタを設定し、レプリケーション用に Oracle RAC デー
タベースを設定した後、VCS を設定して、データベースの高可用性を確保します。特に、
レプリケーションリソースを含むクラスタリソースを制御するために VCS エージェントを設
定します。
次のサンプル main.cf ファイルでは、レプリケーション用に既存の Oracle RAC データ
ベースを設定した後に VCS の設定が変更されています。
p.514 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（プライマリレプリケーションサイト）用のサ
ンプル main.cf」 を参照してください。
p.519 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（セカンダリレプリケーションサイト）用のサ
ンプル main.cf」 を参照してください。
システムのサンプル main.cf ファイルを表示するには、次のコマンドを入力します。
# pwd
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac
# ls cvmvvr*
cvmvvr_primary_main.cf*

cvmvvr_secondary_main.cf*

メモ: Solaris x64 に関しては、cvmvvr_primary_main.cf ファイルと
cvmvvr_secondary_main.cf ファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac の設定例
ファイルには含まれません。上記のリンクに記載されている cvmvvr_primary_main.cf
と cvmvvr_secondary_main.cf のコピーを使用できます。

レプリケーション用の VCS 設定の修正について
次のリソースは、レプリケーション用に設定または修正する必要があります。
■

ログ所有者グループ

■

RVG グループ

■

CVMVolDg リソース

■

RVGSharedPri リソース

■

Oracle RAC データベースサービスグループ

サービスグループの修正についての詳細例については、
p.457 の 「修正前と修正後の設定例」 を参照してください。
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サービスレプリケーションリソースについて詳しくは、
『Veriras Cluster Server Agents for Veritas Volume Replicator 設定ガイド』を参照
してください。

ログ所有者グループ
RVGLogowner リソースを含むログ所有者グループを作成します。RVGLogowner リソー
スは、次の項目から使用されます。
■

RVG 用の RLINK

■

RVGLogowner リソース。RVG およびそれに関連付けられたディスクグループは、
RVGLogowner リソースの属性として定義されます。

RVG ログ所有者 サービスグループには、RVG を含むサービスグループとの
online-local-firm 依存関係があります。
VCS は次のエージェントを使って、次のリソースを制御します。
■

RVGLogowner エージェントを使って、RVGLogowner リソースを制御

■

RVGShared エージェントを使って、RVGShared リソースを制御

RVG グループ
RVGShared リソースレプリケーションオブジェクトを含む RVG グループを作成します。
RVGShared リソースと CVMVolDg リソースを一緒に、パラレルサービスグループに定義
します。このグループは、すべてのクラスタノードで同時にオンラインになる場合があるた
め、並行と定義されます。

CVMVolDg リソース
この場合、CVMVolDg リソースには CVMVolume 属性に対して指定されたボリュームは
含まれません。ボリュームは RVG リソースに含まれています。RVG のすべてのボリュー
ムが RVGShared リソースの RVG 属性によって定義されているので、CVMVolDg リソー
スの CVMVolume 属性は空白になっています。RVG サービスグループには、CVM サー
ビスグループとの online-local-firm 依存関係があります。
CVMVolDg エージェントについて詳しくは、本マニュアルの
p.605 の 「 CVMVolDg エージェント」 を参照してください。

RVGSharedPri リソース
RVGSharedPri リソースを、既存の Oracle RAC データベースサービスグループに追加
します。CVMVolDg リソースを、既存の Oracle RAC データベースサービスグループか
ら削除する必要があります。
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Oracle RAC データベースサービスグループ
既存の Oracle RAC データベースサービスグループは、Oracle RAC データベースリソー
ス、CVMVolDg リソース、CFSMount リソースで構成されるパラレルグループです（デー
タベースがクラスタファイルシステム内にある場合）。プライマリおよびセカンダリサイトのク
ラスタを ClusterList グループ属性値として指定することで、Oracle RAC サービスグルー
プをグローバルグループとして定義します。

修正前と修正後の設定例
既存の Oracle RAC データベースにレプリケーションを設定した後、VCS 設定の変更を
示す次の図を確認します。
■

修正前の設定:
■

■

図 24-1

修正後の設定:
■

図 24-2

親と子グループのすべての依存関係は online-local-firm です。定義の変更が不要な
ため、CVM サービスグループはどの図でも一緒です。
Oracle RAC 9i について、CVM サービスグループは、リスナー用に設定した IP の形式
によって設定が異なっている可能性があります。

依存関係
レプリケーションのための修正をする前の設定は次のとおりです。
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Solaris の依存関係の図:レプリケーションのための修正をする前の
設定（Oracle RAC 10g）

図 24-1
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レプリケーションのための修正をした後の設定:

第 24 章 VVR を使用したグローバルクラスタの設定
データベースボリュームのレプリケーションのための VVR を使った VCS 設定

Solaris の依存関係の図:レプリケーションのための修正をした後の
設定（Oracle RAC 10g）

図 24-2
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プライマリサイトにおける VCS 設定の変更
プライマリサイトにおける既存の VCS 設定の修正に必要な処理のうち、主なものは次の
通りです。
■

2 つのサービスグループを設定します。
■

RVGLogowner リソースを含むログ所有者グループ

■

RVGShared リソースレプリケーションオブジェクトを含む RVG グループ

■

ClusterList 属性と ClusterFailOverPolicy 属性を設定することで、RVGSharedPri
リソースを既存の Oracle RAC データベースサービスグループに追加し、このグルー
プをグローバルグループとして定義します。

■

CVMVolDg リソースを、既存の Oracle RAC データベースサービスグループから、新
しく作成した RVGShared サービスグループに移動します。

プライマリサイトの VCS を修正するには

1

プライマリクラスタ上のノードの 1 つにログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero

3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

vi などのテキストエディタを使って、main.cf ファイルを編集します。SF Oracle RAC
インストール後の設定ファイル例を確認します。
p.514 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（プライマリレプリケーションサイト）用
のサンプル main.cf」 を参照してください。
クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

異なるプラットフォームの RVGLogowner サービスグループの例を次に示します。
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group rlogowner (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
IP logowner_ip (
Device =hme0
Address = "10.10.9.101"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device =hme0
NetworkType = ether
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic
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5

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例
group RVGgroup (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg

6

クラスタとノードに最適な値を使って、Oracle RAC サービスグループを修正します。
■

プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として
指定することで、Oracle RAC サービスグループをグローバルグループとして定
義します。次の例にある太字の属性を参照してください。

■

ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を追加します。値は Manual にすることを
お勧めします。例の太字の属性を参照してください。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に含まれていた場合は、CVMVolDg リソースを削除します。このリ
ソースが RVG サービスグループの一部になります。

■

RVG サービスグループ（online-local-firm）に依存するようにサービスグループ
を指定します。

次に示すのは、レプリケーション用の Oracle RAC データベースサービスグループ
の設定例です。
group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
ClusterList = { rac_cluster101 = 0, rac_cluster102 = 1 }
Parallel = 1
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
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)
CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/racdb_vol"
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
Oracle rac_db (
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Owner = Oracle
Home = "/oracle/orahome"
Pfile @galaxy = "/oracle/orahome/dbs/initvrts1.ora"
Pfile @nebula = "/oracle/orahome/dbs/initvrts2.ora"
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri
rac_db requires oradata_mnt

7

main.cf ファイルを保存して閉じます。

8

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

9

VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を新しい設定で再起動します。
# hastart

セカンダリサイトにおける VCS 設定の変更
セカンダリサイトにおける既存の VCS 設定の修正のための処理のうち、主なものは次の
通りです。
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■

ログ所有者と RVG サービスグループを追加します。

■

サービスグループを追加して、Oracle RAC データベースとサポートするリソースを管
理します。

■

セカンダリサイトのクラスタがプライマリクラスタと対になるように、オブジェクトとエージェ
ントのレプリケーションを定義します。

次の手順は、プライマリサイトと同様です。
セカンダリサイトの VCS を修正するには

1

セカンダリサイトのノードの 1 つに、root としてログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero

3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

vi などのテキストエディタを使って、main.cf ファイルを編集します。セカンダリサイト
で CVM グループを編集します。
SF Oracle RAC のインストール後の設定ファイル例を参照し、CVM 設定を確認しま
す。
p.519 の 「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（セカンダリレプリケーションサイト）用
のサンプル main.cf」 を参照してください。
この例では、セカンダリサイトに、mercury と jupiter のノードで構成される
rac_cluster102 があります。セカンダリサイトで CVM サービスグループを変更する
には、プライマリサイトの CVM グループをガイドとして使います。

5

クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

RVGLogowner サービスグループの例
group rlogowner (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }

第 24 章 VVR を使用したグローバルクラスタの設定
データベースボリュームのレプリケーションのための VVR を使った VCS 設定

AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
IP logowner_ip (
Device =hme0
Address = "10.11.9.102"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device =hme0
NetworkType = ether
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

6

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例を次に示します。
group RVGgroup (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
CVMVolDg racdata_voldg
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg
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7

Oracle RAC サービスグループを追加します。プライマリサイトの Oracle RAC サー
ビスグループを、セカンダリサイトの Oracle RAC サービスグループのモデルとして
使います。
■

プライマリおよびセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として
指定することで、Oracle RAC サービスグループをグローバルグループとして定
義します。

■

このグローバルグループにプライマリサイトのグループと同じ名前を割り当てま
す。たとえば、oradb1_grp です。

■

ClusterList クラスタ属性と ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を含めます。値
は Manual にすることをお勧めします。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に含まれていた場合は、CVMVolDg リソースを削除します。このリ
ソースが RVG サービスグループの一部になります。

■

RVG サービスグループに依存する（online-local-firm）ようにサービスグループ
を指定します。

次に、セカンダリサイトの Oracle RAC グループの例を示します。
.
group oradb1_grp (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
ClusterList = { rac_cluster102 = 0, rac_cluster101 = 1 }
Parallel = 1
OnlineRegryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/racdb_vol"
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
Oracle rac_db (
Sid @mercury = vrts1
Sid @jupiter = vrts2
Owner = Oracle
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Home = "/oracle/orahome"
Pfile @mercury = "/oracle/orahome/dbs/initvrts1.ora"
Pfile @jupiter = "/oracle/orahome/dbs/initvrts2.ora"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri
rac_db requires oradata_mnt

8

main.cf ファイルを保存して閉じます。

9

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

10 VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を新しい設定で再起動します。
# hastart

両方のクラスタのすべてのノードでの VCS の起動
プライマリおよびセカンダリクラスタでレプリケーション用の main.cf ファイルを修正後は、
両方のクラスタで VCS を起動してください。
両方のクラスタのすべてのノードで VCS を起動するには

1

プライマリサイトから、次のコマンドを使って 1 つのノードで VCS エンジンを起動しま
す。
# hastart

2

次のコマンドを実行します。
# hastatus
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3

メッセージカラムに LOCAL_BUILD または RUNNING が表示されたら、次のコマン
ドを使って、ほかのノードで VCS を開始します。
# hastart

4

すべてのリソースが VCS によってオンライン状態になったことを確認します。1 つの
ノードで、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

Oracle RAC、RVG および CVM の各グループは、プライマリサイトの両方のノード
でオンラインになりました。RVGLogOwner グループは、クラスタの 1 つのノードで
オンラインです。RVG グループまたは RVGLogOwner グループのいずれかが部分
的にオンラインになっている場合は、hagrp -online コマンドを使って、手動でグ
ループをオンラインにすることができます。セカンダリクラスタについても同様にしま
す。ただし Oracle RAC グループはオフラインにします。

5

次のコマンドを使って、セカンダリサイトで、1 つのノードから VCS を起動します。
# hastart

6

次のコマンドを実行します。
# hastatus

7

メッセージカラムに LOCAL_BUILD または RUNNING が表示されたら、次のコマン
ドを使って、ほかのノードで VCS を開始します。
# hastart

8

サービスグループとそれらのリソースがオンラインになっていることを確認します。1
つのノードで、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

Oracle RAC サービスグループがセカンダリサイトでオフラインでも、CVM、RVG log
owner、RVG グループはオンラインです。

7
SF Oracle RAC のアンインス
トール

■

Oracle RAC 10g クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール

■

Oracle RAC 11g クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール
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Oracle RAC 10g クラスタか
らの SF Oracle RAC のアン
インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC の Oracle RAC 10g クラスタからのアンインストールについて

■

SF Oracle RAC の Oracle RAC 10g クラスタからのアンインストールの準備

■

Oracle RAC 10g クラスタからの SF Oracle RAC の削除

SF Oracle RAC の Oracle RAC 10g クラスタからのアン
インストールについて
SF Oracle RAC ソフトウェアをクラスタのノードからアンインストールできます。インストーラ
によってプロンプトが表示されたら、SF Oracle RAC をアンインストールするクラスタ内の
ノードを選択できます。
図 25-1 に、Oracle RAC 10g インスタンスが実行されるクラスタから SF Oracle RAC をア
ンインストールするために必要な手順の概要を示します。
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図 25-1

Oracle RAC 10g を使っている SF Oracle RAC のアンインストールの
フローチャート
各ノードでの Oracle インスタンスの停止
Oracle データベースのバックアップ
共有ディスクからの Oracle データベースの移動または削除
（オプション）
Oracle RAC バイナリのアンインストール（オプション）

アプリ
ケーションは
VCS 制御の
CFS と CVM を
使ってい
CFS を使うアプリケーションの停止
るか?
はい

いいえ
各ノードでの CFS のマウント解除

アプリ
ケーションは
VCS 制御の
VxFS と VxVM
を使ってい
VxFS を使うアプリケーションの停止
るか?
はい

各ノードでの VxFS のマウント解除

いいえ

すべてのノードで VCS を停止
すべてのノードでの SF Oracle RAC の削除

ライセンスキーと他の設定ファイルの削除

ノードの再ブート

SF Oracle RAC の Oracle RAC 10g クラスタからのアン
インストールの準備
Oracle RAC 11g インスタンスを持つクラスタから SF Oracle RAC をアンインストールする
前に、次の手順を実行してください。
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■

「Oracle インスタンスの停止」

■

「Oracle データベースのバックアップ」

■

「Oracle データベースの移動と削除（オプション）」

■

「Oracle RAC 10g のアンインストール（オプション）」

■

「リポジトリデータベースの削除」

■

「CFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）」

■

「CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」

■

「VxFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）」

■

「VxFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」

■

「VCS の停止」

Oracle インスタンスの停止
SF Oracle RAC をアンインストールするクラスタノードの Oracle インスタンスと CRS を停
止する必要があります。Oracle インスタンスを停止する前に、Oracle サービスグループ
に依存するサービスグループを停止する必要があります。
次の手順に、2 ノードクラスタのインスタンスを停止するための手順を説明します。この手
順では、ノードは galaxy と nebula です。VCS の設定によって、Oracle インスタンスを停
止する手順は変わることがあります。
Oracle RAC 10g インスタンスが VCS 制御下にある場合、Oracle リソースをオフラインに
する必要があります。
Oracle インスタンスを停止するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

各ノードで、VCS 設定ファイル（main.cf）の Oracle リソースをオフラインにします。
# hagrp -offline oracle_group -sys node_name

たとえば、次のようになります。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -offline Oracle1 -sys galaxy
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -offline Oracle1 -sys nebula

これらのコマンドは指定のノードで動作し、VCS で制御されている Oracle のリソー
スを停止します。
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3

各ノードで、VCS 設定ファイル（main.cf）の CSSD リソースをオフラインにします。
# hares -offline cssd_resource -sys node_name

たとえば、次のようになります。
# hares -offline cssd -sys galaxy
# hares -offline cssd -sys nebula

これらのコマンドは指定のノードで動作し、VCS で制御されている CSSD のリソース
を停止します。

4

Oracle と CVM のサービスグループの状態を確認します。

# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -state
Group
Oracle1
Oracle1
cvm
cvm

Attribute
State
State
State
State

System
galaxy
nebula
galaxy
nebula

Value
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|

Oracle データベースのバックアップ
Oracle データベースを保持する場合は、Oracle データベースをバックアップする必要が
あります。Oracle データベースのバックアップの手順については、Oracle RAC 10g のマ
ニュアルを参照してください。
SF Oracle RAC のアンインストール後は、Veritas Volume Manager と Veritas File
System がクラスタからアンインストールされるため、Oracle データベースにアクセスでき
ません。

Oracle データベースの移動と削除（オプション）
データを必要に応じて安全に再配置したら、Oracle データベースを移動または削除でき
ます。Oracle データベースの移動または削除の手順については、Oracle RAC 10g のマ
ニュアルを参照してください。

Oracle RAC 10g のアンインストール（オプション）
SF Oracle RAC のアンインストール後、Oracle RAC 10g をアンインストールするか、Oracle
RAC 10g を実行することができます。
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Oracle RAC 10g をアンインストールするには

1

oracle ユーザーとしてログインします。

2

DISPLAY 変数を設定します。使うシェルによって、次のコマンドを実行します。
Bourne シェル（sh また $ DISPLAY=host:0.0;export DISPLAY
は ksh）
C シェル（csh または
tcsh）

3

$ setenv DISPLAY host:0.0

Oracle RAC 10g runInstaller ユーティリティを実行します。
$ /cdrom/Disk1/runInstaller

4

Oracle RAC 10g ソフトウェアをアンインストールするオプションを選択します。
このユーティリティについて詳しくは、Oracle RAC 10g のマニュアルを参照してくだ
さい。

5

必要に応じて、この手順を使用して、他のノードから Oracle RAC 10g をアンインス
トールします。

リポジトリデータベースの削除
Storage Foundation for Oracle のリポジトリデータベースを削除するには、次の手順を
使います。リポジトリデータベースを削除するには、スーパーユーザー（root）権限が必要
です。
リポジトリデータベースを削除するには

1

次のコマンドを実行して、リポジトリ設定を VCS 設定から削除し、リポジトリディスクグ
ループをデポートします。
# /opt/VRTS/bin/sfua_db_config -o unconfig_cluster

2

次のコマンドを使ってリポジトリディスクグループをインポートします。
# vxdg import <name_of_disk_group>

3

次のコマンドを使ってリポジトリボリュームをマウントします。
# /opt/VRTSdbcom/config/sfua_rep_mount start

4

次のコマンドを使ってリポジトリデータベースを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfua_db_config -o dropdb
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CFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、VCS の制御下になく、CFS マウントを使っているすべての
アプリケーションを停止する必要があります。
CFS マウントポイントを使っているプロセスがないことを確認するには

1

次のコマンドを実行します。
# fuser -c mount_point

2

アプリケーションが提供する機構によって、CFS のマウントポイントを使うすべてのプ
ロセスを停止します。

CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、すべてのノードで、VCS の制御下にない CFS ファイルシ
ステムをマウント解除する必要があります。
VCS の制御下にない CFS ファイルシステムをマウント解除するには

1

マウントファイルの出力をチェックして、マウント解除するファイルシステムを判断しま
す。次に例を示します。
# mount -v | grep cluster

2

ファイルシステムのマウントポイントを指定することによって、出力に表示された各ファ
イルシステムをマウント解除します。
#

umount mount_point

VxFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、VCS の制御下になく、VxFS マウントを使っているすべて
のアプリケーションを停止する必要があります。
VxFS マウントポイントを使っているプロセスがないことを確認するには

1

次のコマンドを実行します。
# fuser -c mount_point

2

アプリケーションが提供する機構によって、VxFS のマウントポイントを使うすべての
プロセスを停止します。

第 25 章 Oracle RAC 10g クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール
SF Oracle RAC の Oracle RAC 10g クラスタからのアンインストールの準備

VxFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、すべてのノードで、VCS の制御下にない VxFS ファイル
システムをマウント解除する必要があります。
メモ: 再ブートの問題を避けるためには、/etc/vfstab フォルダから VxFS のすべてのエ
ントリを削除する必要があります。
VCS の制御下にない VxFS ファイルシステムをマウント解除するには

1

マウントファイルの出力をチェックして、マウント解除するファイルシステムを判断しま
す。次に例を示します。
#

2

mount -v | grep vxfs

ファイルシステムのマウントポイントを指定することによって、出力に表示された各ファ
イルシステムをマウント解除します。
#

umount mount_point

VCS の停止
VCS を停止し、すべてのノードのサービスグループをオフラインにします。
VCS を停止するには

1

1 つのクラスタノードにスーパーユーザーとしてログインします。

2

すべてのノードで VCS を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -all

3

gabconfig -a コマンドの出力を確認して、VCS が停止したことを確認します。

このコマンドの出力には、VCS エンジンまたは HAD（High Availability Daemon）
ポート h が表示されていません。この出力は VCS が停止していることを示していま
す。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0b membership 01
Port b gen 5c3d10 membership 01
Port d gen 5c3d0c membership 01
Port o gen 5c3d0f membership 01
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Oracle RAC 10g クラスタからの SF Oracle RAC の削除
uninstallsfrac program を使って、SF Oracle RAC クラスタ内のすべてのノードから SF
Oracle RAC パッケージを削除できます。uninstallsfrac program は、使われている
Oracle のバージョンにかかわらずすべての SF Oracle RAC パッケージを削除することに
注意してください。
不完全なインストールの後に SF Oracle RAC をアンインストールする必要がある場合
や、/opt/VRTS/install 内に uninstallsfrac program がない場合は、SF 5.0 MP3 for
Oracle RAC ディスクに収録されている uninstallsfrac program を使う必要があります。
SF Oracle RAC パッケージを削除するには、次の作業が必要です。
■

「SF Oracle RAC パッケージの削除」

■

「その他の設定ファイルの削除（オプション）」

SF Oracle RAC パッケージの削除
インストーラは、Veritas Volume Manager と Veritas Volume Replicator のパッケージ
を削除するオプションを備えています。uninstallsfrac program でこれらのパッケージを
削除できるのは、ブートディスクが VxVM の制御下になく、同時に、開いているボリュー
ムがない場合のみであることに注意してください。
SF Oracle RAC パッケージを削除するには

1

2

次のいずれかを行ってアンインストールを開始します。
■

クラスタ内のリモートノードで SSH または RSH を使ってスーパーユーザーとして
コマンドを実行できる場合は、1 つのノードで uninstallsfrac program を実行
し、クラスタ内のすべてのノードの SF Oracle RAC をアンインストールします。

■

クラスタ内のリモートノードで SSH または RSH を使ってスーパーユーザーとして
コマンドを実行できない場合は、クラスタ内の各ノードで uninstallsfrac program
を実行する必要があります。

uninstallsfrac program があるフォルダに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

3

uninstallsfrac program を起動します。
# ./uninstallsfrac [-rsh]

プログラムは、ログを作成するディレクトリを指定すると、著作権のメッセージから始ま
ります。

4

クラスタ内のすべてのノードから VxVM と VVR のパッケージを削除するかどうかを
指定します。ルートディスクが VM の制御外にある場合のみ y と入力します。
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5

同じサブネットのリモートシステムからアンインストールプログラムを呼び出した場合
は、アンインストールの処理を行うシステム名を入力します。
Enter the system names separated by spaces on which to
uninstall SFRAC: galaxy nebula

6

SF Oracle RAC クラスタ内のノードからアンインストールプログラムを呼び出した場合
は、クラスタの情報を見直し、SF Oracle RAC をアンインストールすることを確認しま
す。

VCS configuration files exist on this system with the following
information:
Cluster Name: rac_cluster101
Cluster ID Number: 101
Systems: galaxy nebula
Service Groups: cvm
Do you want to uninstall SFRAC from these systems? [y,n,q] (y)

7

アンインストールプログラムが各システムのオペレーティングシステムを調べ、システ
ム間の通信を検証し、システムのライセンスを検証するので、その出力を確認ししま
す。

8

アンインストールプログラムが、ノードに現在インストールされている Storage
Foundation for Oracle RAC パッケージを調べるので、その出力を確認します。
このプロセスでは、システムのアンインストールの必要条件およびパッケージ間の依
存関係が識別され、パッケージのアンインストールの安全性と順序が確認されます。

9

SF Oracle RAC をアンインストールすることを確認します。
All SFRAC processes that are currently running will be stopped.
Are you sure you want to uninstall SFRAC? [y,n,q] (y)

10 各ノードで現在マウントされている、ユーザー用の VxFS ファイルシステムが、SF
Oracle RAC をアンインストールする前にマウント解除されたことを確かめます。
All user VxFS filesystems that are currently mounted on galaxy
should be unmounted before uninstalling.

p.476 の 「CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」 を参照してくださ
い。

11 クラスタ内の各ノードに、接続されているボリュームがないことを確かめます。
12 アンインストールプログラムがエージェントを停止し、各ノードで検証を実行してアン
インストールを進めるので、その出力を確認します。
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13 アンインストールプログラムが SF Oracle RAC の処理を停止するので、その出力を
確認します。

14 アンインストールプログラムが SF Oracle RAC パッケージをアンインストールするの
で、その出力を確認します。

15 必要に応じて、アンインストール作業の概略とログファイルを確認します。

その他の設定ファイルの削除（オプション）
uninstallsfrac ユーティリティの実行後に残された Veritas の設定ファイルとパッケージ
を削除できます。
残っている Veritas 設定ファイルを削除する手順（オプション）

1

削除できるすべての VRTS パッケージを一覧表示します。
pkginfo -l |grep -i vrts

2

pkgrm pkgname コマンドを実行し、残された VRTS パッケージを削除します。

3

次のコマンドは、残りの Veritas 設定ファイルを vrts.53 ディレクトリに移動します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

cd /var
mkdir vrts.53
mv *VRTS* vrts.53
mv vx vrts.53
cd /var/opt
mkdir vrts.53
mv *VRTS* vrts.53
cd /opt
mkdir vrts.53
mv *VRTS* vrts.53
cd /etc
mkdir vrts.53
mv vx *llt* *fen* *gab* *vcs* vcsmmtab vrts.53

vrts.53 ディレクトリは後で削除できます。

ノードの再ブート
SF Oracle RAC をアンインストールしたら、各ノードを再ブートします。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6

26
Oracle RAC 11g クラスタか
らの SF Oracle RAC のアン
インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC の Oracle RAC 11g クラスタからのアンインストールについて

■

SF Oracle RAC の Oracle RAC 11g クラスタからのアンインストールの準備

■

Oracle RAC 11g クラスタからの SF Oracle RAC の削除

SF Oracle RAC の Oracle RAC 11g クラスタからのアン
インストールについて
SF Oracle RAC ソフトウェアをクラスタのノードからアンインストールできます。インストーラ
によってプロンプトが表示されたら、SF Oracle RAC をアンインストールするクラスタ内の
ノードを選択できます。
メモ: この章の情報は、Solaris SPARC システムの SF Oracle RAC にのみ該当します。
Solaris x64 システムの SF Oracle RAC は Oracle 11g RAC をサポートしていません。
図 26-1 に、Oracle RAC 11g インスタンスが実行されるクラスタから SF Oracle RAC をア
ンインストールするために必要な手順の概要を示します。
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図 26-1

Oracle RAC 11g を使っている SF Oracle RAC のアンインストールの
フローチャート
各ノードでの Oracle インスタンスの停止
Oracle データベースのバックアップ
共有ディスクからの Oracle データベースの移動または削除
（オプション）
Oracle RAC バイナリのアンインストール（オプション）

アプリ
ケーションは
VCS 制御の
CFS と CVM を
使ってい
CFS を使うアプリケーションの停止
るか?
はい

いいえ
各ノードでの CFS のマウント解除

アプリ
ケーションは
VCS 制御の
VxFS と VxVM
を使ってい
VxFS を使うアプリケーションの停止
るか?
はい

各ノードでの VxFS のマウント解除

いいえ

すべてのノードで VCS を停止
すべてのノードでの SF Oracle RAC の削除

ライセンスキーと他の設定ファイルの削除

ノードの再ブート

SF Oracle RAC の Oracle RAC 11g クラスタからのアン
インストールの準備
Oracle RAC 11g インスタンスを持つクラスタから SF Oracle RAC をアンインストールする
前に、次の手順を実行してください。
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■

「Oracle インスタンスの停止」

■

「Oracle データベースのバックアップ」

■

「Oracle データベースの移動と削除（オプション）」

■

「Oracle RAC 11g のアンインストール（オプション）」

■

「リポジトリデータベースの削除」

■

「CFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）」

■

「CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」

■

「VxFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）」

■

「VxFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」

■

「VCS の停止」

Oracle インスタンスの停止
Oracle RAC 11g インスタンスが VCS 制御下にある場合、Oracle リソースをオフラインに
する必要があります。
SF Oracle RAC をアンインストールするクラスタノードの Oracle インスタンスと CRS を停
止する必要があります。Oracle インスタンスを停止する前に、Oracle サービスグループ
に依存する Oracle インスタンスを停止する必要があります。
次の手順に、2 ノードクラスタの Oracle インスタンスを停止するための手順を説明します。
この手順では、ノードは galaxy と nebula です。VCS の設定によって、Oracle インスタン
スを停止する手順は変わることがあります。
Oracle インスタンスを停止するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

各ノードで、VCS 設定ファイル（main.cf）の Oracle リソースをオフラインにします。
# hagrp -offline oracle_group -sys node_name

たとえば、次のようになります。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -offline Oracle1 -sys galaxy
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -offline Oracle1 -sys nebula

これらのコマンドは指定のノードで動作し、VCS で制御されている Oracle のリソー
スを停止します。
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3

各ノードで、VCS 設定ファイル（main.cf）の CSSD リソースをオフラインにします。
# hares -offline cssd_resource -sys node_name

たとえば、次のようになります。
# hares -offline cssd -sys galaxy
# hares -offline cssd -sys nebula

これらのコマンドは指定のノードで動作し、VCS で制御されている CSSD のリソース
を停止します。

4

Oracle と CVM のサービスグループの状態を確認します。

# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -state
Group
Oracle1
Oracle1
cvm
cvm

Attribute
State
State
State
State

System
galaxy
nebula
galaxy
nebula

Value
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|

Oracle データベースのバックアップ
Oracle データベースを保持する場合は、Oracle データベースをバックアップする必要が
あります。Oracle データベースのバックアップの手順については、Oracle RAC 11g のマ
ニュアルを参照してください。
SF Oracle RAC のアンインストール後は、Veritas Volume Manager と Veritas File
System がクラスタからアンインストールされるため、Oracle データベースにアクセスでき
ません。

Oracle データベースの移動と削除（オプション）
データを必要に応じて安全に再配置したら、Oracle データベースを移動または削除でき
ます。Oracle データベースの移動または削除の手順については、Oracle RAC 11g のマ
ニュアルを参照してください。

Oracle RAC 11g のアンインストール（オプション）
SF Oracle RAC のアンインストール後、Oracle RAC 11g をアンインストールするか、Oracle
RAC 11g を実行することができます。
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Oracle RAC 11g をアンインストールするには

1

oracle ユーザーとしてログインします。

2

DISPLAY 変数を設定します。使うシェルによって、次のコマンドを実行します。
Bourne シェル（sh また $ DISPLAY=host:0.0;export DISPLAY
は ksh）
C シェル（csh または
tcsh）

3

$ setenv DISPLAY host:0.0

Oracle RAC 11g RAC runInstaller ユーティリティを実行します。
$ /cdrom/Disk1/runInstaller

4

Oracle RAC 11g ソフトウェアをアンインストールするオプションを選択します。
このユーティリティについて詳しくは、Oracle RAC 11g のマニュアルを参照してくだ
さい。

5

必要に応じて、この手順を使用して、他のノードから Oracle RAC 11g をアンインス
トールします。

リポジトリデータベースの削除
Storage Foundation for Oracle のリポジトリデータベースを削除するには、次の手順を
使います。リポジトリデータベースを削除するには、スーパーユーザー（root）権限が必要
です。
リポジトリデータベースを削除するには

1

次のコマンドを実行して、リポジトリ設定を VCS 設定から削除し、リポジトリディスクグ
ループをデポートします。
# /opt/VRTS/bin/sfua_db_config -o unconfig_cluster

2

次のコマンドを使ってリポジトリディスクグループをインポートします。
# vxdg import <name_of_disk_group>

3

次のコマンドを使ってリポジトリボリュームをマウントします。
# /opt/VRTSdbcom/config/sfua_rep_mount start

4

次のコマンドを使ってリポジトリデータベースを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfua_db_config -o dropdb
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CFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、VCS の制御下になく、CFS マウントを使っているすべての
アプリケーションを停止する必要があります。
CFS マウントポイントを使っているプロセスがないことを確認するには

1

次のコマンドを実行します。
# fuser -c mount_point

2

アプリケーションが提供する機構によって、CFS のマウントポイントを使うすべてのプ
ロセスを停止します。

CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、すべてのノードで、VCS の制御下にない CFS ファイルシ
ステムをマウント解除する必要があります。
VCS の制御下にない CFS ファイルシステムをマウント解除するには

1

マウントファイルの出力をチェックして、マウント解除するファイルシステムを判断しま
す。次に例を示します。
# mount -v | grep cluster

2

ファイルシステムのマウントポイントを指定することによって、出力に表示された各ファ
イルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point

VxFS を使うアプリケーションの停止（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、VCS の制御下になく、VxFS マウントを使っているすべて
のアプリケーションを停止する必要があります。
VxFS マウントポイントを使っているプロセスがないことを確認するには

1

次のコマンドを実行します。
# fuser -c mount_point

2

アプリケーションが提供する機構によって、CFS のマウントポイントを使うすべてのプ
ロセスを停止します。

第 26 章 Oracle RAC 11g クラスタからの SF Oracle RAC のアンインストール
SF Oracle RAC の Oracle RAC 11g クラスタからのアンインストールの準備

VxFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）
すべての Oracle ユーザーは、すべてのノードで、VCS の制御下にない VxFS ファイル
システムをマウント解除する必要があります。
メモ: 再ブートの問題を避けるためには、/etc/vfstab フォルダから VxFS のすべてのエ
ントリを削除する必要があります。
VCS の制御下にない CFS ファイルシステムをマウント解除するには

1

マウントファイルの出力をチェックして、マウント解除するファイルシステムを判断しま
す。次に例を示します。
#

2

mount -v | grep cluster

ファイルシステムのマウントポイントを指定することによって、出力に表示された各ファ
イルシステムをマウント解除します。
#

umount mount_point

VCS の停止
VCS を停止し、すべてのノードのサービスグループをオフラインにします。
VCS を停止するには

1

1 つのクラスタノードにスーパーユーザーとしてログインします。

2

すべてのノードで VCS を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -all

3

gabconfig -a コマンドの出力を確認して、VCS が停止したことを確認します。

このコマンドの出力には、VCS エンジンまたは HAD（High Availability Daemon）
ポート h が表示されていません。この出力は VCS が停止していることを示していま
す。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen 5c3d0b membership 01
Port b gen 5c3d10 membership 01
Port d gen 5c3d0c membership 01
Port o gen 5c3d0f membership 01
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Oracle RAC 11g クラスタからの SF Oracle RAC の削除
uninstallsfrac program を使って、SF Oracle RAC クラスタ内のすべてのノードから SF
Oracle RAC パッケージを削除できます。uninstallsfrac program は、使われている
Oracle のバージョンにかかわらずすべての SF Oracle RAC パッケージを削除することに
注意してください。
不完全なインストールの後に SF Oracle RAC をアンインストールする必要がある場合
や、/opt/VRTS/install 内に uninstallsfrac program がない場合は、SF 5.0 MP3 for
Oracle RAC ディスクに収録されている uninstallsfrac program を使う必要があります。
SF Oracle RAC パッケージを削除するには、次の作業が必要です。
■

「SF Oracle RAC パッケージの削除」

■

「その他の設定ファイルの削除（オプション）」

SF Oracle RAC パッケージの削除
インストーラは、Veritas Volume Manager と Veritas Volume Replicator のパッケージ
を削除するオプションを備えています。uninstallsfrac program でこれらのパッケージを
削除できるのは、ブートディスクが VxVM の制御下になく、同時に、開いているボリュー
ムがない場合のみであることに注意してください。
SF Oracle RAC パッケージを削除するには

1

2

次のいずれかを行ってアンインストールを開始します。
■

SSH または RSH によってクラスタのリモートノードで、スーパーユーザーとしてコ
マンドを実行できる場合、1 つのノードで uninstallsfrac program を実行し、ク
ラスタのすべてのノードの SF Oracle RAC をアンインストールします。

■

SSH または RSH によってクラスタのリモートノードで、スーパーユーザーとしてコ
マンドを実行できない場合は、クラスタの各ノードで uninstallsfrac program を
実行する必要があります。

uninstallsfrac program があるフォルダに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

3

uninstallsfrac program を起動します。
# ./uninstallsfrac [-rsh]

プログラムは、ログを作成するディレクトリを指定すると、著作権のメッセージから始ま
ります。

4

クラスタ内のすべてのノードから VxVM と VVR のパッケージを削除するかどうかを
指定します。ルートディスクが VM の制御外にある場合のみ y と入力します。
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5

同じサブネットのリモートシステムからアンインストールプログラムを呼び出した場合
は、アンインストールの処理を行うシステム名を入力します。
Enter the system names separated by spaces on which to
uninstall SFRAC: galaxy nebula

6

SF Oracle RAC クラスタ内のノードからアンインストールプログラムを呼び出した場合
は、クラスタの情報を見直し、SF Oracle RAC をアンインストールすることを確認しま
す。

VCS configuration files exist on this system with the following
information:
Cluster Name: rac_cluster101
Cluster ID Number: 101
Systems: galaxy nebula
Service Groups: cvm
Do you want to uninstall SFRAC from these systems? [y,n,q] (y)

7

アンインストールプログラムが各システムのオペレーティングシステムを調べ、システ
ム間の通信を検証し、システムのライセンスを検証するので、その出力を確認ししま
す。

8

アンインストールプログラムが、ノードに現在インストールされている Storage
Foundation for Oracle RAC パッケージを調べるので、その出力を確認します。
このプロセスでは、システムのアンインストールの必要条件およびパッケージ間の依
存関係が識別され、パッケージのアンインストールの安全性と順序が確認されます。

9

SF Oracle RAC をアンインストールすることを確認します。
All SFRAC processes that are currently running will be stopped.
Are you sure you want to uninstall SFRAC? [y,n,q] (y)

10 各ノードで現在マウントされている、ユーザー用の VxFS ファイルシステムが、SF
Oracle RAC をアンインストールする前にマウント解除されたことを確かめます。
All user VxFS filesystems that are currently mounted on galaxy
should be unmounted before uninstalling.

p.486 の 「CFS ファイルシステムのマウント解除（VCS の制御外）」 を参照してくださ
い。

11 クラスタ内の各ノードに、接続されているボリュームがないことを確かめます。
12 アンインストールプログラムがエージェントを停止し、各ノードで検証を実行してアン
インストールを進めるので、その出力を確認します。
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13 アンインストールプログラムが SF Oracle RAC の処理を停止するので、その出力を
確認します。

14 アンインストールプログラムが SF Oracle RAC パッケージをアンインストールするの
で、その出力を確認します。

15 必要に応じて、アンインストール作業の概略とログファイルを確認します。

その他の設定ファイルの削除（オプション）
uninstallsfrac ユーティリティの実行後に残された Veritas の設定ファイルとパッケージ
を削除できます。
残っている Veritas 設定ファイルを削除する手順（オプション）

1

削除できるすべての VRTS パッケージを一覧表示します。
pkginfo -l |grep -i vrts

2

pkgrm pkgname コマンドを実行し、残された VRTS パッケージを削除します。

3

次のコマンドは、残りの Veritas 設定ファイルを vrts.43 ディレクトリに移動します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

cd /var
mkdir vrts.43
mv *VRTS* vrts.43
mv vx vrts.43
cd /var/opt
mkdir vrts.43
mv *VRTS* vrts.43
cd /opt
mkdir vrts.43
mv *VRTS* vrts.43
cd /etc
mkdir vrts.43
mv vx *llt* *fen* *gab* *vcs* vcsmmtab vrts.43

vrts.43 ディレクトリは後で削除できます。

ノードの再ブート
SF Oracle RAC をアンインストールしたら、各ノードを再ブートします。
# /usr/sbin/shutdown -g0 -y -i6

8
参照情報

■

設定ファイルの例

■

SF Oracle RAC のインストールと設定の参考値

■

応答ファイル

■

自動ストレージ管理

■

テストデータベースの作成

■

高可用性エージェントの情報
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A
設定ファイルの例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

sample main.cf ファイルについて

■

Oracle 設定用のサンプル main.cf ファイル

■

Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファイル

■

ノードを追加および削除するためのサンプル main.cf ファイル

sample main.cf ファイルについて
VCS 設定ファイル main.cf を調べて、SF Oracle RAC のインストールと設定について確
認できます。
main.cf ファイルはフォルダ /etc/VRTSvcs/conf/config 内にあります。
次の設定例について、次の点に注意します。
■

すべての構成例は、Oracle バイナリがローカルディスクにインストールされ、オペレー
ティングシステムにより管理されていることを前提とします。これらのファイルシステム
を、ファイル /etc/fstab に指定する必要があります。

■

すべての設定のクラスタ定義に、UseFence=SCSI3 を指定する必要があります。

メモ: この章で紹介する Oracle 11g のサンプル main.cf ファイルは、Solaris SPARC シ
ステムで実行される SF Oracle RAC にのみ適用できます。Solaris x64 システムで実行
する SF Oracle RAC では Oracle RAC 11g をサポートしていません。

Oracle 設定用のサンプル main.cf ファイル
サンプル main.cf ファイルの例は、次の Oracle 設定のために提供されます。
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■

「Oracle エージェントなしの Oracle RAC 10g 用のサンプル main.cf」

■

「Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 10g のサンプル main.cf」

■

「Oracle エージェントと CMC を使用した Oracle RAC 10g のサンプル main.cf 」

■

「Oracle エージェントなし、VxSS ありの Oracle RAC 10g 用のサンプル main.cf」

■

「Oracle エージェントなしの Oracle RAC 11g 用のサンプル main.cf」

■

「Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 11g のサンプル main.cf」

メモ: SF Oracle RAC のインストール後、サンプル main.cf ファイルの種類はディレクトリ
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac で表示できます。

Oracle エージェントなしの Oracle RAC 10g 用のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 10g RAC サンプル main.cf 用の設定の詳細です。
■

設定ファイル名: 10g_simple_main.cf

■

1 つの Oracle RAC 10g データベースのみで使います。

■

1 つの並列サービスグループ（cvm）のみがあります。

■

cvm グループには CSSD 用の PrivNIC と アプリケーションリソースが含まれます。

include
include
include
include
include
cluster

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo}
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
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)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)

CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)

CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
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CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires oradata_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
oradata_mnt requires oradata_voldg
oradata_voldg requires cvm_clus
ocrvote_voldg requires cvm_clus
ocrvote_mnt requires vxfsckd
oradata_mnt requires vxfsckd
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 10g のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 10g サンプル main.cf 用の設定の詳細です。
■

設定ファイル名: 10g_main.cf

■

複数の Oracle データベース用です。

■

2 つの並列サービスグループ cvm および oradb1_grp を持ちます。

■

oradb1_grp は cvm に依存します。

■

oradb1_grp には Oracle と oradata マウントリソースがあります。
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メモ: データベース起動モードを CRS で手動と設定します。

include
include
include
include
include
cluster

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)

system galaxy (
)
system nebula (
)
group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
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CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires oradata_voldg
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)

CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
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CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

Oracle エージェントと CMC を使用した Oracle RAC 10g のサンプル
main.cf
以下はこの Oracle RAC 10g main.cf 用の設定の詳細です。
■

名前: 10g_main.cf

■

より汎用的に、複数の Oracle データベースを持つことができます。

■

3 つのサービスグループ cvm、oradb1_grp、oradb2_grp を持ちます。
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■

oradb1_grp は cvm に依存します。

■

oradb1_grp には Oracle と oradata マウントリソースがあります。

■

oradb2_grp は cvm に依存します。

■

oradb2_grp には Oracle と oradata マウントリソースがあります。

メモ: データベース起動モードを CRS で手動と設定します。

include
include
include
include
include
cluster

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)
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CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)

CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevoll }
CVMActivation = sw
)

CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
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NetMask = "255.255.240.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

group CMC (
SystemList = { galaxy, nebula }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
ClusterConnectorConfig CMC_ClusterConfig (
MSAddress = "mgmtserver1.symantecexample.com"
MSPort = 14145
ClusterId = "1145613636"
ClusterType = "vcs"
ClusterPort = 14141
VCSLoggingLevel = "TAG_A"
Logging = "/opt/VRTScmccc/conf/cc_logging.properties"
ClusterConnectorVersion = "5.0.1000.0"
)
Process CMC_ClusterConnector (
PathName = "/bin/sh"
Arguments = "/opt/VRTScmccc/bin/cluster_connector.sh"
)
CMC_ClusterConnector requires CMC_ClusterConfig
group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
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Sid @nebula = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata1_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradata1_dg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata1_voldg (
CVMDiskGroup = oradata1_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata1_mnt
oradata1_mnt requires oradata1_voldg
group oradb2_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Oracle ora2 (
Critical = 0
Sid @galaxy = hr1
Sid @nebula = hr2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata2_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradata2_dg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata2_voldg (
CVMDiskGroup = oradata2_dg
CVMVolume = { oradatavol }
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CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora2 requires oradata2_mnt
oradata2_mnt requires oradata2_voldg

Oracle エージェントなし、VxSS ありの Oracle RAC 10g 用のサンプル
main.cf
以下は Oracle エージェントなし、VxSS グループありの Oracle RAC 10g 用のサンプル
main.cf です。

include
include
include
include
include
cluster

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo}
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system galaxy (
)
system nebula (
)

group VxSS (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)

付録 A 設定ファイルの例
Oracle 設定用のサンプル main.cf ファイル

//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group VxSS
{
Phantom phantom_vxss
ProcessOnOnly vxatd
}

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)

CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)

CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
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MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires oradata_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
oradata_mnt requires oradata_voldg

付録 A 設定ファイルの例
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oradata_voldg requires cvm_clus
ocrvote_voldg requires cvm_clus
ocrvote_mnt requires vxfsckd
oradata_mnt requires vxfsckd
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
// group cvm
// {
// Application cssd
//
{
//
CFSMount ocrvote_mnt
//
{
//
CVMVolDg ocrvote_voldg
//
{
//
CFSMount oradata_mnt
//
{
//
CMVVolDg oradata_voldg
//
}
//
}
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}
//
}
//
PrivNIC ora_priv
//
}
// }

Oracle エージェントなしの Oracle RAC 11g 用のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 11g サンプル main.cf 用の設定の詳細です。
■

設定ファイル名: 11g_simple_main.cf

■

1 つの 11g+ Oracle データベースのみを使います。

■

1 つのサービスグループ（cvm）のみがあります。

■

cvm グループには CSSD 用の PrivNIC と アプリケーションリソースが含まれます。
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include
include
include
include
include
include
cluster

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"MultiPrivNIC.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo}
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)

付録 A 設定ファイルの例
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CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1
Address@galaxy = { "192.168.1.1"
Address@nebula = { "192.168.1.3"

=
=
=
=

1}
1}
0, "192.168.1.2" = 0, "192.168.2.1" = 1 }
0, "192.168.1.4" = 0, "192.168.2.2" = 1 }
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NetMask = "255.255.240.0"
)
cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires oradata_mnt
cssd requires multi_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
oradata_mnt requires oradata_voldg
oradata_voldg requires cvm_clus
ocrvote_voldg requires cvm_clus
ocrvote_mnt requires vxfsckd
oradata_mnt requires vxfsckd
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

Oracle エージェントを使用した Oracle RAC 11g のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 11g サンプル main.cf 用の設定の詳細です。
■

設定ファイル名: 11g_main.cf

■

より汎用的に、複数の Oracle データベースを持つことができます。

■

3 つのサービスグループ cvm、oradb1_grp、oradb2_grp を持ちます。

■

oradb1_grp は cvm に依存します。

■

oradb1_grp には Oracle と oradata マウントリソースがあります。

■

oradb2_grp は cvm に依存します。

■

oradb2_grp には Oracle と oradata マウントリソースがあります。

メモ: データベース起動モードを CRS で手動と設定します。

include
include
include
include
include
include
cluster

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"MultiPrivNIC.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)

付録 A 設定ファイルの例
Oracle 設定用のサンプル main.cf ファイル

system galaxy (
)
system nebula (
)
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)

CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
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CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1
Address@galaxy = { "192.168.1.1"
Address@nebula = { "192.168.1.3"
NetMask = "255.255.240.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires multi_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2

=
=
=
=

1}
1}
0, "192.168.1.2" = 0, "192.168.2.1" = 1 }
0, "192.168.1.4" = 0, "192.168.2.2" = 1 }

付録 A 設定ファイルの例
Oracle 設定用のサンプル main.cf ファイル

Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata1_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradata1_dg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata1_voldg (
CVMDiskGroup = oradata1_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata1_mnt
oradata1_mnt requires oradata1_voldg
group oradb2_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Oracle ora2 (
Critical = 0
Sid @galaxy = hr1
Sid @nebula = hr2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata2_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradata2_dg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata2_voldg (
CVMDiskGroup = oradata2_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
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)
requires group cvm online local firm
ora2 requires oradata2_mnt
oradata2_mnt requires oradata2_voldg

Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファ
イル
この節は Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファイルを示します。
サンプル main.cf ファイル例は次の Oracle レプリケーション設定のために提供されま
す。
■

「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（プライマリレプリケーションサイト）用のサンプ
ル main.cf」

■

「Oracle RAC 10g および CVM/VVR（セカンダリレプリケーションサイト）用のサンプ
ル main.cf」

■

「ハードウェアベースのレプリケーションプライマリサイトの Oracle RAC 10g 用のサン
プル main.cf」

■

「ハードウェアベースのレプリケーションセカンダリサイトの Oracle RAC 10g 用のサン
プル main.cf」

メモ: SF Oracle RAC のインストール後、サンプル main.cf ファイルの種類はディレクトリ
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac で表示できます。

Oracle RAC 10g および CVM/VVR（プライマリレプリケーションサイト）用
のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 10g サンプル main.cf 用の設定の詳細です。
■

名前: cvmvvr_primary_main.cf

■

より汎用的に、複数の Oracle データベースを持つことができます。

■

ファイルへのパス: /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/cvmvvr_primary_main.cf
メモ: Solaris x64 に関しては、cvmvvr_primary_main.cf ファイルと
cvmvvr_secondary_main.cf ファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac の設定
例ファイルには含まれません。以下に記載されている cvmvvr_primary_main.cf の
コピーを使用できます。

付録 A 設定ファイルの例
Oracle レプリケーション設定用のサンプル main.cf ファイル

include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"VVRTypes.cf"

cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
ClusterAddress = "10.10.10.101"
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
remotecluster rac_cluster102 (
ClusterAddress = "10.11.10.102"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster102 }
Arguments @rac_cluster102 = { "10.11.10.102" }
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group ClusterService (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = hme0
Address = "10.10.10.101"
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NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
group RVGgroup (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)

付録 A 設定ファイルの例
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CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
ClusterList = { rac_cluster101 = 0, rac_cluster102 = 1 }
OnlineRetryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
AutoStartList = { galaxy, nebula }
Authority = 1
)
CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
RVGSharedPri ora_vvr_sharedpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires ora_vvr_sharedpri
group rlogowner (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 2
)
IP logowner_ip (
Device = hme0
Address = "10.10.9.101"
NetMask = "255.255.240.0"
)

付録 A 設定ファイルの例
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NIC nic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

Oracle RAC 10g および CVM/VVR（セカンダリレプリケーションサイト）用
のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 10g サンプル main.cf 用の設定の詳細です。
■

名前: cvmvvr_secondary_main.cf

■

より汎用的に、複数の Oracle データベースを持つことができます。

■

ファイルへのパス: /etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/cvmvvr_secondary_main.cf
メモ: Solaris x64 に関しては、cvmvvr_primary_main.cf ファイルと
cvmvvr_secondary_main.cf ファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac の設定
例ファイルには含まれません。以下に記載されている cvmvvr_secondary_main.cf
のコピーを使用できます。

include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"VVRTypes.cf"

cluster rac_cluster102 (
UserNames = { admin = bopHo }
ClusterAddress = "10.11.10.102"
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
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remotecluster rac_cluster101 (
ClusterAddress = "10.10.10.101"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster101 }
Arguments @rac_cluster101 = { "10.10.10.101" }
)
system mercury (
)
system jupiter (
)
group ClusterService (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = hme0
Address = "10.11.10.102"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
group RVGgroup (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
Parallel = 1

付録 A 設定ファイルの例
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AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg
group cvm (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/ops/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster102
CVMNodeId = { mercury = 0, jupiter = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
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MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
PrivNIC ora_privnic (
Critical = 0
Device = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)
cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
group oradb1_grp (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
Parallel = 1
ClusterList = { rac_cluster101 = 0, rac_cluster102 = 1 }
OnlineRetryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
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Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @mercury = vrts1
Sid @jupiter = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
RVGSharedPri ora_vvr_sharedpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires ora_vvr_sharedpri
group rlogowner (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
OnlineRetryLimit = 2
)
IP logowner_ip (
Device = hme0
Address = "10.11.9.102"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC nic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic
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ハードウェアベースのレプリケーションプライマリサイトの Oracle RAC 10g
用のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 10g サンプル main.cf 用の設定の詳細です。

include
include
include
include
include
include

■

設定ファイル名: srdf_primary_main.cf

■

より汎用的に、複数の Oracle データベースを持つことができます。

■

このサンプルは SRDF をベースにしていますが、このテンプレートは他のサポート対
象のハードウェアベースのレプリケーションオプションに有効です。

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"SRDFTypes.cf"

cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
ClusterAddress = "10.11.10.101"
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
remotecluster rac_cluster102 (
ClusterAddress = "10.11.10.102"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster102 }
Arguments @rac_cluster101 = { "10.11.10.102" }
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group ClusterService (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
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Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = hme0
Address = "10.11.10.101"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
Application wac
//
{
//
IP gcoip
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//
}
//
}
group Async_ReplicatedDataGroup (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStart = 0
Parallel = 1
ClusterList = { rac_cluster101 = 1, rac_cluster102 = 0 }
AutoStartList = { galaxy, nebula }
ClusterFailOverPolicy = Auto
)
CFSMount oradataa_cfs (
MountPoint = "/oradataa"
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BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradataa_dg_galaxy_nebula/oradataa_vol"
)
CVMVolDg oradataa_vol (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradataa_dg_galaxy_nebula
CVMVolume = { oradataa_vol }
CVMActivation = sw
)

Oracle Oracle2 (
Critical = 0
Sid @galaxy = RACG1
Sid @nebula = RACG2
Owner = oracle
Home = "/oracle/10g"
Pfile @galaxy = "/oracle/10g/dbs/initRACG1.ora"
Pfile @nebula = "/oracle/10g/dbs/initRACG2.ora"
)
SRDF SRDFASync_Group_1 (
GrpName = RAC_Async
Mode = Asynchronous
)
requires group cvm online local firm
Oracle2 requires oradataa_cfs
oradataa_cfs requires oradataa_vol
oradataa_vol requires SRDFASync_Group_1
// resource dependency tree
//
//
group Async_ReplicatedDataGroup
//
{
//
Oracle Oracle2
//
{
//
CFSMount oradataa_cfs
//
{
//
CVMVolDg oradataa_vol
//
{
//
SRDF SRDFASync_Group_1
//
}
//
}
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//
//

}
}

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline stopcrs"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
)
CFSMount ocrvote_cfs (
Critical = 0
MountPoint @galaxy = "/ocrvote"
MountPoint @nebula = "/ocrvote"
BlockDevice @galaxy = "/dev/vx/dsk/ocrvote_dg_galaxy_nebula/ocrvote_vol"
BlockDevice @nebula = "/dev/vx/dsk/ocrvote_dg_galaxy_nebula/ocrvote_vol"
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVolDg ocrvote_vol (
Critical = 0
CVMDiskGroup @galaxy = ocrvote_dg_galaxy_nebula
CVMDiskGroup @nebula = ocrvote_dg_galaxy_nebula
CVMVolume @galaxy = { ocrvote_vol }
CVMVolume @nebula = { ocrvote_vol }
CVMActivation @galaxy = sw
CVMActivation @nebula = sw
)
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CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
PrivNIC ora_privnic (
Critical = 0
Device @galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device @nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)
cssd requires ocrvote_cf
cssd requires ora_priv
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
ocrvote_cfs requires ocrvote_vol
ocrvote_vol requires vxfsckd
vxfsckd requires cvm_clus
// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
Application cssd
//
{
//
CFSMount ocrvote_cfs
//
{
//
CVMVolDg ocrvote_vol
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}
//
}
//
}
//
PrivNIC ora_priv
//
}
//
}
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ハードウェアベースのレプリケーションセカンダリサイトの Oracle RAC
10g 用のサンプル main.cf
以下はこの Oracle RAC 10g サンプル main.cf 用の設定の詳細です。
■

設定ファイル名: srdf_secondary_main.cf

■

より汎用的に、複数の Oracle データベースを持つことができます。

これは今のところプレースフォルダファイルであり、編集する必要があります。
include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"SRDFTypes.cf"

cluster rac_cluster102 (
UserNames = { admin = bopHo }
ClusterAddress = "10.11.10.102"
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
remotecluster rac_cluster101 (
ClusterAddress = "10.11.10.101"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { rac_cluster101 }
Arguments @rac_cluster101 = { "10.11.10.101" }
)
system mercury (
)
system jupiter (
)
group ClusterService (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 0 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
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Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = hme0
Address = "10.11.10.102"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.10.12.2", "10.10.12.3" }
)
gcoip requires csgnic
wac requires gcoip
// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
Application wac
//
{
//
IP gcoip
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//
}
//
}
group Async_ReplicatedDataGroup (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoStart = 0
Parallel = 1
ClusterList = { rac_cluster102 = 1, rac_cluster101 = 0 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
ClusterFailOverPolicy = Auto
)
CFSMount oradataa_cfs (
MountPoint = "/oradataa"
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BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradataa_dg_mercury_jupiter/oradataa_vol"
)
CVMVolDg oradataa_vol (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradataa_dg_mercury_jupiter
CVMVolume = { oradataa_vol }
CVMActivation = sw
)

Oracle Oracle2 (
Critical = 0
Sid @mercury = RACG1
Sid @jupiter = RACG2
Owner = oracle
Home = "/oracle/10g"
Pfile @mercury = "/oracle/10g/dbs/initRACG1.ora"
Pfile @jupiter = "/oracle/10g/dbs/initRACG2.ora"
)
SRDF SRDFASync_Group_1 (
GrpName = RAC_Async
Mode = Asynchronous
)
requires group cvm online local firm
Oracle2 requires oradataa_cfs
oradataa_cfs requires oradataa_vol
oradataa_vol requires SRDFASync_Group_1
// resource dependency tree
//
//
group Async_ReplicatedDataGroup
//
{
//
Oracle Oracle2
//
{
//
CFSMount oradataa_cfs
//
{
//
CVMVolDg oradataa_vol
//
{
//
SRDF SRDFASync_Group_1
//
}
//
}
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//
//

}
}

group cvm (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline stopcrs"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
)
CFSMount ocrvote_cfs (
Critical = 0
MountPoint @mercury = "/ocrvote"
MountPoint @jupiter = "/ocrvote"
BlockDevice @mercury = "/dev/vx/dsk/ocrvote_dg_mercury_jupiter/ocrvote_vol"
BlockDevice @jupiter = "/dev/vx/dsk/ocrvote_dg_mercury_jupiter/ocrvote_vol"
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster102
CVMNodeId = { mercury = 0, jupiter = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVolDg ocrvote_vol (
Critical = 0
CVMDiskGroup @mercury = ocrvote_dg_mercury_jupiter
CVMDiskGroup @jupiter = ocrvote_dg_mercury_jupiter
CVMVolume @mercury = { ocrvote_vol }
CVMVolume @jupiter = { ocrvote_vol }
CVMActivation @mercury = sw
CVMActivation @jupiter = sw
)
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CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
PrivNIC ora_privnic (
Critical = 0
Device @mercury = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device @jupiter = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@mercury = "192.168.12.3"
Address@jupiter = "192.168.12.4"
NetMask = "255.255.240.0"
)
cssd requires ocrvote_cf
cssd requires ora_priv
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
ocrvote_cfs requires ocrvote_vol
ocrvote_vol requires vxfsckd
vxfsckd requires cvm_clus
// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
Application cssd
//
{
//
CFSMount ocrvote_cfs
//
{
//
CVMVolDg ocrvote_vol
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}
//
}
//
}
//
PrivNIC ora_priv
//
}
//
}
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ノードを追加および削除するためのサンプル main.cf
ファイル
この節はノードを追加および削除するためのサンプル main.cf ファイルを示します。
次のサンプル main.cf ファイル例は、設定でノードを追加および削除するために提供さ
れます。
■

「Oracle RAC 10g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」

■

「Oracle RAC 11g ノードの追加と削除のサンプル main.cf」

メモ: SF Oracle RAC のインストール後、サンプル main.cf ファイルの種類はディレクトリ
/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac で表示できます。

Oracle RAC 10g ノードの追加と削除のサンプル main.cf
ノードを追加するための Oracle RAC 10g サンプル main.cf の変更は、suturn ノードに
対する太字で強調されています。

include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"

cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)

system galaxy (
)
system nebula (
)
system saturn (
)

付録 A 設定ファイルの例
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group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)

メモ: この main.cf の上記の oradb1_grp セクションに、saturn ノードが追加されていま
す。

Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Sid @saturn = vrts3
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)

メモ: この main.cf の上記の Oracle ora1 セクションに、saturn ノードが追加されていま
す。

CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires oradata_voldg
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group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2}
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

付録 A 設定ファイルの例
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メモ: この main.cf の 上記のグループ cvm と CVMCluster セクションに、saturn ノード
が追加されています。

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@saturn = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
Address@saturn = "192.168.12.3"
NetMask = "255.255.240.0"
)

メモ: この main.cf の上記のグループ PrivNIC セクションに、saturn ノードが追加されて
います。

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

サンプル main.cf で、Oracle RAC 10g ノードを削除するには、上のサンプル main.cf
を使い、強調表示された saturn ノードの変更を削除します。

Oracle RAC 11g ノードの追加と削除のサンプル main.cf
ノードを追加するための main.cf の例への変更は、suturn ノードに対する太字で強調さ
れています。

include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"MultiPrivNIC.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
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cluster rac_cluster101 (
UserNames = { admin = bopHo }
Sample configuration files
Sample main.cf files for Oracle configurations
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
system saturn (
)
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2}
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
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メモ: この main.cf の上記の group cvm セクションで、saturn ノードが追加されました。

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1,

saturn =2}

CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

メモ: この main.cf の上記の CVMCluster cvm_clus セクションに、saturn ノードが追加
されています。

MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Device@saturn = { qfe0 = 0, qfe1 = 1}
Address@galaxy = { "192.168.1.1" = 0, "192.168.1.2" = 0, "192.168.2.1" = 1 }
Address@nebula = { "192.168.1.3" = 0, "192.168.1.4" = 0, "192.168.2.2" = 1 }
Address@saturn = { "192.168.1.5" = 0, "192.168.1.6" = 0, "192.168.2.3" = 1 }
NetMask = "255.255.240.0"
)

メモ: この main.cf の上記の MultiPrivNIC セクションに、saturn ノードが追加されてい
ます。

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires multi_priv
cssd requires oradata_mnt
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
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vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2}
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Sid @saturn = vrts3
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata1_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradata1_dg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata1_voldg (
CVMDiskGroup = oradata1_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata1_mnt
oradata1_mnt requires oradata1_vold

メモ: この main.cf の上記のグループ oradb1_grp と Oracle ora1 セクションに、saturn
ノードが追加されています。

group oradb2_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
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AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)
Oracle ora2 (
Critical = 0
Sid @galaxy = hr1
Sid @nebula = hr2
Sid @saturn = hr3
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata2_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradata2_dg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata2_voldg (
CVMDiskGroup = oradata2_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora2 requires oradata2_mnt
oradata2_mnt requires oradata2_voldg

メモ: この main.cf の上記のグループ oradb2_grp と Oracle ora2 セクションに、saturn
ノードが追加されています。
サンプル main.cf で、Oracle RAC 11g ノードを削除するには、上のサンプル main.cf
を使い、強調表示された saturn ノードの変更を削除します。
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B
SF Oracle RAC のインストー
ルと設定の参考値
この付録では以下の項目について説明しています。
■

SF Oracle RAC のインストールと設定情報

■

インストールワークシートと設定ワークシート

SF Oracle RAC のインストールと設定情報
SF Oracle RAC のインストールと設定プログラムでは、SF Oracle RAC に関する情報の
入力が求められます。情報によってはこのインストールと設定プログラムがデフォルト値を
用意している場合もあり、それを選択して使用できます。
インストールと設定の処理を効率化するには
■

始める前に、次の情報を確認します。

■

インストールと設定に必要な情報を集めます。

■

ワークシートのサンプル値を、SF Oracle RAC のインストールと設定に必要な情報の
例として使います。

■

インストール作業中、設定に必要な情報を手元に置いておきます。

次の 表 B-1 に、SF Oracle RAC のインストールと設定の作業を実行するために必要な
作業と情報を示します。
表 B-1

SF Oracle RAC のインストールと設定情報

作業

情報

SF Oracle RAC パッケージのインストール

p.544 の 「 SF Oracle RAC パッケージ情報」 を
参照してください。
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作業

情報

Veritas Cluster サーバーコンポーネントの設定 p.545 の 「 Veritas Cluster Server コンポーネン
トの情報」 を参照してください。
この設定手順は必須です。
Cluster Volume Manager の設定

p.546 の 「 Cluster Volume Manager の情報」
を参照してください。
この設定手順は必須です。

セキュアモードで SF Oracle RAC クラスタを設
定

p.547 の 「 SF Oracle RAC のセキュアモードのク
ラスタ情報」 を参照してください。
この設定手順はオプションです。

SF Oracle RAC ユーザーの追加

p.547 の 「 SF Oracle RAC ユーザー情報の追
加」 を参照してください。
この設定手順はオプションです。

クラスタ管理コンソールのクラスタコネクタの設定 この設定手順はオプションです。
クラスタ管理コンソールの設定

この設定手順はオプションです。

SMTP 電子メール通知の設定

p.548 の 「 SMTP 電子メール通知 情報」 を参照
してください。
この設定手順はオプションです。

SNMP トラップ通知の設定

p.548 の 「 SNMP トラップ通知 情報」 を参照して
ください。
この設定手順はオプションです。

グローバルクラスタの設定

p.549 の 「グローバルクラスタ情報」 を参照してく
ださい。
この設定手順はオプションです。

Veritas Volume Replicator の設定

p.550 の 「 Veritas Volume Replicator 情報」 を
参照してください。
この設定手順はオプションです。

I/O フェンシングを設定します

p.550 の 「 I/O フェンシング 情報」 を参照してく
ださい。
この設定手順はオプションです。

SF Oracle RAC パッケージ情報
表 B-2 は SF Oracle RAC パッケージのインストールに必要な情報を表します。
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表 B-2

SF Oracle RAC パッケージ情報

情報

例

SF Oracle RAC をインストールするシステム名

例: galaxy, nebula

ライセンスキー

次のいずれかのライセンスキーを指定します。
クラスタ内の各システム用の有効なライセン
スキー
■ サイト用の有効なライセンスキー
■

■

デモ用の有効なライセンスキー

Veritas Volume Replicator を設定してディザ
スタリカバリを有効にする場合は、適切なライセ
ンスキーを入力する必要があります。
p.73 の 「SF Oracle RACライセンスキーの取得」
を参照してください。

メモ: ライセンスキーには SF Oracle RAC オプ
ションと SF Oracle RAC Disaster Recovery and
High Availability オプションがあります。
必要な SF Oracle RAC パッケージをインストー オプションのコンポーネントまたは機能をインス
ルするか、またはすべての SF Oracle RAC パッ トールしない場合は、必要なパッケージのみをイ
ケージをインストールするか?
ンストールします。
デフォルトのオプションでは、すべてのパッケー
ジがインストールされます。

Veritas Cluster Server コンポーネントの情報
表 B-3 は Veritas Cluster Server コンポーネントを設定するために必要な情報を表しま
す。
表 B-3

Veritas Cluster Server コンポーネントの情報

情報

例

クラスタの名前

名前は英字（a から z、A から Z）で始めます。含
めることのできる文字は、a から z、A から Z、1
から 0、ハイフン（-）、下線文字（_）のみです。
例: rac_cluster101
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情報

例

クラスタの重複のない ID 番号

0 から -65535 までの数字です。各クラスタには、
そのクラスタを含むサイト内で重複のない ID を
指定る必要があります。
例: 101

システム間のプライベートネットワークで使う NIC 統合インターフェースの一部ではないネットワー
のデバイス名
クインターフェースカード、または統合インター
フェースを選択できます。
各ネットワークリンクの各 NIC に関連付けされて
いるインターフェース名は、すべてのノードで同
じにする必要があります。
たとえば、SPARC システムでは次のようになりま
す。
■

qfe0

■

qfe1

たとえば、SPARC システムでは次のようになりま
す。
■

e1000g0

■

e1000g1

x64 用 SPARC および bge0 にはパブリックネッ
トワークで使うネットワークインターフェースカー
ド（通常は hme0）を使用しないでください。

Cluster Volume Manager の情報
表 B-4 は Cluster Volume Manager を設定するために必要な情報を表します。
表 B-4

Cluster Volume Manager の情報

情報

例

エンクロージャ名に基づく命名スキームを設定
するか否か

エンクロージャ名に基づく命名スキームを設定
する場合は Yes と入力します。
エンクロージャ名に基づく命名スキームを設定し
ない場合は No と入力します。

メモ: エンクロージャ名に基づく命名スキームで
は、DMP が前提条件となります。
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SF Oracle RAC のセキュアモードのクラスタ情報
表 B-5 は、セキュアモードで SF Oracle RAC クラスタを設定するために必要な情報を表
します。
メモ: セキュアモードでの SF Oracle RAC の設定はオプションです。
表 B-5

SF Oracle RAC のセキュアモードのクラスタ情報

情報

例

認証サービスを設定するために選択するモード インストーラは、SF Oracle RAC クラスタに認証
サービスを設定するためのモードを 3 つ提供し
ます。
■

自動モード

■

暗号化ファイルを使った半自動モード

■

暗号化ファイルを使わない半自動モード

デフォルトのオプションは自動モードです。
p.56 の 「セキュアモードでのクラスタ設定の準
備」 を参照してください。
Symantec Product Authentication Service
ルートブローカーシステムのホスト名

例: venus

SF Oracle RAC ユーザー情報の追加
表 B-6 は、VCS ユーザーを追加するために必要な情報を表します。SF Oracle RAC クラ
スタをセキュアモードで設定するつもりであれば、VCS ユーザーを追加する必要がありま
す。
メモ: VCS のユーザーの追加はオプションです。
表 B-6

SF Oracle RAC ユーザー情報の追加

情報

例

ユーザー名

例: smith

ユーザーパスワード

プロンプトでパスワードを入力します。
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情報

例

ユーザー権限

ユーザーは権限の 3 つのレベルを持ちます。
■

A=Administrator

■

O=Operator

■

G=Guest

例: A

SMTP 電子メール通知 情報
表 B-7 は、SMTP 電子メール通知を設定するために必要な情報を表します。
メモ: SMTP 電子メール通知の設定はオプションです。
表 B-7

SMTP 電子メール通知の情報

情報

例

SMTP サーバーアドレス（ドメイン名を含む）

SMTP サーバーは、クラスタ内のイベントに関す
る通知を電子メールで送信します。
例: smtp.symantecexample.com

通知先の各 SMTP 受信者の電子メールアドレ
ス

例: john@symantecexample.com

SMTP 電子メール通知のためのイベントの重要 イベントは重要度の 4 つのレベルを持ちます。
度の下限
■ I=Information
■

W=Warning

■

E=Error

■

S=SevereError

例: E

SNMP トラップ通知 情報
表 B-8 は、SNMP トラップ通知を設定するために必要な情報を表します。
メモ: SNMP トラップ通知の設定はオプションです。
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表 B-8

SNMP トラップ通知の情報

情報

例

SNMP トラップデーモンのポート番号

ポート番号を入力します。
デフォルトのポート番号は 162 です。

各 SNMP コンソールのコンピュータ名

例: saturn

SNMP トラップ通知のためのイベントの重要度の イベントは重要度の 4 つのレベルを持ちます。
下限
■ I=Information
■

W=Warning

■

E=Error

■

S=SevereError

例: E

グローバルクラスタ情報
表 B-9 は、グローバルクラスタを設定するために必要な情報を表します。
メモ: グローバルクラスタは、ライセンスを有効にする必要のあるオプション機能です。グ
ローバルクラスタを使用していない場合、グローバルクラスタ設定に必要な情報は必須で
はありません。
表 B-9

グローバルクラスタ情報

情報

例

パブリック NIC の名前

プロンプトに従って NIC の適切な値を指定する
必要があります。
例: hme0

NIC の仮想 IP アドレス

プロンプトに従って仮想 IP アドレスの適切な値
を指定する必要があります。
例: 10.10.12.1

仮想 IP アドレスのネットマスク

プロンプトに従ってネットマスクの適切な値を指
定する必要があります。
例: 255.255.255.0
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Veritas Volume Replicator 情報
表 B-10 は、Veritas Volume Replicator （VVR）を設定するために必要な情報を表しま
す。
メモ: Veritas Volume Replicator の設定はオプションです。Veritas Volume Replicator
は上級のオプションであり、ユーザーは、VVR ライセンスを入力した場合のみ、この設定
情報を求められます。
表 B-10

Veritas Volume Replicator の情報

情報

例

VVR 統計情報収集の間隔

間隔を表す数字を秒単位で入力します。
デフォルトは 10 秒です。

収集した統計情報の保存日数

日の数を表す数字を入力します。
デフォルトは 3 日です。

追加の Veritas Volume Replicator 情報については、『Veritas Storage Foundation
for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

I/O フェンシング 情報
表 B-11 は、I/O フェンシングを設定するために必要な情報を表します。
メモ: I/O フェンシングの設定はオプションです。
表 B-11
情報

I/O フェンシングの情報
例

コーディネータディスクグループを形成する 3 つ 次はディスク名の例です。
のディスク名
■ /dev/rdsk/c1t1d0s2
■

/dev/rdsk/c2t1d0s2

■

/dev/rdsk/c3t1d0s2

コーディネータディスクグループの各ディスクの 例は次のとおりです。
名前（DMP を使う場合）
■ /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
■

/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2

■

/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2
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インストールワークシートと設定ワークシート
SF Oracle RAC のインストールおよび設定を始める前に、システムに対する値を記録す
るため、次のワークシートの使用を推奨します。

SF Oracle RAC ワークシート
表 B-12 は、SF Oracle RAC をインストールし、設定するときに使われるサンプル値を含
みます。次の表にシステムの SF Oracle RAC 値を記入します。
表 B-12

SF Oracle RAC ワークシート

インストール情報

サンプル値

クラスタ内のノードの数

2

プライマリクラスタのホスト名

galaxy および nebula

追加/削除されたノードのホスト saturn
名
RAC ライセンスキー

xxxxxxxxxx

プライマリクラスタ名

rac_cluster101

プライマリクラスタ ID 番号

101

プライベートネットワークリンク

qfe1、qfe2

クラスタマネージャ NIC（プライ hme0
マリ NIC）
クラスタマネージャ IP

10.10.12.1, 10.10.12.2

仮想 IP アドレスのネットマスク

255.255.240.0

SMTP サーバーのドメインベー smtp.symantecexample.com
スのアドレス
SMTP 通知受信者の電子メー admin@symantecexample.com
ルアドレス
コンソールの SNMP トラップ
デーモンのポート番号

162

SNMP コンソールのシステム名 system2
SMTP 通知のためのイベントの i
重要度の下限

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

割り当てられた値

CVM クラスタ再構成のタイムア 200（デフォルト）
ウト
CVM エンクロージャベースの命 yes
名規則
Vxfen ディスク

disk01、disk02、disk03

Vxfen ディスクグループ

vxfencoordg

Oracle ワークシート
表 B-13 は、Oracle をインストールし、設定するときに使われるサンプル値を含みます。
次の表にシステムの Oracle 値を記入します。
表 B-13

Oracle ワークシート

インストール情報

サンプル値

Oracle ユーザー ID

100

Oracle ユーザー

oracle

Oracle グループ ID

1000

Oracle インストールグループ

oinstall

DBA グループ

dba

CRS インストールパス

/cdrom/Oracle10g/
clusterware/Disk1

データベースインストーラパス

DB_Disk

プライベート IP アドレス

192.168.12.1-192.168.12.2

プライベートホスト名
（/etc/hosts で設定）

galaxy-priv、nebula-priv

PrivNIC 用の VCS リソース名

ora_priv

仮想 IP アドレス

10.10.11.1-10.10.11.2

仮想ホスト名（/etc/hosts で設 galaxy-vip、nebula-vip
定）
エクスポート表示

10.20.12.150:0.0 または完全
修飾名（ドメインを含む）

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

バイナリマウント用のディスク

第 1 のシステムに対して
HDS0_10、第 2 のシステムに
対して HDS0_11、など

バイナリマウント用のディスクグ orabindg_galaxy、
ループ
orabindg_nebula
バイナリマウント用のボリューム orabinvol_galaxy、
orabinvol_nebula
バイナリマウント用のボリューム （なし）
オプション
バイナリ用のマウントポイント

/app（非共有）

CRS ホームディレクトリ

/app/crshome

ORACLE ベースディレクトリ

/app/oracle

ORACLE ホームディレクトリ

/app/oracle/orahome

OCR および Votedisk 用ディス HDS0_20 IBM0_20 EMC0_20
ク（ミラー化を推奨）
OCR および Votedisk 用ディス ocrvotedg（共有）
クグループ
OCR および Votedisk 用ボ
リューム

ocrvotevol。分離する場合は、
ocrvol および votevol

OCR および Votedisk 用ボ
リュームオプション

nmirror=3

Votedisk および OCR 用マウン /ocrvote（共有）
トポイント
OCR ファイル

/ocrvote/ocr

Votedisk ファイル

/ocrvote/vote

Votedisk および OCR 用 VCS ocrvote_voldg、ocrvote_mnt
リソース名
アーカイブログ用マウントポイン /oradata
ト
Oracle データ用ディスク

HDS0_30 IBM0_30 EMC0_30
HDS1_30

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

割り当てられた値

Oracle データベース用ディスク oradatadg（共有）
グループ
Oracle データベース用ボリュー oradatavol
ム
Oracle データベース用ボリュー layout=striped-mirror
ムオプション
Oracle データベース用マウント /oradata（共有）
ポイント
Oracle データベース用 VCS リ oradata_voldg、oradata_mnt
ソース名
グローバルデータベース名

vrts.veritas.com（database
name.domain）

SID 接頭辞

ora1

VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ
表 B-14 は、CVM および VVR をインストールおよび設定するときに使われるサンプル値
を含みます。該当する場合は、次の表にシステム用の CVM/VVR 値を記入します。
表 B-14

VVR ワークシートを使って複製されたクラスタ

インストール情報

サンプル値

セカンダリクラスタのホスト名

mercury、jupiter

セカンダリクラスタ名

rac_cluster102

セカンダリクラスタ ID 番号

102

プライマリクラスタアドレス

10.10.10.101

プライマリクラスタログの所有者 10.10.9.101
IP
セカンダリクラスタアドレス

10.11.10.102

セカンダリクラスタログの所有者 10.11.9.102
IP
RVG 名

rac1_rvg

グローバルデータベース名

vrts

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

データベースリソース名

ora1

割り当てられた値

データベースグループ名（cvm oradb1_grp
に依存し、リソース、oracle エー
ジェントなどを含む）
Srl ボリューム名

rac1_srl

（VVR 用）プライマリサイト上の rac_clus101_priv
クラスタの、解決可能な仮想ホ
スト名
（VVR 用）セカンダリサイト上の rac_clus102_priv
クラスタの、解決可能な仮想ホ
スト名
セカンダリクラスタのプライベー 192.168.12.3 - 192.168.12.4
ト IP

SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ
表 B-14 は、CVM および VVR をインストールおよび設定するときに使われるサンプル値
を含みます。該当する場合は、次の表にシステム用の CVM/VVR 値を記入します。
表 B-15

SRDF ワークシートを使ってレプリケートされたクラスタ

インストール情報

サンプル値

セカンダリクラスタのホスト
名

mercury、jupiter

セカンダリクラスタ名

rac_cluster102

セカンダリクラスタ ID 番号 102
プライマリクラスタアドレス

10.10.10.101

プライマリクラスタログの所 10.10.9.101
有者 IP
セカンダリクラスタアドレス

10.11.10.102

セカンダリクラスタログの所 10.11.9.102
有者 IP
RVG 名

rac1_rvg

割り当てられた値
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インストール情報

サンプル値

グローバルデータベース名 vrts
データベースリソース名

ora1

データベースグループ名 oradb1_grp
（cvm に依存し、リソース、
oracle エージェントなどを
含む）
Srl ボリューム名

rac1_srl

（VVR 用）プライマリサイト rac_clus101_priv
上のクラスタの、解決可能
な仮想ホスト名
（VVR 用）セカンダリサイト rac_clus102_priv
上のクラスタの、解決可能
な仮想ホスト名
セカンダリクラスタのプライ 192.168.12.3 ベート IP
192.168.12.4

割り当てられた値

C
応答ファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルについて

■

応答ファイルのインストール手順

■

応答ファイルの構文

■

インストール専用の応答ファイルの例

■

設定応答ファイルの例

■

応答ファイルの変数の定義

応答ファイルについて
応答ファイルを使うと、複数のクラスタシステムへのインストールの標準化と自動化ができ
ます。応答ファイルを作成し、開始時にこのファイルを指定すれば、SF Oracle RAC のイ
ンストールを自動化できます。この自動インストール方式は、同様に設定されたシステム
への複数のインストールが必要な場合に便利です。
SF Oracle RAC のインストールの最後に、インストールユーティリティは次の情報ファイル
を作成します。
■

実行されたシステムコマンドと出力を含むログファイル。

■

インストールスクリプトの出力を含む概略ファイル。

■

インストーラの responsefile オプションとともに使われる応答ファイル。

またインストールユーティリティは上記のファイルがどこに格納されるかを示します。応答
ファイルは次の場所に保存、格納されます。
/opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response
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SF Oracle RAC の応答ファイルのほか、Oracle と Veritas Cluster Server （VCS）の応
答ファイルも利用できます。
メモ: Oracle は Oracle のインストールに使用するための自社による応答ファイルと手順
を提供しています。これらの応答ファイルと手順に関しては適切な Oracle のマニュアル
を参照してください。

Veritas Cluster Server の応答ファイル
Veritas Cluster Server（VCS）には、VCS インストールで使用するための独自の応答ファ
イルと手順があります。ユーザーが VCS のみをインストールする場合、これらの応答ファ
イルと手順に関しては、適切な VCS のマニュアルを参照してください。VCS を含む SF
Oracle RAC のインストールについては、この付録で説明する手順に従います。

応答ファイルのインストール手順
-responsefile オプションとともに installsfrac プログラムを実行すると、セキュアな環境
での SF Oracle RAC のインストールと設定だけでなく、他のクラスタへのインストールの
際にも役立ちます。通常、SF Oracle RAC のインストール時に生成される応答ファイル
は、そのクラスタへの再インストールや他のクラスタへのインストールに使うことができます。
応答ファイルを他のクラスタへのインストールに使用する場合は、別のクラスタにあるシス
テムにファイルをコピーしてから手動で適切な値にファイルを編集します。
この節は次の 2 つの手順を説明します。
■

応答ファイルを使用した再インストール手順

■

応答ファイルを使用した他のクラスタへのインストール手順

応答ファイルを使用した再インストール
インストーラを使用して SF Oracle RAC の対話式インストールを実行すると、次のディレ
クトリで応答ファイルが自動的に生成されます。
/opt/VRTS/install/logs/installsfrac-<installernumber>/ ¥
installsfrac-<installernumber>.response file

installsfrac-<installernumber>.response という形式の応答ファイル名が生成されま
す。番号はランダムです。応答ファイルは、同じコンピュータへの今後のインストールに使
用できます。
応答ファイルを再インストールするための次の手順を実行します。
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応答ファイルの再インストール

1

SF Oracle RAC のインストールと設定の章の指示に従い、必要な設定を使用して単
一クラスタ（ノードと調整ポイント）への単一のインストールを実行します。
単一クラスタへの単一インストールを実行すると、次の 2 種類の応答ファイルも作成
されます。

2

■

インストール専用応答ファイル

■

設定用応答ファイル

/opt/VRTS/install/logs ディレクトリの応答ファイルを見つけます。次に説明されて
いる手順を使用してインストール専用応答ファイルと設定用応答ファイルを区別しま
す。
メモ: ディレクトリに以前のインストールで生成された多数の応答ファイルが含まれて
いる場合は、インストールに使う応答ファイルを決めます。最初にこれを決定した後、
次に説明する手順を使用して、インストール専用応答ファイルと設定用応答ファイル
を区別します。

3

インストール専用応答ファイルは SF Oracle RAC のインストール処理中に作成され、
設定用応答ファイルはインストールの再ブート後と以降の設定の処理中に作成され
ます。
応答ファイルの種類がインストール専用応答ファイルかどうかを判断するには、grep
コマンドを使って応答ファイルから次の文字列を検索します。
$CPI::CFG{OPT}{INSTALLONLY}=1;

この文字列が grep コマンドの出力に表示されれば、この応答ファイルの種類はイ
ンストール専用応答ファイルです。
応答ファイルの種類が設定用応答ファイルかどうかを判断するには、grep コマンド
を使って応答ファイルから次の文字列を検索します。
$CPI::CFG{OPT}{CONFIGURE}=1;

この文字列が grep コマンドの出力に表示されれば、この応答ファイルの種類は設
定用応答ファイルです。
メモ: この手順にはインストール専用応答ファイルと設定用応答ファイルの両方が使
われます。
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4

生成されたインストール専用応答ファイルを使い、応答ファイルの設定に基づいてク
ラスタのインストールを自動的に実行します。
installsfrac スクリプトを開始するには、そのクラスタに次のコマンドを入力します。
# installsfrac -responsefile /opt/VRTS/install/logs/ ¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

メモ: installsfrac-<installernumber>.response はこの手順のインストール専用応
答ファイルです。
デフォルトでは、installsfrac プログラムはリモート通信に SSH を使います。ただし、
RSH を使うには、次のコマンドを使って installsfrac プログラムに -rsh オプションを
指定します。
# installsfrac -rsh -responsefile /opt/VRTS/install/logs/ ¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

さらに、「$CPI::CFG{OPT}{RSH}=1」が含まれるように応答ファイルを編集する必要
があります。vi などのテキストエディタを使用して、応答ファイルを編集し、この行を
追加します。応答ファイルの構文については、次を参照してください。
p.564 の 「応答ファイルの構文」 を参照してください。

5

システムの再ブート後、設定用応答ファイルを使い、応答ファイルの設定に基づい
てクラスタの設定を自動的に実行します。そのクラスタに次のコマンドを入力します。
# installsfrac -responsefile /opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

メモ: installsfrac-<installernumber>.response はこの手順の設定用応答ファイ
ルです。
デフォルトでは、installsfrac プログラムはリモート通信に SSH を使います。
ただし、RSH を使うには、次のコマンドを使って installsfrac プログラムに -rsh オプ
ションを指定します。
# installsfrac -rsh -responsefile /opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

応答ファイルを使用した他のクラスタへのインストール
インストーラを使用して SF Oracle RAC の対話式インストールを実行すると、次のディレ
クトリで応答ファイルが自動的に生成されます。
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/opt/VRTS/install/logs/installsfrac-<installernumber>/ ¥
installsfrac-<installernumber>.response file

installsfrac-<installernumber>.response という形式の応答ファイル名が生成されま
す。「installernumber」の番号はランダムです。この応答ファイルは他のクラスタへの今
後のインストールに使用できます。
応答ファイルを使って他のクラスタにインストールするには次の手順を実行します。
応答ファイルを使った他のクラスタへのインストール

1

SF Oracle RAC のインストールと設定の章の指示に従い、必要な設定を使用して最
初のクラスタへの単一のインストールを実行します。
単一クラスタへの単一インストールを実行すると、次の 2 種類の応答ファイルが作成
されます。
■

インストール専用応答ファイル

■

設定用応答ファイル

インストール専用応答ファイルは SF Oracle RAC のインストール処理中に作成され、
設定用応答ファイルはインストールの再ブート後と以降の設定の処理中に作成され
ます。
メモ: この手順にはインストール専用応答ファイルと設定用応答ファイルの両方が使
われます。

2

最初のクラスタのインストールが完了したら、ログファイルと概略ファイルを調べてイ
ンストールにエラーがなかったことを確認します。
インストーラは /opt/VRTS/install/logs ディレクトリにこれらのファイルを格納しま
す。
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3

次の場所にある応答ファイルを確認します:
/opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

このディレクトリの応答ファイルを、インストール専用ファイルと設定用応答ファイルに
区別します。
応答ファイルの種類がインストール専用応答ファイルかどうかを判断するには、grep
コマンドを使って応答ファイルから次の文字列を検索します。
$CPI::CFG{OPT}{INSTALLONLY}=1;

この文字列が grep コマンドの出力に表示されれば、この応答ファイルの種類はイ
ンストール専用応答ファイルです。
応答ファイルの種類が設定用応答ファイルかどうかを判断するには、grep コマンド
を使って応答ファイルから次の文字列を検索します。
$CPI::CFG{OPT}{CONFIGURE}=1;

この文字列が grep コマンドの出力に表示されれば、この応答ファイルの種類は設
定用応答ファイルです。
メモ: ディレクトリに以前のインストールで生成された多数の応答ファイルが含まれて
いる場合は、インストールに使う応答ファイルを決めます。この最初の決定後、ここで
説明した手順を使用して、インストール専用応答ファイルと設定用応答ファイルを区
別します。

4

任意の方式で（たとえば、NFS、ftp、または CD-ROM を使用して）両方の種類の応
答ファイル（インストール専用応答ファイルと設定用応答ファイル）の複製を次のクラ
スタの /tmp などのディレクトリに配置し、SF Oracle RAC をインストールします。

5

このクラスタで、コピーされた応答ファイルをテキストエディタ（vi）を使用して編集し
ます。
特に、応答ファイルのホスト名は新しいクラスタで使うホスト名に変更してください。
メモ: 応答ファイルには自身の変数についての情報が含まれています。この情報は
編集が必要かもしれない応答ファイルに記載されている変数の理解に役立ちます。

6

デモまたはサイトライセンスのために、応答ファイルのライセンスキーを変更する必
要はありません。ライセンスキーが特定のクラスタノードに「ノードロック」されている場
合は、ライセンスキーを編集する必要があります。

7

ファイルの権限を 700 に変更します。

付録 C 応答ファイル
応答ファイルのインストール手順

8
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編集したインストール専用応答ファイルを使い、応答ファイルの設定に基づいて次
のクラスタへのインストールを自動的に実行します。
installsfrac スクリプトを開始するには、そのクラスタに次のコマンドを入力します。
# installsfrac -responsefile /opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

メモ: installsfrac-<installernumber>.response はこの手順で編集したインストー
ル専用応答ファイルです。
デフォルトでは、installsfrac プログラムはリモート通信に SSH を使います。ただし、
RSH を使うには、次のコマンドを使って installsfrac プログラムに -rsh オプションを
指定します。
# installsfrac -rsh -responsefile /opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

さらに、「$CPI::CFG{OPT}{RSH}=1」が含まれるように応答ファイルを編集する必要
があります。vi などのテキストエディタを使用して、応答ファイルを編集し、この行を
追加します。応答ファイルの構文については、次を参照してください。
p.564 の 「応答ファイルの構文」 を参照してください。

9

システムの再ブート後、編集した設定用応答ファイルを使い、応答ファイルの設定に
基づいて次のクラスタへの設定を自動的に実行します。
そのクラスタに次のコマンドを入力します。
# installsfrac -responsefile /opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

メモ: installsfrac-<installernumber>.response はこの手順で編集した設定用応
答ファイルです。

10 デフォルトでは、installsfrac プログラムはリモート通信に SSH を使います。ただし、
RSH を使うには、次のコマンドを使って installsfrac プログラムに -rsh オプションを
指定します。
# installsfrac -rsh -responsefile /opt/VRTS/install/logs/¥
installsfrac-<installernumber>/installsfrac-<installernumber>.response

11 新しいクラスタへのインストールごとに手順 2 から 10 を繰り返します。
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応答ファイルの構文
応答ファイルに含まれている Perl ステートメントの構文は「Scalar」または「List」の値が
変数に必要かどうかによって変わります。
たとえば、次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}="value";

整数値の場合には次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}=123;

リストの場合には次のようになります。
$CFG(List_variable}=["value", "value", "value"];

インストール専用の応答ファイルの例
次に示すのは、インストール専用の応答ファイルのさまざまな定義の一部の例です。
#
# installsfrac configuration values:
#
$CPI::CFG{KEYS}{nebula}=[ qw(XXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) ];
$CPI::CFG{KEYS}{galaxy}=[ qw(XXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) ];
$CPI::CFG{OBC_IGNOREWARNINGS}=0;
$CPI::CFG{OBC_MODE}="STANDALONE";
$CPI::CFG{OPT}{INSTALLONLY}=1;
$CPI::CFG{OPT}{RSH}=1;
$CPI::CFG{SYSTEMS}=[ qw(nebula galaxy) ];
$CPI::CFG{UPI}="SFRAC";
$CPI::CFG{VCS_ALLOWCOMMS}="Y";
1;
# # $CPI::CFG{DONOTINSTALL} is an optional one dimensional list variable.
# This variable defines a list of optional filesets not to be installed on
# the systems.
#
# $CPI::CFG{DONOTREMOVE} is an optional one dimensional list variable.
# This variable defines a list of filesets not to be removed from the
# systems during uninstall.
#
# $CPI::CFG{KEYS}{<SYSTEM>} is an optional two dimensional list variable.
# This variable defines a list of license keys to be registered on the
# systems during install......
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メモ: ユーザーは、上の例でこの応答ファイルに含まれるホスト名（galaxy と nebula）を他
のホスト名に変更できます。変更後は、この変更した応答ファイルを別のシステムへのイ
ンストールに使用できます。

メモ: 上の応答ファイルの変数は、下の 表 C-1 に定義されています。上の応答ファイルの
VCS 変数は、『Veritas Cluster Server インストールガイド』に定義されています。

設定応答ファイルの例
次はいくつかの変数定義を含む設定応答ファイルの例です。

#
# installsfrac configuration values:
#
$CPI::CFG{OBC_AGENTFQHN}{nebula}="nebula.veritas.com";
$CPI::CFG{OBC_AGENTFQHN}{galaxy}="galaxy.veritas.com";
$CPI::CFG{OBC_IGNOREWARNINGS}=0;
$CPI::CFG{OBC_MODE}="STANDALONE";
$CPI::CFG{OPT}{CONFIGURE}=1;
$CPI::CFG{OPT}{RSH}=1;
$CPI::CFG{SFRAC_CONFIG_SFRAC_OPT}=1;
$CPI::CFG{SFRAC_MAIN_MENU_OPT}=2;
$CPI::CFG{SYSTEMS}=[ qw(nebula galaxy) ];
$CPI::CFG{UPI}="SFRAC";
$CPI::CFG{VCS_ALLOWCOMMS}="Y";
$CPI::CFG{VCS_CLUSTERID}=19798;
$CPI::CFG{VCS_CLUSTERNAME}="sfrac_97_98";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK1}{nebula}="qfe0";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK1}{galaxy}="qfe0";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK2}{nebula}="qfe1";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK2}{galaxy}="qfe1";
$CPI::CFG{VCS_USERENPW}=[ qw(hKLdKFkHLgLLjTLfKI) ];
$CPI::CFG{VCS_USERNAME}=[ qw(admin) ];
$CPI::CFG{VCS_USERPRIV}=[ qw(Administrators) ];

1;
# # $CPI::CFG{DONOTINSTALL} is an optional one dimensional list variable.
# This variable defines a list of optional filesets not to be installed
# on the systems.
#
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#
#
#
#
#
#
#

$CPI::CFG{DONOTREMOVE} is an optional one dimensional list variable.
This variable defines a list of filesets not to be removed from
the systems during uninstall.
$CPI::CFG{KEYS}{<SYSTEM>} is an optional two dimensional list variable.
This variable defines a list of license keys to be registered
on the systems during install. .....

メモ: ユーザーは、上の例でこの応答ファイルに含まれるホスト名（galaxy と nebula）を他
のホスト名に変更できます。変更後は、この変更した応答ファイルを別のシステムへのイ
ンストールに使用できます。

メモ: 上の応答ファイルの変数は、下の 表 C-1 に定義されています。上の応答ファイルの
VCS 変数は、『Veritas Cluster Server インストールガイド』に定義されています。

応答ファイルの変数の定義
表 C-1 は、応答ファイルに使用される変数とそれらの定義を示します。
変数には必須とオプションがありますが、オプション変数によっては、使用する際に他の
オプション変数も定義しなければならない場合があります。
表 C-1

応答ファイルの変数

変数

リスト/ス オプショ 説明
カラー
ン/必須

$CPI::CFG{DONOTINSTALL}

リスト

オプショ
ン

システムにインストールされないオプ
ションのパッケージの一覧を定義し
ます。

$CPI::CFG{DONOTREMOVE}

リスト

オプショ
ン

アンインストール時にシステムから削
除されないパッケージの一覧を定義
します。

$CPI::CFG{KEYS}{<SYSTEM>}

リスト

オプショ
ン

インストール時にシステムに登録さ
れるライセンスキーの一覧を定義し
ます。

$CPI::CFG{OPT_LOGPATH}

スカラー

オプショ
ン

ログファイルがインストール後にコ
ピーされる場所を定義します。デフォ
ルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。
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変数

リスト/ス オプショ 説明
カラー
ン/必須

$CPI::CFG{OPT}{CONFIGURE}

スカラー

オプショ
ン

以前に -installonly オプションを
使ってインストールされた製品の設
定および起動を実行します。

$CPI::CFG{OPT}{INSTALL}

スカラー

オプショ
ン

ライセンス、インストール、設定、起
動などの標準的なインストール処理
を指定します。

$CPI::CFG{OPT}{INSTALLONLY}

スカラー

オプショ
ン

パッケージをインストールしますが、
製品の設定や起動は行いません。

$CPI::CFG{OPT}{KEYFILE}

スカラー

オプショ
ン

すべてのリモートシステムとの通信
に使用する ssh キーファイルの場所
を定義します。

$CPI::CFG{OPT}{LICENSE}

スカラー

オプショ
ン

製品のみの使用を許諾します。

$CPI::CFG{OPT}{NOLIC}

スカラー

オプショ
ン

ライセンスキーの入力を要求するこ
となく製品をインストールします。

$CPI::CFG{OPT}{PATCHPATH}

スカラー

オプショ
ン

すべてのリモートシステムで製品パッ
チのインストールが可能な場所（通
常は NFS マウント）を定義します。こ
の場所はすべてのターゲットシステ
ムからアクセスできる必要がありま
す。

$CPI::CFG{OPT}{PKGPATH}

スカラー

オプショ
ン

すべてのリモートシステムで製品パッ
ケージのインストールが可能な場所
（通常は NFS マウント）を定義しま
す。この場所はすべてのターゲット
システムからアクセスできる必要があ
ります。

$CPI::CFG{OPT}{RSH}

スカラー

オプショ
ン

システム間の通信手段として ssh で
はなく rsh を使用します。

$CPI::CFG{OPT}{TMPPATH}

スカラー

オプショ
ン

インストール中に必要になる一時ファ
イルやパッケージを保存する作業
ディレクトリが作成される場所を定義
します。デフォルトの場所は
/var/tmp です。

$CPI::CFG{OPT}{UNINSTALL}

スカラー

オプショ
ン

製品をアンインストールします。
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変数

リスト/ス オプショ 説明
カラー
ン/必須

$CPI::CFG{STOPFAIL_ALLOW}

スカラー

オプショ
ン

プロセスの停止やドライバのアンロー
ドなどの失敗が # 回に達した場合に
インストーラが処理を中断するかどう
かを定義します。

$CPI::CFG{SYSTEMS}

リスト

必須

製品をインストール、アンインストー
ル、または設定するシステムの一を
定義します。

$CPI::CFG{SYSTEMSCFG}

リスト

オプショ
ン

セキュアな環境によって、すべての
システムでインストールを同時に実
行できない場合、設定で認識された
システムの一覧を定義します。

$CPI::CFG{UPI}

スカラー

必須

インストール、アンインストール、また
は設定する製品を定義する省略形
です。

$CPI::CFG{AT_ROOTDOMAIN}

リスト

オプショ
ン

ルートブローカーがインストールされ
ているシステムの名前を定義します。

$CPI::

スカラー

必須

SFRAC の設定を選択した後に選択
する必要のあるオプションを定義し
ます。

スカラー

必須

SFRAC のメインメニューで選択する
必要のあるオプションを定義します。

スカラー

必須

クラスタを一意に識別する 0 - 65535
の整数です。

$CPI::CFG{VCS_CLUSTERNAME} スカラー

必須

クラスタ名を定義します。

CFG{SFRAC_CONFIG_SFRAC_OPT}
$CPI::
CFG{SFRAC_MAIN_MENU_OPT}
$CPI::CFG{VCS_CLUSTERID}

$CPI::CFG{VCS_CSGNETMASK}

変数

オプショ
ン

Cluster Manager（Web コンソール）
で使用する仮想 IP アドレスのネット
マスクを定義します。

$CPI::CFG{VCS_CSGNIC}

スカラー

オプショ
ン

Cluster Manager（Web コンソール）
で使用する仮想 IP アドレスを定義
します。

$CPI::CFG{VCS_GCONETMASK}

スカラー

オプショ
ン

Global Cluster オプションで使用す
る仮想 IP アドレスのネットマスクを定
義します。
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変数

リスト/ス オプショ 説明
カラー
ン/必須

$CPI::

スカラー

オプショ
ン

Global Cluster オプションで使用す
る仮想 IP 用の NIC を定義します。
すべてのシステムで同じ NIC を使
用する場合には、「ALL」をシステム
値として入力できます。

$CPI::CFG{VCS_GCOVIP}

スカラー

オプショ
ン

Global Cluster オプションで使用す
る仮想 IP アドレスを定義します。

$CPI::

変数

必須

各システムのプライベートハートビー
トリンクに使用する NIC を定義しま
す。各システムには、LLT リンクが 2
つ必要です（LLTLINK1 と
LLTLINK2）。LLT リンクは、4 つま
で設定できます。

変数

オプショ
ン

優先度の低いハートビートリンクを定
義します。一般的に、パブリックネッ
トワークリンクでは
LLTLINKLOWPRI を使用し、通信
を多層化します。

$CPI::CFG{VCS_SMTPRECP}

変数

オプショ
ン

SMTP 電子メール受信者の完全な
メールアドレスの一覧を定義します
（例: user@yourcompany.com）。

$CPI::CFG{VCS_SMTPRSEV}

変数

オプショ
ン

一覧で表示された SMTP 電子メー
ル受信者が受け取るメッセージのエ
ラーレベルを定義します
（Information、Warning、Error、
SevereError）。

$CPI::CFG{VCS_SMTPSERVER}

変数

オプショ
ン

Web 通知で使用する、SMTP サー
バーのドメイン名を含んだホスト名を
定義します（例:
smtp.yourcompany.com）。

$CPI::CFG{VCS_SNMPCONS}

変数

オプショ
ン

SNMP コンソールシステム名の一覧
を定義します。

$CPI::CFG{VCS_SNMPCSEV}

変数

オプショ
ン

一覧で表示された SNMP コンソー
ルが受け取るメッセージのエラーレ
ベルを定義します（Information、
Warning、Error、SevereError）。

CFG{VCS_GCONIC}{<SYSTEM>}

CFG{VCS_LLTLINK#}{<SYSTEM>}

$CPI::
CFG{VCS_LLTLINKLOWPRI}{<SYSTEM>}
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変数

リスト/ス オプショ 説明
カラー
ン/必須

$CPI::CFG{VCS_SNMPPORT}

変数

オプショ
ン

SNMP トラップデーモンのポートを
定義します（デフォルトは 162）。

$CPI::CFG{VCS_USERENPW}

変数

オプショ
ン

各 VCS ユーザーの暗号化パスワー
ドを定義します。

$CPI::CFG{VCS_USERNAME}

変数

オプショ
ン

VCS ユーザー名の一覧を定義しま
す。

$CPI::CFG{VCS_USERPRIV}

変数

オプショ
ン

各ユーザーの VCS 権限を定義しま
す。

$CPI::

変数

必須

デフォルトのディスクグループ名を定
義します。

$CPI::CFG{VM_NO_OPEN_VOLS} 変数

必須

vxconfigd が有効化されていない
場合に、オープンボリュームが存在
するかどうかをユーザーに確認して
はいけないことを示します。そのよう
なプロンプトはアンインストール時に
表示されます。(1: システムにオープ
ンボリュームが存在しないことを確認
する）

$CPI::CFG{VOL_MAX_NMPOOL_SZ} 変数

オプショ
ン

チューニングパラメータ
vol_max_nmpool_sz を定義しま
す。

$CPI::CFG{VOL_MAX_RDBACK_SZ} 変数

オプショ
ン

チューニングパラメータ
vol_max_rdback_sz を定義します。

$CPI::CFG{VOL_MIN_LOWMEM_SZ 変数

オプショ
ン

チューニングパラメータ
vol_min_lowmem_sz を定義しま
す。

$CPI::CFG{VOL_RVIO_MAXPOOL_SZ} 変数

オプショ
ン

チューニングパラメータ
vol_rvio_maxpool_sz を定義しま
す。

$CPI::CFG{VRAS_STATS_FREQUENCY} 変数

オプショ
ン

VVR 統計情報収集の間隔を定義し
ます。

変数

オプショ
ン

VVR がレプリケーションに使用した
ポートを定義します。

CFG{VM_DEFAULTDG}{<SYSTEM>}

$CPI::CFG{VVR_DATA_PORTS}
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変数

リスト/ス オプショ 説明
カラー
ン/必須

$CPI::CFG{VVR_HB_PORT}

変数

オプショ
ン

VVR がハートビートで使用したポー
トを定義します。

$CPI::

変数

オプショ
ン

vradmind ハートビートで使用した
ポートを定義します。

変数

オプショ
ン

vxrsyncd デーモンが使用したポー
トを定義します。

CFG{VVR_VRADMIND_PORT}
$CPI::
CFG{VVR_VXRSYNCD_PORT}
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D
自動ストレージ管理
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ASM について

■

Veritas CVM と ASM の統合

■

サポートされる SF Oracle RAC と ASM の設定

■

CVM と ASM の設定手順

■

ASM インスタンスの起動コマンドと停止コマンド

■

CVM を使用した ASM ディスクグループへのストレージの追加

■

Veritas ASM エージェント

■

ASM を使用した Veritas CVM と Oracle サービスグループ

■

Veritas CVM と ASM main.cf ファイル

ASM について
ASM は Oracle データベースファイルに、クラスタファイルシステムとボリュームの統合管
理機能を提供します。ASM は Veritas Volume Manager（VM）または Cluster Volume
Manager（CVM）を使用して設定し、Veritas Storage Foundation for Oracle RAC の
ボリューム管理機能と DMP マルチパス機能を利用することができます。

Veritas CVM と ASM の統合
ASM は Veritas Cluster Volume Manager（CVM）と一緒に設定し、Veritas Storage
Foundation for Oracle RAC のボリューム管理機能と DMP マルチパス機能を使うことが
できます。CVM はクラスタのすべてのノードに同一のデバイス名を提供します。新しいア
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レイを設定に追加しても、ユーザーに対する上位レベルの論理ボリュームは変わりませ
ん。

Dynamic MultiPathing
SF Oracle RAC の重要な要素は、Dynamic MultiPathing（DMP）です。DMP はサー
バーとストレージ間に多数の並列 I/O パスを提供し、サーバーとストレージの可用性と拡
張性を向上します。
Veritas Storage Foundation を使用して ASM を実行するお客様にとって、SF Oracle
RAC に組み込まれた DMP 機能がたいへん役立ちます。DMP は大規模な異機種混在
SAN に最大の可用性とパフォーマンスをもたらします。そのため、DMP によりユーザー
は特定のストレージハードウェアベンダーに固定されなくなることから、SF Oracle RAC で
確実に標準化し、その機敏性を最大限に生かすことができます。

CVM 上の ASM のルール
CVM 上で ASM を実行する場合、次のルールに従う必要があります。
■

ASM で使われる VxVM ボリュームにファイルシステムを作成しないでください。その
ようにすると、データが破損したり、ヘッダーが上書きされたりする可能性があります。

■

ASM に割り当てられている同じディスクグループに、ファイルシステムのあるボリュー
ムや RAW ボリュームを含めないでください。ASM 用の Veritas RAW ボリュームは
ASM によって排他的に使われる必要があります。

■

ASM を実装する場合は、ODM を有効にしないでください。ODM は Veritas File
System（VxFS や CFS）に存在するデータファイルにのみ適用できます。ユーザーが
アーカイブログなどの他の目的で Veritas クラスタファイルシステムを使う場合、ODM
は適用できません。

■

Veritas Volume Manager を使用してボリュームをストライプ化または結合しないで
ください。ASM はハードウェア RAID の設定の上に、追加のストライプ化の層を実装
します。

■

ユーザーは 2 つの Oracle ASM ディスクグループ（DG）を作成することをお勧めしま
す。
■

Diskgroup1: データファイル、一連の REDO ログ、一連の制御ファイル

■

Diskgroup2: フラッシュリカバリ領域、アーカイブログ、2 つ目の一連の REDO ロ
グと制御ファイル

メモ: 詳しくは Oracle の ASM ベストプラクティスペーパーを参照してください。

■

VxVM ボリュームはオペレーティングシステムに提供されるように、単一のディスク/LUN
から構成される必要があります。
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■

DMP メタノードの所有権や権限を変更しないでください。これにより、DMP でのスト
レージデバイスへのアクセスを防ぐことができます。たとえば、次のようになります。
/dev/vx/dmp/devicename

と
/dev/vx/rdmp/devicename

メモ: DMP メタノードはメタデバイス（ディスクまたは LUN と、アクセス可能なすべての
I/O パスに対応する Veritas Volume Manager の抽象化）を表します。

■

ASM で直接 DMP メタノードにアクセスしないでください。DMP メタノードへのすべて
のアクセスは、適切な Veritas Volume Manager（クラスタ化またはクラスタ化されて
いない）を経由する必要があります。

■

同じシステム上の他のマルチパスソフトウェアと組み合わされた DMP は使用できず、
サポートされません。

■

ASM では I/O フェンシング用のコーディネータディスクは設定できません。

■

VxVM/CVM の仮想化操作、つまりボリュームのサイズ変更、ASM 制御下にある LUN
との連結をしようとしないでください。

■

特定の ASM ディスクグループに提供するボリュームは、ジオメトリ、速度、種類が同
じである必要があります。

■

この設定では、Veritas Storage Foundation コマンド vxresize と vxassist はサ
ポートされません。

サポートされる SF Oracle RAC と ASM の設定
次の 図 D-1 に、クラスタ化された（Oracle RAC）構成で連携する ASM と Veritas Storage
Foundation を示します。この図では、Oracle RAC をサポートする Veritas Volume
Manager（VxCVM）と Veritas File System（VxCFS）のクラスタ化されたバージョンを示
しています。
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サポートされる Oracle RAC の設定

図 D-1

バイナリ

Oracle RAC インスタンス
ファイル
システム

ローカル
ストレージ
Oracle ホーム（ローカル）
CRS ホーム（ローカル）

VxCFS

ASM

VxCVM
DMP

バイナリ、Oracle 以外の
ファイル、DB ファイル、
投票ディスク、OCR

共有ストレージ
この Oracle RAC の設定では、バイナリ、clusterware ファイル、Oracle 以外のファイル
は Veritas File System（VxCFS）に保存できます。データベースファイルは ASM によっ
て格納され、管理されます。これにより、Veritas Volume Manager（VxCVM）から Storage
Foundation Dynamic Multi-pathing（DMP）を利用できます。
メモ: 指定のホストまたは RAC クラスタでは、1 つのマルチパスソリューションのみをアク
ティブにして、下位のデバイスを管理する必要があります。
Oracle RAC 投票ディスクと OCR（Oracle Cluster Registry）（図の下部に示す）は Oracle
の ASM によって管理できませんが、Veritas Volume Manager やファイルシステム
（VxCVM または VxCFS）に格納できます。
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サポートされる SF Oracle RAC と ASM の設定の必要条件
シマンテック社では次の条件で Storage Foundation と動作する ASM の設定をサポー
トします。
■

サポートは Oracle 10.2.0.3 以降でサポートされる Storage Foundation 製品の ASM
に対して提供されます。サポートされる設定の最新のリストについては、シマンテック
社のカスタマーサービスに確認してください。

■

ASM のサポートは RAW 論理ボリューム（VxVM と CVM）で動作している構成に対
して提供されます。

ASM 監視ユーティリティ
ASM はトラブルシューティングのために、監視ユーティリティと警告ログファイルを提供し
ます。ASM コマンドラインユーティリティ（ASMCMD）はディスクグループの管理とディス
ク容量使用率の監視に役立ちます。
ASM エラーについては、Oracle インスタンスの対応するログファイルを調べます。
ASM 監視ユーティリティとログファイルについては Oracle のマニュアルを参照してくださ
い。

CVM と ASM の設定手順
CVM と ASM の設定手順は次のタスクから成ります。
■

CVM ディスクグループと ASM ディスクグループ用のボリュームの設定

■

ASM のホームディレクトリに ASM をインストールします

■

DBCA または手動の手順を使って、ASM DG とインスタンスを作成します

■

ASM を確認します

■

IPC ライブラリ（Oracle RAC 10g）をコピーします

■

ODM をリンク解除します

図 D-2 に上の必要なタスクのフローチャートを示します。
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図 D-2

CVM と ASM の設定手順

CVM を使用する ASM に対応する初期の
DG の設定

ASM ホームディレクトリ内に ASM を
インストール

DBCA または手動の手順を使った ASM DG と
インスタンスの作成

ASM の確認

IPC ライブラリ（Oracle RAC 10g）のコピー

ODM のリンク解除

警告: この手順を開始する前に、p.574 の 「CVM 上の ASM のルール」 を参照してくださ
い。 の必要条件を確認してください
この処理を開始する前に、ASM を設定した Oracle について SF Oracle RAC main.cf
ファイルを確認してください。
p.589 の 「Veritas CVM と ASM main.cf ファイル」 を参照してください。

CVM ディスクグループと ASM ディスクグループ用のボリュームの設定
root として、次のコマンドを使用して、CVM ディスクグループを設定します。次の例に
CVM ディスクグループの作成方法を示します。RAC の場合、この手順は 1 つのノードか
ら実行する必要がありますが、そのノードは CVM マスターノードでなければなりません。
どのノードが CVM マスターノードであるか判断するには、次のコマンドを入力します。
# vxdctl -c mode
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メモ: このコマンドは VxVM クラスタ機能が有効な場合、CVM マスターノードのみを表示
します。
CVM ディスクグループと ASM ディスクグループ用のボリュームの設定

1

最初のディスクに対して、次のコマンドを入力します。
galaxy@root# vxdiskunsetup -C c2t1d13
galaxy@root# vxdisksetup -i c2t1d13

2

次のコマンドを入力して、ディスクグループを初期化し、設定します。
galaxy@root# vxdg -s init ora_asm_dg c2t1d13
galaxy@root# vxassist -g ora_asm_dg make ora_asm_vol 2000M c2t1d13
galaxy@root# vxedit -g ora_asm_dg

¥

set group=dba user=oracle mode=660 ora_asm_vol

Oracle ユーザーとして、DBCA または EM を使用して ASM を設定します。どちらの GUI
も使わない場合は、ASM インスタンスとディスクグループを手動で作成する必要がありま
す。

ASM ホームディレクトリへの ASM（Automatic Storage Management）の
インストール
ASM ホームディレクトリに ASM をインストールすることにより、ASM ホームをデータベー
スのホームディレクトリ（ORACLE_HOME） と区別して維持できます。ASM を使う場合、
Oracle ではデータベースの Oracle バイナリを特定の ORACLE_HOME にインストール
し、ASM のバイナリは別の異なる ORACLE_HOME にインストールすることを推奨してい
ます。別のホームディレクトリを使用することによって、ASM と Oracle データベースソフト
ウェアを個別にアップグレードし、パッチを適用して、ASM インスタンスに影響を与えず
に Oracle データベースソフトウェアのインストールを解除できます。
インストールプロセス時に、ASM を設定するように求められます。データベースに作成さ
れるファイルのデフォルトの場所になるディスクグループを作成して、ASM を設定できま
す。
ディスクグループを作成するとき、ディスクグループは通常の冗長性のディスクグループ
（デフォルトでほとんどのファイルが双方向ミラー化）か、高冗長性のディスクグループ（3
方向ミラー化）か、または外部冗長性のディスクグループ（ASM によってミラー化されな
い）かを指示します。
デフォルトのディスクグループの種類は通常の冗長性です。
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ASM ホームディレクトリに ASM をインストールするには

1

Oracle CD を挿入します。

2

DISPLAY 変数を設定し、CD ドライブをマウントし、Oracle ユーザーとして Oracle
インストーラを実行します。
# /mnt/cdrom/runInstaller

3

ようこそ画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。
Oracle Universal Installer（OUI）を起動すると、［インストールする製品を選択して
ください（Select a Product to Install）］ウィンドウが表示されます。

4

Enterprise Edition for RAC を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［Specify Home Details］ウィンドウで、ASM ホームディレクトリの名前（たとえば、
OraASM11g_home）を指定します。Oracle ベースディレクトリのサブディレクトリで
あるディレクトリを選択します（たとえば、/app/oracle/ASM_HOME）。
［参照（Browse）］をクリックして、ASM をインストールするディレクトリを変更します。
ASM ホームディレクトリを指定したら、［次へ（Next）］をクリックします。［Specify
Hardware Cluster Installation Mode］ウィンドウが表示されます。

6

［すべて選択（Select All）］をクリックして、インストールするすべてのノードを選択し、
［次へ（Next)］をクリックします。
Oracle Clusterware のインストールが成功すると、［Specify Hardware Cluster
Installation Mode］ウィンドウに、galaxy や nebula などのクラスタに指定したノー
ドが表示されます。
［次へ（Next）］をクリックすると、［Product Specific Prerequisites Checks］ウィンド
ウが表示されます。
この手順の残りについては、OUI ウィザードの手順に従います。

Oracle DBCA の手順を使った ASM ディスクグループとインスタンスの作
成
次の Oracle DBCA の手順を実行する前に、CVM ボリュームを作成する必要があります。
p.578 の 「CVM ディスクグループと ASM ディスクグループ用のボリュームの設定」 を参照
してください。
Oracle DBCA（Database Creation Assistant）の手順の次の手順を実行します。この手
順は spfiles または pfiles を使用して、Oracle システム構成で実行できます。
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Oracle DBCA の手順

1

Oracle DBCA インターフェースから、［Configure ASM Instance］オプションを選択
します。

2

デフォルトの ASM ディスクグループ（例: DATADG）を作成します。

3

適切な冗長性を選択します。

4

［Discovery String］を /dev/vx/rdsk/ora_asm_dg/ora_asm* に変更します。
これにより、ASM 用に作成され、利用可能なすべての VxVM ボリュームが表示され
ます。

5

ディスクを選択します。

この手順が完了すると、ASM インスタンスが起動され、ディスクグループがクラスタのす
べてのノードにマウントされるはずです。
ノードの再起動後、ディスクグループがマウントされていることを確認するには、ASM
init.ora パラメータ asm_diskstring をディスクグループ名で更新します。ASM が spfile
を使用している場合、この更新は DBCA によって自動的に行われます。
次の SQL コマンドを使用してディスクグループの状態を確認します。

SQL>select name, state from v$asm_diskgroup;

DBCA を使用してデータベースを作成する場合は、ストレージに ASM を選択します。
ASM ディスクグループが作成されると、ASM インスタンスに関連付けられたすべての処
理が開始し、RAC ASM インスタンスごとに init.ora が作成されます。デフォルトの ASM
インスタンス名は +ASMn で、n は RAC インスタンスの番号に応じたインスタンス番号で
す。

ASM インストールの確認
ASM のすべてのデータベースサービスが動作中であることを確認します。
ASM がインストール後に動作していることを確認するには

1

ディレクトリを CRS ホームディレクトリの bin ディレクトリに変更します。

cd /app/crshome/bin
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2

galaxy が調べたいノードの名前である場合に、Oracle ユーザーとして次のコマンド
を実行します。

./srvctl status asm -n galaxy

ASM instance +ASM1 is running on node galaxy

出力例に、ローカルノードで 1 つの ASM インスタンスが実行中であることを示して
います。

3

上記の手順で示しているコマンドを繰り返し、galaxy の代わりに nebula を使用し
て、クラスタの他のノードでインストールが成功しているかを確認します。

IPC ライブラリのコピー
Oracle 10g ASM バイナリがインストールされているすべてのノードに、IPC ライブラリをコ
ピーします。Oracle 10g ASM バイナリが共有ストレージにインストールされている場合
は、ライブラリを 1 つのノードにのみコピーします。mount コマンドを使って、Oracle 10g
ASM バイナリを含むファイルシステムがマウントされているか確認してください。
メモ: この手順は Oracle RAC 10g クラスタを実行している場合にのみ必要です。
IPC ライブラリをコピーするには

1

oracle ユーザーとしてログインします。

2

Oracle RAC 10gR2 の VCSIPC ライブラリを適所にコピーします。
64 ビット Oracle RAC 10.2.0.3 以上の場合
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_64.so ¥ /
$ASM_HOME/lib/libskgxp10.so

32 ビット Oracle RAC 10.2.0.3 以上の場合
$ cp /opt/VRTSvcs/rac/lib/libskgxp10_ver25_32.so ¥ /
$ASM_HOME/lib/libskgxp10.so

SF Oracle RAC ODM ライブラリのリンク解除
ODM は Veritas File system に存在するデータファイルにのみ適切です。従って ASM
を実装した場合、ODM を有効にしないでください。
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メモ: ASM 環境では、ODM のライブラリもリンク解除することをお勧めします。
SF Oracle RAC ODM ライブラリのリンク解除

1

ユーザー oracle としてログインします。

2

インスタンスが実行している場合は停止します。
$ srvctl stop asm -n galaxy
$ srvctl stop asm -n nebula

3

各ノードで、Oracle ユーザーとして次のコマンドを入力します。

$ cd $ORACLE_HOME/lib

4

各ノードで、Oracle ユーザーとして次のコマンドを入力します。
Oracle RAC 11g の場合:

$ mv $ORACLE_HOME/lib/libodm11.so libodm11.so.veritas

Oracle RAC 10g の場合:

$ mv $ORACLE_HOME/lib/libodm10.so libodm10.so.veritas

5

各ノードで、Oracle ユーザーとして次のコマンドを入力します。
Oracle RAC 11g の場合:

$ ln -s $ORACLE_HOME/lib/libodmd11.so libodm11.so

Oracle RAC 10g の場合:

$ ln -s $ORACLE_HOME/lib/libodmd10.so libodm10.so
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6

インスタンスを起動します。
$ srvctl start asm -n galaxy
$ srvctl start asm -n nebula

ASM インスタンスの起動コマンドと停止コマンド
ASM インスタンスの通常の起動と停止には、ユーザー oracle として、次のコマンドを使
用します。これらのコマンドはクラスタの任意のノードから実行できます。
ASM インスタンスの起動には、次のコマンドを入力します。
galaxy@oracle> srvctl start asm -n galaxy
galaxy@oracle> srvctl start asm -n nebula

ASM インスタンスの停止には、次のコマンドを入力します。
galaxy@oracle> srvctl stop asm -n galaxy

メモ: ASM を使用しているデータベースインスタンスが動作中のとき、ASM インスタンス
は停止できません。CVM を使用して、ASM インスタンスを終了する前に ASM インスタン
スにアクセスしているすべてのデータベースインスタンスを停止します。

CVM を使用した ASM ディスクグループへのストレージ
の追加
このセクションでは CVM を使用した ASM ディスクグループへのストレージの追加につい
て説明します。
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CVM を使用した ASM ディスクグループへのストレージの追加

1

root ユーザーとして、ストレージを追加するには、次のコマンドを使用します。
galaxy@root# vxdiskunsetup -C c2t1d17
galaxy@root# vxdisksetup -i c2t1d17
galaxy@root# vxdg -g ora_asm_dg adddisk c2t1d17
galaxy@root# vxassist -g ora_asm_dg make ora_asm_vol2 2000M
c2t1d17
galaxy@root# vxedit -g ora_asm_dg set group=dba user=oracle ¥
mode=660 ora_asm_vol2

2

次のいずれかのタスクを実行して、既存の ASM ディスクグループにディスクを追加
するか、または既存の ASM ディスクサイズを拡張します。
■

SQL を使用して既存の ASM ディスクグループにディスクを追加するには、次の
SQL コマンドを入力します。
SQL>alter diskgroup asm_diskgroup
add disk ora_asm_vol2

■

root ユーザーを使用して既存の ASM ディスクサイズを拡張するには、次の SQL
コマンドを入力します。
SQL>ALTER DISKGROUP asm_diskgroup
RESIZE DISK ora_asm_vol SIZE 4000M

Veritas ASM エージェント
Veritas Cluster Volume Manager を使用した Oracle ASM の設定に必要な 2 つの
Veritas ASM エージェントがあります。
■

ASMInst エージェントまたは ASM インスタンスエージェント

■

ASMDG エージェントまたは ASM DG（ディスクグループ）エージェント

ASMInst エージェントは ASM インスタンスをオンラインにしたり、オフラインにしたり、監
視したりします。
ASMDG エージェントは ASM 対応データベースに必要な ASM ディスクグループをマウ
ントしたり、マウント解除したり、監視したりします。
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メモ: これらの Veritas ASM エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server
Agent for Oracle インストール/設定ガイド』を参照してください。

ASM を使用した Veritas CVM と Oracle サービスグルー
プ
VCS 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、VCS サービスグループには、ハードウェアとソフトウェアを基
盤とする複数のリソースが含まれます。
サービスグループの依存関係の詳細については、『Veritas Cluster Server ユーザーズ
ガイド』を参照してください。

ASM を使用した Veritas CVM と Oracle サービスグループ
VCS Oracle エージェントを使う設定では、VCS が Oracle データベースを制御します。
Oracle グループと CVM グループの間に online local firm 依存関係が存在します。
asm_grp サービスグループの ASMInst エージェントは、ASM インスタンスをオンライン
にしたり、オフラインにしたり、監視したりします。データベースサービスグループの ASMDG
エージェントは、ASM 対応データベースに必要な ASM ディスクグループをマウントした
り、マウント解除したり、監視したりします。
VCS の起動時に、データベースが存在する CVM ボリュームの起動後、ASMDG のエー
ジェントはデータベースに必要な ASM ディスクグループをマウントします。1 つのノード
で複数のデータベースが動作している場合は、互いの障害からそれらを保護します。
下の 図 D-3 に、ASM を使用した並列 Oracle 10g サービスグループと並列 CVM サー
ビスグループ間の依存関係を示します。
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ASM を使用した Veritas CVM と Oracle 10g サービスグループ
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下の 図 D-4 に、ASM を使用した並列 Oracle 11g サービスグループと並列 CVM サー
ビスグループ間の依存関係を示します。
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ASM を使用した Veritas CVM と Oracle 11g サービスグループ

図 D-4

Oracle グループ（パラレル）

ora_db

Oracle
oradata.dg

ASMDG
oradata_voldg

CVMVoIDG

asm_grp（パラレル）
asm_inst

ASMInst

CVM（パラレル）
アプリ
ケーション

ocrvote_mnt

cssd

ora_priv

CFSMount

MultiPrivNIC

vxfsckd
ocrvote_voldg

CFSfsckd

CVMVoIDG

cvm_clus

CVMCluster
cvm_vxconfigd

CVMVxconfigd

付録 D 自動ストレージ管理
Veritas CVM と ASM main.cf ファイル

Veritas CVM と ASM main.cf ファイル
次は ASM を使用した Oracle RAC 10g の SF Oracle RAC の設定例です。

include
include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"MultiPrivNIC.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"OracleASMTypes.cf"

cluster sfrac_asm (
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system galaxy (
)
system nebula (
)

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)

Application cssd (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
)

CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = sfrac_asm
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
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CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

PrivNIC ora_priv (
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1 }
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1 }
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.255.0"
)
cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires oradata_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_voldg requires cvm_clus
ocrvote_mnt requires vxfsckd
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

group asmgrp (
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SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
ASMInst asm (
Sid @galaxy = "+ASM1"
Sid @nebula = "+ASM2"
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/ASM_HOME"
)
requires group cvm online local firm

group dbgrp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
ASMDG asmdg (
Sid @galaxy = "+ASM1"
Sid @nebula = "+ASM2"
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/ASM_HOME"
DiskGroups = { ASM_RAC_DG }
)
CVMVolDg racvoldg (
CVMDiskGroup = rac_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
Oracle asmdb (
ResourceOwner = oracle
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/ASM_HOME"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
requires group asmgrp online local firm
asmdb requires asmdg
asmdg requires racvoldg

次は ASM を使用した Oracle RAC 11g の SF Oracle RAC の設定例です。
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include
include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"MultiPrivNIC.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"
"OracleASMTypes.cf"

cluster sfrac_asm (
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system galaxy (
)
system nebula (
)

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)

Application cssd (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
)

CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = sfrac_asm
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
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CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device @galaxy = { qfe0 = 0, qfe1
Device @nebula = { qfe0 = 0, qfe1
Address @galaxy = { "192.168.1.1"
Address @nebula = { "192.168.1.3"
NetMask = "255.255.255.0"
)

= 1
= 1
=0,
=0,

}
}
"192.168.1.2" =0, "192.168.2.1" =1 }
"192.168.1.4" =0, "198.168.2.2" =1 }

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires oradata_mnt
cssd requires multi_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_voldg requires cvm_clus
ocrvote_mnt requires vxfsckd
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

group asmgrp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
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Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
ASMInst asm (
Sid @galaxy = "+ASM1"
Sid @nebula = "+ASM2"
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/ASM_HOME"
)
requires group cvm online local firm

group dbgrp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)
ASMDG asmdg (
Sid @galaxy = "+ASM1"
Sid @nebula = "+ASM2"
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/ASM_HOME"
DiskGroups = { ASM_RAC_DG }
)
CVMVolDg racvoldg (
CVMDiskGroup = rac_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
Oracle asmdb (
ResourceOwner = oracle
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/ASM_HOME"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
requires group asmgrp online local firm
asmdb requires asmdg
asmdg requires racvoldg

E
テストデータベースの作成
この付録では以下の項目について説明しています。
■

テストデータベースの作成について

■

Oracle 用データベースの作成

テストデータベースの作成について
テストデータベースは、テストおよびトラブルシューティングの目的の両方のために、作成
され、使われることができます。次のオプションの手順は、テストデータベースを作成する
ための方法を説明します。
メモ: この付録は Oracle RAC 10g および Oracle RAC 11g 用のテストデータベース作成
の手順のみを説明します。Oracle 9i 用のテストデータベースの作成についての情報は、
以前の SF Oracle RAC マニュアルを参照してください。

Oracle 用データベースの作成
データベースを作成し始める前に、次の必要条件が満たされていることを確認します。
■

CRS デーモンが動作している必要があります。
CRS の状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# $CRS_HOME/bin/crs_stat

■

各ノードのすべてのプライベート IP アドレスが動作している必要があります。
ping コマンドを使って、各ノードのすべてのプライベート IP アドレスが使えるか確認
します。

Oracle データベースをインストールする方法については、Oracle マニュアルを参照して
ください。
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データベースを、共有 RAW ボリューム、またはクラスタファイルシステム（CFS）に作成で
きます。以下の節は、RAW ボリュームまたはファイルシステム上に Oracle 用のデータ
ベース表領域を作成することを説明します。
■

「RAW ボリューム上での Oracle 用データベース表領域の作成」

■

「CFS に Oracle 用データベース表領域を作成」

RAW ボリューム上での Oracle 用データベース表領域の作成
共有 RAW ボリュームにデータベース表領域を作成できます。
データベース表領域用共有 RAW ボリュームを作成する方法

1

root ユーザーとしてログインします。

2

マスターノードで共有ストレージ上にディスクグループを作成します。
# vxdg -s init oradatadg HDS0_30

3

必要な表領域ごとに、共有グループにボリュームを作成します。
表領域の必要条件については、Oracle のマニュアルを参照してください。
次に例を示します。
# vxassist -g oradatadg make VRT_galaxy 1000M
# vxassist -g oradatadg make VRT_spfile1 10M
.
.

4

Oracle データを格納するボリュームへのアクセスモードおよびアクセス権を定義しま
す。
$ORACLE_HOME/raw_config に示された各ボリュームに対して、vxedit（1M）コ
マンドを使います。
vxedit -g disk_group set group=group user=user mode=660 volume

たとえば、次のようになります。
# vxedit -g oradatadg set group=dba user=oracle mode=660 ¥
VRT_galaxy

この例では、VRT_galaxy はボリュームの 1 つの名前です。コマンドを繰り返し実行
して、oradatadg 内の各ボリュームに対するアクセスモードおよびアクセス権を定義
します。

5

Oracle のマニュアルを参照して、データベースを作成します。
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CFS に Oracle 用データベース表領域を作成
クラスタファイルシステムに Oracle データベースを格納する場合は、次の手順を使って
ファイルシステムを作成します。

1

ディスクグループ（たとえば oradatadg）を作成します。
# vxdg -s init oradatadg HDS0_30

2

単一の共有ボリューム（たとえば、oradatavol）を作成します。このボリュームには、
すべての表領域のファイルシステムを格納するだけの十分なサイズが必要です。
たとえば、表領域に 6.8 GB のサイズが必要な場合は、次のように入力します。
# vxassist -g oradatadg make oradatavol 6800M

表領域のサイズについては、Oracle のマニュアルを参照してください。

3

ディスクグループのボリュームを起動します。
# vxvol -g oradatadg startall

4

このボリュームに VxFS ファイルシステムを作成します。ノードの 1 つで、次のように
入力します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/oradatadg/oradatavol

5

共有ファイルシステムのマウントポイントを作成します。
# mkdir /oradata

6

同じノードで、ファイルシステムをマウントします。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol ¥
/oradata

7

ファイルシステムの所有者には、「oracle」を、アクセス権には、「755」を設定します。
# chown oracle:oinstall /oradata
# chmod 755 /oradata

8

その他のノードでも手順 5 から手順 7 までを行います。

9

Oracle のマニュアルを参照して、データベースを作成します。
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F
高可用性エージェントの情
報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エージェントについて

■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

PrivNIC エージェント

■

MultiPrivNIC エージェント

■

CSSD エージェント

■

Oracle の VCS エージェント

エージェントについて
エージェントは、1 つのタイプのすべての設定されたリソースを起動、停止および監視し、
それらの状態を VCS（Veritas Cluster Server）に報告するプロセスとして定義されます。
エージェントはエントリポイントと属性の両方を持ちます。
エントリポイントは、エージェントが実行する特定の機能です。
属性はエージェントに関するデータを含みます。属性は定義と値を持ちます。アプリケー
ションサービスをパブリックネットワークに提供するためにともに働く個々のコンポーネント
として定義された、リソースを設定するために属性値を変更します。リソースとしては、ディ
スクやネットワークインターフェースカードなどの物理コンポーネント、Oracle RAC 10g や
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Web サーバーなどのソフトウェアコンポーネント、IP アドレスやマウントされたファイルシ
ステムなどの設定コンポーネントがあります。
属性は、ある設定ではオプションである属性が別の設定では必須である場合があります
が、オプションかまたは必須のどちらかです。多くのオプション属性は定義済みまたはデ
フォルトの値を持ち、必要に応じて変更します。様々な内部使用のみの属性も存在しま
す。これらの属性を変更しないでください - それらの変更は、クラスタに対する重大な問
題を導く可能性があります。属性は型と次元を持ちます。いくつかの属性値は数字を受
け入れることができ、その他は英数字値または英数字値のグループを受け入れることが
でき、一方その他は単純なブール型オン/オフ値です。
各 SF Oracle RAC エージェントのエントリポイントおよび属性はこの付録で説明されます。

SF Oracle RAC に含まれる VCS エージェント
SF Oracle RAC は次の VCS エージェントを含みます。
■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDG エージェント

■

CFSMount エージェント

SF Oracle RAC インストールは自動的に CVMCluster リソースと CVMVxconfigd リソー
スを設定します。
Oracle サービスグループによって使われる各ディスクグループに CVMVolDg エージェ
ントを設定する必要があります。単独の Oracle サービスグループに対してのみディスク
グループを設定します。データベースがクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスク
グループの各ボリュームに対して CFSMount エージェントを設定します。
上に列挙したエージェントのエントリポイントおよび属性について、この付録の次の情報
を使って、必要な設定変更を行います。VCS 設定を修正する方法について詳しくは
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

SF Oracle RAC に含まれる他のエージェント
SF Oracle RAC は次の追加エージェントを含みます。
■

PrivNIC エージェント
PrivNIC エージェントは、LLT イーサネットインターフェースにおいてローカルに可用
性の高いプライベート IP アドレスを維持するためのリソースを提供します。

■

MultiPrivNIC エージェント
MultiPrivNIC エージェントは、Oracle のキャッシュフュージョン機能に対する UDP/IP
サポートのためのリソースを提供します。

■

CSSD エージェント

付録 F 高可用性エージェントの情報
CVMCluster エージェント

CSSD（Cluster Synchronization Services daemon）エージェントは、Oracle RAC
10g または Oracle RAC 11g の cssd プロセスを監視し、OCR および VOTE リソース
および PrivNIC（オプション）リソース上の cssd の依存関係が満足されることを確認
するためのリソースを提供します。
■

Oracle エージェント
Oracle エージェントはデータベースプロセスを監視します。

■

Netlsnr エージェント
Netlsnr エージェントは、リスナーサービスをオンラインに切り替え、状態を監視し、オ
フラインに切り替えます。

■

ASMInst エージェント
ASMInst エージェントは ASM インスタンスを管理し、制御します。

■

ASMDG エージェント
ASMDG エージェントは ASM インスタンスに ASM ディスクグループをマウントする
か、マウント解除します。

Oracle、Netlsnr、ASMInstance、ASMDG エージェントについて詳しくは、『Veritas
Cluster Server Agent for Oracle インストール/設定ガイド』を参照してください。

CVMCluster エージェント
CVMCluster エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）に関連付けられたク
ラスタポートでシステムメンバーシップを制御します。

CVMCluster エージェント用のエントリポイント
表 F-1 は、CVMCluster エージェントによって使われるエントリポイントを説明します。
表 F-1

CVMCluster エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

ノードを CVM クラスタポートに参加させます。共有ディスクグループを自動
インポートすることにより、Volume Manager クラスタ機能を有効にします。

Offline

ノードを CVM クラスタポートから削除します。

Monitor

ノードの CVM クラスタメンバーシップの状態を監視します。

CVMCluster エージェントの属性定義
表 F-2 は、CVMCluster のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
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表 F-2

CVMCluster エージェント属性

属性

形式

説明

CVMClustName

文字列 - スカラー

クラスタの名前。

CVMNodeAddr

文字列 - 関連付け

ホスト名と IP アドレスのリスト。

CVMNodeId

文字列 - 関連付け

関連リスト第 1 部分はシステムに名前付けしま
す。第 2 部分はシステムの LLT ID 番号を含み
ます。

CVMTransport

文字列 - スカラー

クラスタのメッセージサービスを指定します。
デフォルトは gab です。

メモ: この値は変更しないでください。
PortConfigd

整数 - スカラー

vxconfigd レベルの通信において CVM で使
われるポート番号。

PortKmsgd

整数 - スカラー

カーネルレベルの通信において CVM で使わ
れるポート番号。

CVMTimeout

整数 - スカラー

CVM クラスタの再設定で使われるタイムアウト
（秒）。デフォルトは 200 です。

CVMCluster エージェントタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
type CVMCluster (
static int InfoTimeout = 0
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMTransport, CVMClustName,
CVMNodeAddr, CVMNodeId, PortConfigd, PortKmsgd,
CVMTimeout }
NameRule = ""
str CVMClustName
str CVMNodeAddr{}
str CVMNodeId{}
str CVMTransport
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
)
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クラスタの通信とメッセージサービスに必要な機能である GAB は CVMNodeAddr、
PortConfigd および PortKmsgd 属性を使わないため、SF Oracle RAC 環境ではこれ
らの属性が使われません。

CVMCluster エージェントの設定例
次に示すのは、CVMCluster サービスグループの定義例です。
CVMCluster cvm_clus (
Critical = 0
CVMClustName = RACCluster1
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMCluster リソースを含む main.cf の詳細な例については、次を参照してください。
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。

CVMVxconfigd エージェント
CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモンを起動して監視します。vxconfigd
デーモンは、ディスクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更をカーネルに伝え
て、ディスクに保存されている設定情報を変更します。CVMVxconfigd は、CVM サービ
スグループに存在する必要があります。
CVMVxconfigd は OnOnly エージェントです。このエージェントは、クラスタが起動する
とリソースを起動し、必要に応じていつでも VCS によって再起動されます。Operations
属性は、スタートアップのこれらのデフォルトの面を指定します。
vxconfigd デーモンを syslog オプション付きで起動し、デバッグメッセージのログ出力
を有効にするよう推奨します。SF Oracle RAC インストールは CVMVxconfigd エージェ
ントに対して syslog オプションを設定することに注意してください。

CVMVxconfigd エージェントのエントリポイント
表 F-3 は CVMVxconfigd エージェントのエントリポイントを説明します。
表 F-3

Vxconfigd エントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxconfigd デーモンを起動します。

Offline

N/A
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エントリポイント

説明

Monitor

vxconfigd デーモンが実行されているかどうかを監視します。

CVMVxconfigd エージェントの属性定義
表 F-4 は CVMVxconfigd リソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
表 F-4

CVMVxconfigd エージェント属性

属性

形式

説明

CVMVxconfigdArgs

キーリスト

online エントリポイントに送られる引数の一覧。
常に syslog オプションを指定することを推奨し
ます。

CVMVxconfigd エージェントのタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
type CVMVxconfigd (
static int FaultOnMonitorTimeouts = 2
static int RestartLimit = 5
static str ArgList[] { CVMVxconfigdArgs }
static str Operations = OnOnly
keylist CVMVxconfigdArgs
)

CVMVxconfigd エージェントの設定例
次に示すのは、CVM サービスグループの CVMVxconfigd リソースの定義例です。
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
.
.
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
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//
//
//
//
//

CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}

CVMVxconfigd リソースを含む main.cf の詳細な例については、次を参照してください。
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。

CVMVolDg エージェント
CVMVolDg エージェントは CVM ディスクグループとそのディスクグループ内の CVM ボ
リュームを表し、制御します。CVM ディスクグループおよび CVM ボリュームの属性はグ
ローバルなため、CVM マスターノードにインポートされるのは 1 度のみです。
Oracle サービスグループが使う各ディスクグループに CVMVolDg エージェントを設定し
ます。1 つのディスクグループは、1 つの Oracle サービスグループに対してのみ設定し
ます。データベースにクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループ内の各ボ
リュームに CFSMount エージェントを設定します。

CVMVolDg エージェントのエントリポイント
表 F-5 は、CVMVolDg エージェントにより使われるエントリポイントを説明します。
表 F-5

CVMVolDg エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

CVMVolume 属性により指定された共有ディスクグループ内のすべて
のボリュームを起動します。
共有ディスクグループがインポートされていることを確認します。
CVMVolDg エージェントは共有ディスクグループをインポートしないこ
とに注意します。ディスクグループがインポートされていないと、オンライ
ンスクリプトがエラーを返します。
CVMActivation 属性の値が sw に設定されている場合は、ディスクグ
ループアクティブ化モードを shared-write に設定します。アクティブ化
モードは、スレーブシステムとマスターシステムのいずれにも設定できま
す。

Offline

ディスクグループアクティブ化モードを off に設定して、ディスクグルー
プ内のすべてのボリュームが無効となるようにします。
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エントリポイント

説明

Monitor

ディスクグループ内の指定された重要ボリュームを監視します。
CVMVolume 属性はこれらのボリュームを指定します。SF Oracle RAC
はディスクグループ内の少なくとも 1 つのボリュームを指定する必要が
あります。

Clean

オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを消去します。

CVMVolDg エージェントの属性定義
表 F-6 は、CVMVolDg のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
表 F-6

CVMVolDg エージェント属性

属性

形式

説明

CVMDiskGroup

文字列 - スカラー

ディスクグループに名前を付けます。

CVMVolume

文字列 - キーリスト

ディスクグループ内の重要ボリュームを一覧しま
す。SF Oracle RAC はディスクグループ内の少な
くとも 1 つのボリュームを指定する必要がありま
す。

CVMActivation

文字列 - スカラー

ディスクグループに対してアクティブ化モードを設
定します。
デフォルトは sw（共有書き込み） です。

CVMVolDg エージェントタイプの定義
CVMVolDg タイプ定義は CVMTypes.cf ファイルに登録されています。
type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation }
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume,
CVMActivation }
str CVMDiskGroup
keylist CVMVolume[]
str CVMActivation
temp int voldg_stat
)
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CVMVolDg エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CVMVolDg のリソースタイプを定義する必要が
あります。次はサンプル設定です。
CVMVolDg ora_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradata1, oradata2 }
CVMActivation = sw
)

より詳細な例で定義された CVMVolDg は、次を参照してください。
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。

CFSMount エージェント
CFSMount エージェントはオンラインまたはオフラインを管理し、CFS のマウントポイント
を監視します。
エージェントの実行形式ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSMount/CFSMountAgent
にあります。
CFSMount のタイプ定義は、/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに記述
されています。

CFSMount エージェントのエントリポイント
表 F-7 は CFSMountpoint のエントリポイントを提供します。
表 F-7

CFSMount エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

ブロックデバイスをクラスタモードでマウントします。

Offline

ファイルシステムをマウント解除します。必要な場合には強制的にマウント解
除し、プライマリをセカンダリに設定します。

Monitor

ファイルシステムがマウントされているかどうかを調べます。fsclustadm コ
マンドを使ってマウント状態を確認します。

Clean

クラスタファイルシステムマウントに対して空の処理を生成します。
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CFSMount エージェントの属性定義
表 F-8 は、CFSMount エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
表 F-8

CFSMount エージェント属性

属性

形式

説明

MountPoint

文字列 - スカラー

マウントポイントのディレクトリ。

BlockDevice

文字列 - スカラー

マウントポイントのブロックデバイス。

NodeList

文字列 - キーリスト

マウント先ノードの一覧。NodeList が NULL の場合、
エージェントはサービスグループのシステムリストを使
います。

MountOpt

文字列 - スカラー

mount コマンドのオプション。有効な MountOpt 属
性文字列を作成するには、次の指示に従ってくださ
い。

（オプション）

■

VxFS タイプに固有のオプションだけを使います。

-o フラグを使って VxFS 固有のオプションを指定
しないでください。
■ -F vxfs ファイルシステムタイプオプションを使わ
ないでください。
■ クラスタオプションは必須ではないことを確認しま
す。
■ オプションをカンマ区切りリストで指定します。
■

ro
ro,cluster
blkclear,mincache=closesync

Policy（オプション） 文字列 - スカラー

クラスタファイルシステムで、プライマリに障害が発生
した場合にプライマリとなる可能性のあるノードの一
覧。NULL に設定されている場合や、プライマリに障
害が発生したときに一覧に指定されているホストのい
ずれもアクティブでなかった場合、プライマリとなる可
能性があるアクティブノードの集合からノードが無作為
に選択されます。

CFSMount エージェントのタイプの定義
CFSMount エージェントのタイプ定義は CFSTypes.cf ファイルに登録されています。
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type CFSMount (
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int InfoTimeout = 0
static int OnlineRetryLimit = 16
static int OnlineWaitLimit = 0
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice,
MountOpt }
NameRule = resource.MountPoint
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp
str
str
str

str Primary
SetPrimary
RemountRes
ForceOff

CVMCluster エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CFSMount のリソースタイプを定義する必要があ
ります。
CFSMount ora_mount (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol1"
Primary = nebula
)

より詳細な例で定義された CFSMount は、次を参照してください。
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。

PrivNIC エージェント
PrivNIC リソースを使うと、LLT イーサネットインターフェースにおいてローカルに可用性
の高いプライベート IP アドレスを維持できます。プライベート IP アドレスは、Oracle RAC
10g の CRS デーモンでクラスタノード間の通信を行うために必要です。
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PrivNIC エージェントは、LLT を使って LLT Ethernet インターフェースを監視します。
PrivNIC エージェントは LLT に対してクエリを実行し、各 LLT Ethernet インターフェー
スの可視ノード数をカウントします。

PrivNIC エージェントのエントリポイント
表 F-9 は PrivNIC エージェントの監視エントリポイントを説明します。
メモ: リソースは永続的なものであるため、監視エントリポイントのみが必要となります。
表 F-9

PrivNIC エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

PrivNIC エージェントは LLT に対してクエリを実行し、各 LLT ネットワーク
インターフェースの可視ノードのリストを作成します。PrivNIC エージェントは
次に、このリストに様々なフィルタを適用して、最も適したフェールオーバー
を決定し、IP アドレスを設定する「正しい」デバイスを特定します。「正しい」
デバイスは、IP アドレスが現在設定された、現在アクティブなデバイスと比較
されます。アクティブなデバイスと「正しい」デバイスが異なる場合、PrivNIC
エージェントは「正しい」デバイスへのフェールオーバーを起こします。

PrivNIC エージェントの属性定義
表 F-10 は、PrivNIC のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明していま
す。
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表 F-10
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PrivNIC エージェントに必須の属性

属性

形式

説明

Device

文字列 - 関連付け

ifconfig コマンドで表示したネットワークインター
フェースデバイスと、インターフェースと関連付けられ
たネットワーク ID を指定します。同一の物理ネットワー
クに接続されているインターフェースのネットワーク ID
は一致する必要があります。下位ネットワーク ID を持
つインターフェースは、フェールオーバーの優先度が
高くなります。PrivNIC 設定で指定したインターフェー
スは、LLT 設定に使っているインターフェースとまった
く同じ名前と合計数にします。
少なくとも 1 つのインターフェースデバイスを指定する
必要があります。
例:
Device@galaxy = {qfe0=0, qfe1=1, qfe2=2}
Device@nebula = {qfe0=0, qfe1=1, qfe2=2}

Address

文字列 - スカラー

数値プライベート IP アドレス。
これが有効な IP アドレスかどうかを判断するために
チェックが実行されます。
IP アドレスの検証は、数値プライベート IP アドレス上
で実行され、これが IPV4 であるか IPv6 アドレスであ
るかを決定します。これが有効な IP アドレスかどうか
を判断するために追加チェックが実行されます。
次は IPv4 アドレスの例です。
Address = "192.168.12.1"

NetMask

文字列 - 関連付け

プライベート IP アドレスの数値ネットマスク。たとえば、
次のようになります。
Address = "255.255.240.0"
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オプションの属性
表 F-11

PrivNIC エージェントのオプション属性

属性

形式

説明

DeviceTag

文字列 - 関連付け

ネットワーク ID を使って、LLT デバイスタグをデバイ
スに関連付けます。LLT デバイスタグ（/etc/llttab
ファイルで指定したタグ）が ifconfig コマンドで示され
たネットワークインターフェース名と異なる場合は、そ
のインターフェースに対して DeviceTag を指定する
必要があります。

GabPort

文字列 - スカラー

GAB ポートの名前を指定する単一の小文字がフィル
タリングに使われます。"o" がデフォルトです。NULL
は GAB ポートのフィルタリングを無効にします。
たとえば、「GabPort = "b"」と指定します。

UseVirtualIP

整数 - スカラー

デフォルトは 0 で、この値は、エージェントが可能な場
合に物理インターフェースを使ってプライベート IP ア
ドレスを設定するよう指定します。
この値が 1 の場合、エージェントは、プライベート IP
アドレスの設定に常に仮想インターフェースを使いま
す。
値 2 は、値 1 の機能も備えており、物理インターフェー
ス上にプライベート IP アドレスがすでに設定されてい
る場合に、エージェントにより通知されるように指定し
ます。

UseSystemList

整数 - スカラー

この値が 1 の場合、エージェントは、ノードリストのフィ
ルタリングにサービスグループの SystemList を使い
ます。デフォルトは 0 です。

ExcludeNode

整数 - ベクトル

永久に計算に含めないノードのリストです。

PrivNIC エージェント: タイプの定義
次に、PrivNIC.cf ファイルの内容を示します。
type PrivNIC (
static str ArgList[] = { Device, DeviceTag, Address,
NetMask, UseVirtualIP, GabPort, UseSystemList,
ExcludeNode }
static int OfflineMonitorInterval = 60
static int MonitorTimeout = 300
static str Operations = None
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MultiPrivNIC エージェント

str
str
str
str
int
str
int
int

Device{}
DeviceTag{}
Address = ""
NetMask = ""
UseVirtualIP = 0
GabPort = "o"
UseSystemList = 0
ExcludeNode[]

)

PrivNIC エージェント: 設定例
次に、PrivNIC エージェント（IPv4 アドレス）を使った設定例を示します。
group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula }
)

PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { qfe0 = 0, qfe1 = 1} // XXX
Device@nebula = { qfe0 = 0, qfe1 = 1} // XXX
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
NetMask = "255.255.240.0"
)

より詳細な例:
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。
Device = { qfe0 = 0, qfe1 = 1, qfe2 = 2 }

MultiPrivNIC エージェント
MultiPrivNIC エージェントは、Oracle RAC 11g のキャッシュフュージョン機能に対する
UDP/IP サポートのためのリソースを提供します。
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メモ: プライベート IP アドレスの種類が、キャッシュフュージョントラフィックのため、Oracle
により必要とされます。MultiPrivNIC エージェントおよび Oracle RAC 11g のキャッシュ
フュージョンに対する UDP/IP サポートに加え、VCSIPC（Veritas Cluster Inter-Process
Communication）は Oracle RAC 10g キャッシュフュージョンをサポートし、Oracle RAC
10g キャッシュフュージョンのための 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。

MultiPrivNIC エージェントエントリポイント
次の 表 F-12 は MultiPrivNIC エージェントの監視エントリポイントを説明します。
メモ: リソースは永続的なものであるため、監視エントリポイントのみが必要となります。
表 F-12

MultiPrivNIC エージェントエントリポイント

エントリポイント

説明

Monitor

MultiPrivNIC エージェントは LLT に対してクエリを実行し、各 LLT ネット
ワークインターフェースの可視ノードのリストを作成します。MultiPrivNIC
エージェントは次に、このリストに様々なフィルタを適用して、最も適したフェー
ルオーバーを決定し、IP アドレスを設定する「正しい」デバイスを特定しま
す。
「正しい」デバイスは、IP アドレスが現在設定された、現在アクティブなデバ
イスと比較されます。アクティブなデバイスと「正しい」デバイスが異なる場合、
MultiPrivNIC エージェントは「正しい」デバイスへのフェールオーバーを起
こします。
すべての条件が同じとすると、IP アドレスは推奨されるデバイス上に設定さ
れます。

MultiPrivNIC エージェントの属性定義
次の 表 F-13 は、MultiPrivNIC のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を
説明しています。
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表 F-13

MultiPrivNIC エージェントの属性定義

属性

形式

説明

Device

文字列 - 関連付け

デバイス属性は、ifconfig コマンドで表示したネッ
トワークインターフェースデバイスと、インターフェース
と関連付けられたネットワーク ID を指定します。
同一の物理ネットワークに接続しているインターフェー
スのネットワーク ID は一致する必要があります。下位
ネットワーク ID を持つインターフェースは、フェール
オーバーの優先度が高くなります。
デバイス属性の例を次に示します。
galaxy の場合: qfe0
nebula の場合: qfe1

Address

文字列 - 関連付け

数値プライベート IP アドレス。
これが有効な IP アドレスかどうかを判断するために
チェックが実行されます。
次は IPv4 アドレスの例です。
Address @galaxy =
{ "192.168.1.1" =0,
"192.168.1.2" =0,
"192.168.2.1" =1 }

Netmask

文字列 - 関連付け

ネットマスク属性はプライベート IP アドレスの数値ネッ
トマスクです。
たとえば、アドレス = "255.255.255.0"。

MultiPrivNIC エージェントのリソースタイプ定義
以下は MultiPrivNIC.cf ファイルの内容の例です。
type MultiPrivNIC (
static int MonitorTimeout = 300
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str ArgList[] = {Device,DeviceTag,Address,NetMask,
UseVirtualIP,GabPort,UseSystemList,ExcludeNode}
static str Operations = None
str Device{}
str DeviceTag{}
str Address{}
str NetMask
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int
str
int
int
)

UseVirtualIP
GabPort = o
UseSystemList
ExcludeNode[]

MultiPrivNIC エージェントの設定例
次は IPv4 用の PrivNIC エージェントの設定例です。
MultiPrivNIC multi_priv (
Critical = 0
Device @galaxy = { qfe0 = 0, qfe1
Device @nebula = { qfe0 = 0, qfe1
Address @galaxy = { "192.168.1.1"
Address @nebula = { "192.168.1.3"
NetMask = "255.255.255.0"
)

= 1
= 1
=0,
=0,

}
}
"192.168.1.2" =0, "192.168.2.1" =1 }
"192.168.1.4" =0, "192.168.2.2" =1 }

より詳細な例:
p.493 の 「sample main.cf ファイルについて」 を参照してください。
上の例で、IP アドレスの隣のインターフェースは、その特定の IP アドレスに対して推奨さ
れるデバイスです。すべてのリンクが同じ（LLT インターフェースのそれぞれで可視のノー
ドが同じ数）とすると、IP アドレスは推奨されるインターフェース上で設定されます。
MultiPrivNIC エージェントは、LLT を使ってクラスタインターフェースを監視します。
MultiPrivNIC エージェントは LLT に対してクエリを実行し、LLT インターフェースのそ
れぞれで可視ノード数を数えて報告します。
推奨されるリンクが停止するという事態では、IP アドレスは次に利用できるプライベートリ
ンク（最大のノードを持つ）にフェールオーバーされます。推奨されるリンクが再び立ち上
がると、このリンクに対応する IP アドレスはそれに戻ります。
メモ: ユーザーは SF Oracle RAC のインストールおよび設定中にデバイスの優先度を設
定します。

CSSD エージェント
cssd リソースは Oracle RAC 10g cssd プロセスを監視します。cssd リソースの目的は、

OCR リソースと VOTE リソース、および PrivNIC（オプション）リソースの cssd の依存関
係が必要条件を満たしていることを確認することです。cssd リソースがオンラインであり、
その依存関係を持つリソースのいずれかがオフラインにされると、システムは再ブートしま
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す。このエージェントを使うと、これらの依存関係が VCS によって強制されるようになるた
め、この動作を回避できます。
Oracle 10.1.0.3 と 10.1.0.2 を使用している場合、VCS では、実際に CRS デーモンを停
止しません。その代わり、オフラインが示された場合、エラーメッセージを VCS エンジンの
ログファイルに報告します。CRS デーモンを安全に停止する方法については、Oracle マ
ニュアルを参照してください。VCS では、CRS デーモンを開始しません。またシステム起
動時にデーモンが自動的に開始するまで待機します。CRS デーモンを停止させる場合、
デーモンを安全に再起動する方法については、Oracle マニュアルを参照してください。
Oracle 10.1.0.4 以降については、この動作は適用されません。
Oracle 10.1.0.4 では、起動時からの CRS の開始を無効にするために次のコマンドを入
力します。
# /etc/init.d/init.crs disable

Oracle 10.1.0.4 では、CRS を有効にするために次のコマンドを入力します。
# /etc/init.d/init.crs enable

Oracle RAC 10g R2 では、起動時からの CRS の開始を無効にするために次のコマンド
を入力します。
# $CRS_HOME/bin/crsctl disable crs

Oracle RAC 10g R2 では、CRS を有効にするために次のコマンドを入力します。
# $CRS_HOME/bin/crsctl enable crs
cssd リソースは、Application エージェントを使う必要があります。ユーザーはリソースの

名前を決定します。
表 F-14 は cssd リソースの必須属性を一覧表示します。
表 F-14

CSSD リソースの必須属性

属性名

必要な値

Critical

0

OnlineRetryLimit

20

StartProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online

StopProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline

CleanProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean

MonitorProgram

/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor
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main.cf エントリの例を次に示します。
Application cssd-resource (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)

Oracle の VCS エージェント
Oracle の VCS エージェントは、Oracle の可用性を高めるためにともに働く以下のエー
ジェントを含みます。
■

Oracle エージェントは Oracle データベースプロセスを監視します。
p.618 の 「Oracle エージェントの機能」 を参照してください。
p.625 の 「Oracle リソースタイプ」 を参照してください。

■

Netlsnr エージェントはリスナープロセスを監視します。
p.631 の 「Netlsnr エージェントの機能」 を参照してください。
p.632 の 「Netlsnr リソースタイプ」 を参照してください。

■

ASMInst エージェントは ASM インスタンスを監視します。
p.636 の 「ASMInst エージェントの機能」 を参照してください。
p.637 の 「ASMInst リソースタイプ」 を参照してください。

■

ASMDG エージェントは Oracle ASM ディスクグループを監視します。
p.639 の 「ASMDG エージェントの機能」 を参照してください。
p.640 の 「ASMDG リソースタイプ」 を参照してください。

エージェントの機能とリソースタイプについて詳しくは、『Veritas Cluster Server Agent
for Oracle インストール/設定ガイド』を参照してください。

Oracle エージェントの機能
Oracle エージェントはデータベースプロセスを監視します。
表 F-15 に、Oracle エージェントの操作を一覧で示します。
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表 F-15

Oracle エージェントの操作

エージェントの操作

説明

Online

次の svrmgrl または sqlplus コマンドを使って Oracle データベー
スを起動します。
startup force pfile=$PFile
デフォルトの起動オプションは、STARTUP_FORCE です。Oracle の異
なる起動オプションを使ってデータベースを開始するためにエージェン
トの設定を行うこともできます。
p.620 の 「起動オプションと停止オプション」 を参照してください。

Offline

次の svrmgrl または sqlplus コマンドに指定のオプションを加えて
Oracle データベースを停止させます。
停止 - IMMEDIATE オプション（shutdown immediate）
IMMEDIATE は、デフォルトのシャットダウンオプションです。Oracle の
異なるシャットダウンオプションを使ってデータベースを停止するように
エージェントを設定することもできます。
p.620 の 「起動オプションと停止オプション」 を参照してください。

Monitor

Oracle プロセスのステータスを確認します。Oracle エージェントでは、
基本と詳細の 2 段階の監視レベルを設定できます。
p.621 の 「Oracle エージェントの監視オプション」 を参照してください。

Clean

次の svrmgrl または sqlplus コマンドを使って Oracle データベー
スを強制的に停止させます。
停止 - ABORT オプション（shutdown abort）
プロセスが shutdown コマンドに応答しない場合、エージェントは次の
ことを実行します。
設定されたインスタンスと関連付けられているプロセスについて、プ
ロセステーブルをスキャンします。
■ 設定されたインスタンスと関連付けられているプロセスを強制終了し
ます。
■

Info

データベースの状態について静的または動的な情報を表示します。
p.622 の 「Info エントリポイント」 を参照してください。

Action

リソースで事前定義済みの処理を実行します。
p.623 の 「Action エントリポイント」 を参照してください。
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起動オプションと停止オプション
すでに設定が行われた Oracle インスタンスに起動オプションや停止オプションを指定す
ることができます。
表 F-16 に、エージェントがサポートする起動オプションを一覧で示します。
表 F-16

起動オプション

オプション

説明

STARTUP_FORCE

pfile が設定されている場合は、startup force
pfile='location_of_pfile' コマンドを実行します。

（デフォルト）

pfile がまだ定義されていない場合、エージェントは、startup force
を実行します。この起動オプションでは、デフォルトの場所からデフォル
トのパラメータファイルを取得します。
STARTUP

pfile が設定されている場合は、startup
pfile='location_of_pfile' コマンドを実行します。
pfile がまだ定義されていない場合、エージェントは、デフォルトの場所
からデフォルトのパラメータファイルを取得し、startup を実行します。

RESTRICTED

データベースを RESTRICTED モードで起動します。

RECOVERDB

インスタンスの起動中にデータベースのリカバリを実行します。

CUSTOM

事前定義済みの SQL スクリプト（start_custom_$SID.sql）を使
い、カスタムの起動オプションを実行します。このスクリプト
は、/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle ディレクトリに格納し、Oracle
Owner OS ユーザーに対するアクセス権を割り当てる必要があります。
このスクリプト自体が見つからない場合は、エージェントでエラーメッセー
ジがログ出力されます。
カスタムのスクリプトを使って、エージェントで次の処理を実行します。
sqlplus /nolog <<!
connect / as sysdba;
@start_custom_$SID.sql
exit;
!

SRVCTLSTART

srvctl ユーティリティを使ってデータベースのインスタンスを起動しま
す。
RAC クラスタの場合、デフォルトの起動オプションを SRVCTLSTART
として手動で設定する必要があります。

表 F-17 に、エージェントがサポートする停止オプションを一覧で示します。
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表 F-17

停止オプション

オプション

説明

IMMEDIATE

shutdown immediate を実行して、Oracle インスタンスを停止しま
す。

（デフォルト）
TRANSACTIONAL

shutdown transactional コマンドを実行します。このオプション
は、このオプションをサポートするバージョンのデータベースでのみ有
効となります。

CUSTOM

事前定義済みの SQL スクリプト（shut_custom_$SID.sql）を使い、
カスタムの停止オプションを実行します。このスクリプト
は、/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle ディレクトリに格納し、Oracle
Owner OS ユーザーに対するアクセス権を割り当てる必要があります。
このスクリプト自体が見つからない場合は、エージェントは、デフォルト
のオプションで自身を停止させます。

SRVCTLSTOP

srvctl ユーティリティを使って、データベースのインスタンスを停止し
ます。
RAC クラスタの場合、デフォルトのオプションを SRVCTLSTOP として手
動で設定する必要があります。

Oracle エージェントの監視オプション
Oracle エージェントでは、基本と詳細の 2 段階の監視レベルを設定できます。デフォル
トでは、エージェントで基本の監視が行われます。
基本監視モードでは、次のオプションが用意されています。
■

プロセスチェック

■

状態チェック

Oracle リソースの MonitorOption 属性は、エージェントがプロセスチェックモードまたは
ヘルスチェックモードで、基本監視を実行する必要があるかどうかを決定します。
表 F-18 に、基本監視オプションを示します。
表 F-18

基本監視オプション

オプション

説明

0

プロセスチェック

（デフォルト）

エージェントでは、ora_dbw、ora_smon、ora_pmon、ora_lgwr の各プロ
セスについてのプロセステーブルをスキャンして、Oracle が稼働しているこ
とを確認します。
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オプション

説明

1

健全性チェック（Oracle 10g 以上でサポート）
エージェントは Oracle からの健全性チェック API を使って、SGA を監視し、
インスタンスに関する情報を取得します。
Oracle エージェントの意図的なオフラインの機能を使う場合は、健全性チェッ
クの監視を有効にする必要があります。

基本監視を設定する場合は、次の注意事項を確認します。
■

フェールオーバーサービスグループ内では、管理者が node 上の Oracle リソースを
オンラインにするときに、cluster 内の他の node 上でその Oracle インスタンスがオン
ラインである場合、そのインスタンスが呼び出されます。ただし、データベースはマウ
ントされません。そのような状況では、このエラーは基本監視または詳細監視の、健
全性チェックの監視オプションによってのみ検出されます。詳細監視はエラーの検出
後にデータベーステーブルを更新するのに対して、健全性チェックの監視は更新を
行いません。
基本監視または詳細監視の健全性チェックの監視オプションが設定されていない場
合、そのような競合は検出されないままになります。

詳細監視モードでは、エージェントはデータベースのテストテーブルでトランザクションを
実行し、Oracle が正常に機能していることを確認します。Oracle リソースの DetailMonitor
属性は、エージェントが詳細監視を実行する必要があるかどうかを決定します。

Info エントリポイント
Info エントリポイントをサポートする Veritas Cluster Server agent for Oracle で、デー
タベースの状態に関する静的または動的な情報を表示します。
Info エントリポイントを呼び出すには、次のコマンドを入力します。
# hares -value resource ResourceInfo [system]¥
[-clus cluster | -localclus]

このエントリポイントでは、次の静的な情報を取得します。
■

バージョン（Version）

■

インスタンス番号
（InstanceNo）

■

インスタンス名
（InstanceName）

■

データベース名
（DatabaseName）

■

ホスト名（HostName）

■

開始時間（StartupTime）

■

パラレル（Parallel）

■

スレッド（Thread）

■

インスタンスの役割
（InstanceRole）
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このエントリポイントでは、次の動的な情報を取得します。
■

インスタンスのステータス
（InstanceStatus）

■

ログイン情報（Logins）

■

オープンモード
（OpenMode）

■

ログモード（LogMode）

■

シャットダウンの待機
（ShutdownPending）

■

データベースのステータス
（DatabaseStatus）

■

共有プールの空き割合
（Shared Pool Percent
free）

■

バッファ使用率（Buffer Hits
Percent）

SQL 文を /opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/resinfo.sql に追加して、属性を加えるこ
とができます。次に例を示します。
select 'static:HostName:'||host_name from v$instance;
select 'dynamic:ShutdownPending:'||shutdown_pending from
v$instance;

選択したレコードの型は、次のようになります。
attribute_type:userkey_name:userkey_value

変数 attribute_type は、静的または動的のいずれかか、両方の性質を持った値とす
ることができます。

Action エントリポイント
Veritas Cluster Server agent for Oracle は Action エントリポイントをサポートし、リソー
ス上で事前定義済みの処理を実行できるようにします。
リソースで処理を実行するには、次のコマンドを入力します。
# hares -action res token [-actionargs arg1 ...] ¥
[-sys system] [-clus cluster]

エージェントのカスタム処理を追加することもできます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server エージェント開発者ガイド』を参照してください。
p.624 の 表 F-20 を参照してください。
表 F-19 はエージェントの事前定義済み処理を説明します。
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表 F-19

事前定義済みのエージェント処理

処理

説明

VRTS_GetInstanceName

すでに設定済みのインスタンスからそのインスタンス名を取得
します。このオプションは、Oracle リソースと Netlsnr リソース
に使うことができます。

VRTS_GetRunningServices

エージェントが監視する処理の一覧を取得します。このオプショ
ンは、Oracle リソースと Netlsnr リソースに使うことができます。

DBRestrict

データベースのセッションを変更して、RESTRICTED モードを
有効にします。

DBUndoRestrict

データベースのセッションを変更して、RESTRICTED モードを
無効にします。

DBSuspend

データベースの一時停止

DBResume

一時停止していたデータベースを再開させます。

DBTbspBackup

表領域のバックアップを実行します。バックアップする表領域
名は、actionargs に含まれています。

表 F-20 に、インフラチェックを実行し特定のエラーを修正できるようにする、Veritas
Cluster Server agent for Oracle の仮想ファイアドリル処理を一覧で示します。
表 F-20

事前定義済みの仮想ファイアドリル処理

仮想ファイアドリル処理

説明

getid

Oracle Owner が node 上に存在することを確認します。

（Oracle エージェント）
home.vfd

以下を確認します。

（Oracle エージェント）

■

ORACLE_HOME は node 上にマウントされており、対応す
るエントリは fstab にあります。
ORACLE_HOME がマウントされていなければ、処理エント
リポイントは、いずれかの他のリソースが既に
ORACLE_HOME をマウントしているかどうかチェックしま
す。
■ Pfile が提供され、それは node 上に存在します。
■

owner.vfd
（Oracle エージェント）

$ORACLE_HOME/dbs/orapw［SID］からのパスワードファ
イルが存在します。

Oracle Owner 属性の uid と gid を確認します。Owner 属性
の uid と gid が、Oracle リソースが現在オンラインである node
上で同じであるかどうかチェックします。
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仮想ファイアドリル処理

説明

pfile.vfd

ローカルディスクに pfile または spfile が存在するかどうかを
調べます。pfile と spfile の両方が存在しない場合、エージェ
ントの機能は終了します。Oracle リソースがクラスタ内でオンラ
インである場合、エージェント機能は、Oracle リソースがオンラ
インなので spfile が共有ストレージ上に存在する必要があると
いうメッセージをログに記録します。

（Oracle エージェント）

tnsadmin.vfd
Netlsnr エージェント

listener.ora ファイルが存在するかどうかチェックします。
listener.ora ファイルの場合は、ORACLE_HOME がマウント
されているかどうかチェックし、適切なメッセージを表示します。

Oracle リソースタイプ
Veritas Cluster Server agent for Oracle の Oracle エージェントは、SF Oracle RAC
では Oracle リソースタイプとして表されます。
type Oracle (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle"
static str ContainerType = Zone
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetInstanceName,
VRTS_GetRunningServices, DBRestrict, DBUndoRestrict,
DBResume, DBSuspend, DBTbspBackup,
"home.vfd", "owner.vfd", "getid", "pfile.vfd" }
static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, Pfile, StartUpOpt,
ShutDownOpt, EnvFile, AutoEndBkup, DetailMonitor,
User, Pword, Table, MonScript, AgentDebug, Encoding,
MonitorOption }
str Sid
str Owner
str Home
str Pfile
str StartUpOpt = STARTUP_FORCE
str ShutDownOpt = IMMEDIATE
str EnvFile
boolean AutoEndBkup = 1
int DetailMonitor = 0
str MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
str User
str Pword
str Table
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boolean AgentDebug = 0
str Encoding
int MonitorOption = 0
static int IntentionalOffline = 1
str ContainerName
)

Oracle 属性の定義
Oracle エージェント属性の説明を確認します。エージェント属性は必須、オプション、内
部に分類されます。
表 F-21 は必須属性を一覧します。必須属性には必ず値を割り当てる必要があります。
表 F-21

Oracle エージェントの必須属性

必須属性

型と次元

定義

Sid

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスを表す
$ORACLE_SID 変数。Oracle エー
ジェントと Oracle データベースサー
バーでは Sid の大文字小文字が区別
されます。

Owner

文字列 - スカラー

/etc/passwd の実行可能ファイルと
データベースファイルの定義済み所有
者である Oracle ユーザー。

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリファイルと設定ファイル
への $ORACLE_HOME パス。たとえ
ば、パスとして /opt/ora_home を指
定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付
けないでください。

表 F-22 は Oracle エージェントのオプション属性を一覧します。オプション属性は必要に
応じて設定できます。
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表 F-22

Oracle エージェントのオプション属性

オプションの属性

型と次元

定義

StartUpOpt

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスの起動オプション。
この属性には次の値を指定できます。
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

RECOVERDB

■

SRVCTLSTART

■

CUSTOM

デフォルトは STARTUP_FORCE で
す。
p.620 の 「起動オプションと停止オプ
ション」 を参照してください。
ShutDownOpt

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスの停止オプション。
この属性には次の値を指定できます。
■

IMMEDIATE

■

TRANSACTIONAL

■

SRVCTLSTOP

■

CUSTOM

デフォルトは IMMEDIATE です。
p.620 の 「起動オプションと停止オプ
ション」 を参照してください。
EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供
されるファイルの絶対パス名。このファ
イルは、LD_LIBRARY_PATH や
NLS_DATE_FORMAT などの Oracle
データベースサーバー環境のユー
ザーが設定する環境変数を含みます。
ファイル内容の構文は、Owner のログ
インシェルによって異なります。ファイ
ルは Owner が読み取ることができな
ければなりません。ファイルにユーザー
入力を求めるプロンプトが含まれてい
てはいけません。
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オプションの属性

型と次元

定義

Pfile

文字列 - スカラー

起動プロファイルの絶対パスを指定し
た初期化パラメータの名前。
また、サーバーパラメータファイルを使
用することもできます。SPFILE パラメー
タのみを含むオンラインのテキスト初期
化パラメータファイルを作成します。詳
細については、Oracle のマニュアル
を参照してください。

AutoEndBkup

整数 - スカラー

AutoEndBkup 属性をゼロ以外の値
に設定すると、オンライン時にデータ
ベースのデータファイルをバックアップ
モードから解除します。
デフォルトは 1 です。

MonitorOption

整数 - スカラー

Oracle インスタンスの監視オプション。
この属性には 0 または 1 を指定できま
す。
0 - プロセスチェックによる監視（推
奨）
■ 1 - 健全性チェックの監視
■

デフォルトは 0 です。
p.621 の 「Oracle エージェントの監視
オプション」 を参照してください。
DetailMonitor

整数 - スカラー

このフラグをゼロ以外の値に設定する
と、Oracle の詳細監視が有効になりま
す。この値は、エージェントが Oracle
を詳細に監視する監視サイクルの数を
示します。たとえば、値 5 は、エージェ
ントが 5 つの監視間隔ごとに Oracle
を詳細に監視することを意味します。

メモ: AutoEndBkup 属性値を 0 に設
定した場合は、DetailMonitor 属性値
を 1 に設定する必要があります。
デフォルトは 0 です。
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オプションの属性

型と次元

定義

MonScript

文字列 - スカラー

詳細な監視のために提供されている
スクリプトへのパス名。デフォルト（基本
監視）では、データベース PID のみが
監視されます。

メモ: MonScript 属性の値が無効で
あったり、空の文字列に設定されてい
る場合、詳細監視は無効になります。
提供されている詳細監視スクリプトへ
のパス名は /opt/VRTSagents/ha/
bin/Oracle/SqlTest.pl です。
また、MonScript には
/opt/VRTSagents/ha と相対的なパ
ス名も指定できます。相対パス名は、
パス ./bin/Oracle/SqlTest.pl のよう
に「/」で始まる必要があります。
User

文字列 - スカラー

内部データベースユーザー。詳細監
視のためにデータベースに接続しま
す。

Pword

文字列 - スカラー

内部データベースユーザー認証のた
めの暗号化されたパスワード。
コマンドラインで入力する場合にのみ
パスワードを暗号化します。パスワード
は SF Oracle RAC Encrypt ユーティ
リティを使用して暗号化する必要があ
ります。

Table

文字列 - スカラー

User/Pword による更新のための
テーブル。

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle
エンコードに対応するオペレーティン
グシステムのエンコードを指定します。
たとえば、Oracle の出力が
「JAPANESE_JAPAN.JA16EUC」の場
合、Solaris のエンコーディングの値は
「eucJP」になります。各エンコーディン
グ値については、Oracle と Solaris の
マニュアルを参照してください。
デフォルトは "" です。
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オプションの属性

型と次元

定義

IntentionalOffline

静的 - 整数

Oracle が VCS 制御の外側で意図的
に停止されている場合に、VCS が反
応する方法を定義します。
VCS の制御下にない Oracle を停止
すると、エージェントの動作は次のよう
になります。
0 - Oracle エージェントは障害を
登録して、サービスグループの
フェールオーバーを開始します。
■ 1 - 健全性チェックの監視が有効
になっている場合、Oracle エー
ジェントは Oracle リソースをオフラ
インで取得します。
健全性チェックの監視が有効に
なっていない場合、エージェントは
障害を登録して、サービスグルー
プのフェールオーバーを開始しま
す。
■

メモ: エージェントの意図的なオフライ
ンの機能を使う場合は、
MonitorOption 属性の値に 1 を設定
して、健全性チェックの監視を有効に
する必要があります。
デフォルトは 1 です。
Veritas Cluster Server User’s Guide
を参照してください。
AgentDebug

ブール - スカラー

このフラグが設定されていると、追加の
デバッグメッセージが記録されます。
デフォルトは 0 です。

ContainerName

文字列 - スカラー

Solaris SPARC の場合: 監視対象の
Oracle インスタンスが動作している
ゾーンの名前を指定します。グローバ
ルゾーン以外で実行している Oracle
インスタンスをエージェントに監視させ
る場合は、この属性を定義する必要が
あります。
Solaris x64 の場合: 今後使用されま
す。属性は設定しないでください。
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表 F-23 は、Oracle エージェントの内部属性を一覧します。この属性は内部使用のみで
す。Symantec では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
表 F-23

Oracle エージェントの内部属性

オプションの属性

型と次元

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

Oracle エージェントに関連付けられて
いるバイナリやスクリプトなどのファイル
の場所を指定します。
デフォルトは
/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle で
す。

文字列 - スカラー

ContainerType

変更しないでください。内部使用のみ
です。
Solaris SPARC の場合:
ContainerName 属性の値をゾーン名
に設定している場合、Solaris 10 ゾー
ンで実行している Oracle インスタンス
を Oracle エージェントが監視すること
を示します。
Solaris x64 の場合: 今後使用されま
す。

Netlsnr エージェントの機能
リスナーとは、新規のクライアント接続要求を待機し、データベースに対するトラフィックを
管理するサーバープロセスとなっています。Netlsnr エージェントは、リスナーサービスを
オンラインに切り替え、状態を監視し、オフラインに切り替えます。
表 F-24 に、Netlsnr エージェントの操作を一覧で示します。
表 F-24

Netlsnr エージェントの操作

エージェントの操作

説明

Online

次のコマンドを使ってリスナーのプロセスを開始します。
lsnrctl start $LISTENER

Offline

次のコマンドを使ってリスナーのプロセスを停止します。
lsnrctl stop $LISTENER
パスワードを使ってリスナーが設定されている場合、エージェントは、そ
のパスワードを使ってそのリスナーを停止します。
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エージェントの操作

説明

Monitor

リスナープロセスのステータスを確認します。
Netlsnr エージェントでは、基本と詳細の 2 段階の監視レベルを設定
できます。
基本監視モードにおいてエージェントは、tnslsnr プロセスのプロ
セステーブルをスキャンして、リスナーのプロセスが実行中であるこ
とを確認します。
■ 詳細監視モードでは、エージェントは lsnrctl status
$LISTENER コマンドを使ってリスナープロセスのステータスを確認
します。（デフォルト）
■

Clean

tnslsnr $Listener のプロセステーブルをスキャンし、そのテーブ
ルを破棄します。

Action

リソースで事前定義済みの処理を実行します。
p.623 の 「Action エントリポイント」 を参照してください。

Netlsnr リソースタイプ
Veritas Cluster Server agent for Oracle の Netlsnr エージェントは、SF Oracle RAC
では Netlsnr リソースタイプとして表されます。
type Netlsnr (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr"
static str ContainerType = Zone
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetInstanceName,
VRTS_GetRunningServices, "tnsadmin.vfd" }
static str ArgList[] = { Owner, Home, TnsAdmin, Listener,
EnvFile, MonScript, LsnrPwd, AgentDebug, Encoding }
str Owner
str Home
str TnsAdmin
str Listener
str EnvFile
str MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
str LsnrPwd
boolean AgentDebug = 0
str Encoding
static int IntentionalOffline = 0
str ContainerName
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)

Netlsnr 属性の定義
Netlsnr エージェント属性の説明を確認します。エージェント属性は必須、オプション、内
部に分類されます。
表 F-25 は Netlsnr エージェントの必須属性を一覧します。必須属性には必ず値を割り
当てる必要があります。
表 F-25

Netlsnr エージェントの必須属性

必須属性

型と次元

定義

Owner

文字列 - スカラー

/etc/passwd の実行可能ファイルと
データベースファイルの定義済み所有
者である Oracle ユーザー。

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリファイルと設定ファイル
への $ORACLE_HOME パス。たとえ
ば、パスとして /opt/ora_home を指
定できます。
パスの最後にスラッシュ（/）は付けない
でください。

表 F-26 は Netlsnr エージェントのオプション属性を一覧します。オプション属性は必要
に応じて設定できます。
表 F-26

Netlsnr エージェントのオプション属性

オプションの属性

型と次元

定義

TnsAdmin

文字列 - スカラー

Listener 設定ファイルが存在するディ
レクトリへの $TNS_ADMIN パス
（listener.ora）。
デフォルトは /var/opt/oracle です。

Listener

文字列 - スカラー

Listener の名前。Netlsnr エージェン
トおよび Oracle データベースサー
バーでは、Listener の名前の大文字
小文字は区別されません。
デフォルトは LISTENER です。
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オプションの属性

型と次元

定義

LsnrPwd

文字列 - スカラー

リスナーの停止と監視に使用される SF
Oracle RAC の暗号化されたパスワー
ド。このパスワードは Listener 設定ファ
イルで設定されます。
コマンドラインで入力する場合にのみ
パスワードを暗号化します。パスワード
は SF Oracle RAC Encrypt ユーティ
リティを使用して暗号化する必要があ
ります。

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供
されるファイルの絶対パス名を指定し
ます。このファイルは、
LD_LIBRARY_PATH などの Oracle
リスナー環境のユーザーが設定する
環境変数を含みます。
ファイル内容の構文は、Owner のログ
インシェルによって異なります。このファ
イルは Owner が読み取ることができ
る必要があります。ファイルにユーザー
入力を求めるプロンプトが含まれてい
てはいけません。

MonScript

文字列 - スカラー

詳細な監視のために提供されている
スクリプトへのパス名。デフォルトでは、
リスナープロセスを監視する詳細監視
は有効になっています。

メモ: 属性 MonScript の値が空の文
字列に設定されている場合、エージェ
ントは詳細監視を無効にします。
提供されている詳細監視スクリプトへ
のパス名は /opt/VRTSagents/ha/
bin/Netlsnr/LsnrTest.pl です。
また、MonScript には
/opt/VRTSagents/ha と相対的なパ
ス名も指定できます。相対パス名は、
パス ./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl のよ
うに「/」で始まる必要があります。
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オプションの属性

型と次元

定義

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle
エンコードに対応するオペレーティン
グシステムのエンコードを指定します。
たとえば、Oracle の出力が
「JAPANESE_JAPAN.JA16EUC」の場
合、Solaris のエンコーディングの値は
「eucJP」になります。各エンコーディン
グ値については、Oracle と Solaris の
マニュアルを参照してください。
デフォルトは "" です。

IntentionalOffline

静的 - 整数

今後使用されます。
この属性の値は変更しないでください。
デフォルトは 0 です。

AgentDebug

ブール

このフラグが設定されていると、追加の
デバッグメッセージが記録されます。
デフォルトは 0 です。

ContainerName

文字列 - スカラー

Solaris SPARC の場合: 監視対象のリ
スナープロセスが動作しているゾーン
の名前を指定します。グローバルゾー
ン以外で実行しているリスナープロセ
スをエージェントに監視させる場合は、
この属性を定義する必要があります。
Solaris x64 の場合: 今後使用されま
す。属性は設定しないでください。

表 F-27 は、Netlsnr エージェントの内部属性を一覧します。この属性は内部使用のみ
です。Symantec では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
表 F-27

Netlsnr エージェントの内部属性

オプションの属性

型と次元

定義

AgentDirectory

static-string

Netlsnr エージェントに関連付けられ
ているバイナリやスクリプトなどのファイ
ルの場所を指定します。
デフォルトは
/opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr
です。
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オプションの属性

型と次元

定義

ContainerType

static-string

変更しないでください。内部使用のみ
です。
Solaris SPARC の場合:
ContainerName 属性の値をゾーン名
に設定している場合、Netlsnr エー
ジェントが Solaris 10 ゾーンで実行し
ているリスナープロセスを監視すること
を示します。
Solaris x64 の場合: 今後使用されま
す。属性は設定しないでください。

ASMInst エージェントの機能
ASMInst エージェントは ASM インスタンスのプロセスを監視します。
表 F-28 に、ASMInst エージェントの操作を一覧で示します。
表 F-28

ASMDG エージェントの操作

エージェントの操作

説明

Online

次の SQL のコマンドを使って Oracle ASM インスタンスを起動します。
startup nomount
Online 操作は、どのディスクグループもマウントしないで ASM インスタ
ンスを起動します。

Offline

次の SQL のコマンドを使って Oracle ASM インスタンスを停止します。
停止 - IMMEDIATE オプション（shutdown immediate）

Monitor

ASM インスタンスのステータスを確認します。
ASMInst エージェントは、健全性チェックの監視による方法を使って、
ASM インスタンスを監視します。健全性チェックの監視が失敗すると、
エージェントはプロセスチェックによる監視を行います。
エージェントは ocssd.bin プロセスが実行中かどうかも確認します。エー
ジェントは次の条件でオフラインに戻ります。
■

プロセスが実行中でない。

■

プロセスが再起動された。

メモ: OCSSD プロセスが実行中であることを確認してください。ASMInst
エージェントは OCSSD プロセスを監視するだけです。このエージェント
はプロセスの起動や停止は行いません。
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エージェントの操作

説明

Clean

次の SQL コマンドを使って Oracle ASM インスタンスを強制的に停止
させます。
停止 - ABORT オプション（shutdown abort）
プロセスが shutdown コマンドに応答しない場合、エージェントは、
SIGTERM コマンドまたは SIGKILL コマンドを使ってプロセスを強制終
了します。

ASMInst リソースタイプ
Veritas Cluster Server agent for Oracle の ASMInst エージェントは、SF Oracle RAC
では ASMInst リソースタイプとして表されます。
type ASMInst (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMInst"
static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, Pfile,
EnvFile, Encoding }
str Sid
str Owner
str Home
str Pfile
str EnvFile
str Encoding
)

ASMInst 属性の定義
ASMInst エージェント属性の説明を確認します。エージェント属性は必須、オプション、
内部に分類されます。
表 F-29 は必須属性を一覧します。必須属性には必ず値を割り当てる必要があります。
表 F-29

ASMInst エージェントの必須属性

必須属性

型と次元

定義

Sid

文字列 - スカラー

ASM インスタンスを表す
$ORACLE_SID 変数。ASMInst エー
ジェントでは、Sid の大文字小文字が
区別されます。

Owner

文字列 - スカラー

ASM インスタンスと /etc/passwd の
$ORACLE_HOME の定義済み所有
者である Oracle ユーザー。
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必須属性

型と次元

定義

Home

文字列 - スカラー

Oracle ASM バイナリファイルと設定
ファイルへの $ORACLE_HOME パス。
たとえば、パスとして /opt/ora_home
を指定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付
けないでください。

表 F-30 は ASMInst エージェントのオプション属性を一覧します。オプション属性は必
要に応じて設定できます。
表 F-30

ASMInst エージェントのオプション属性

オプションの属性

型と次元

定義

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供
されるファイルの絶対パス名。このファ
イルは、LD_LIBRARY_PATH や
NLS_DATE_FORMAT などの Oracle
データベースサーバー環境のユー
ザーが設定する環境変数を含みます。
ファイル内容の構文は、Owner のログ
インシェルによって異なります。ファイ
ルは Owner が読み取ることができな
ければなりません。ファイルにユーザー
入力を求めるプロンプトが含まれてい
てはいけません。

Pfile

文字列 - スカラー

起動プロファイルの絶対パスを指定し
た ASM インスタンスの初期化パラメー
タファイルの名前。
また、サーバーパラメータファイルを使
用することもできます。SPFILE パラメー
タのみを含むオンラインのテキスト初期
化パラメータファイルを作成します。詳
細については、Oracle のマニュアル
を参照してください。

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle
エンコードに対応するオペレーティン
グシステムのエンコードを指定します。
デフォルトは "" です。
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表 F-31 は、ASMInst エージェントの内部属性を一覧します。この属性は内部使用のみ
です。Symantec では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
表 F-31

ASMInst エージェントの内部属性

オプションの属性

型と次元

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

ASMInst エージェントに関連付けられ
ているバイナリやスクリプトなどのファイ
ルの場所を指定します。
デフォルトは
/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMInst
です。

ASMDG エージェントの機能
ASMDG エージェントは、Oracle データベースが使う ASM ディスクグループをマウント
し、ステータスを監視して、ASM ディスクグループのマウント解除を行います。
ASMDG エージェントの DiskGroup 属性で、ディスクグループ名を指定しておく必要が
あります。
表 F-32 に、ASMDG エージェントの操作を一覧で示します。
表 F-32

ASMDG エージェントの操作

エージェントの操作

説明

Online

次の SQL のコマンドを使って、指定された Oracle ASM ディスクグルー
プを ASM インスタンスにマウントします。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 mount

Offline

次の SQL のコマンドを使って、指定された Oracle ASM ディスクグルー
プを ASM インスタンスからマウント解除します。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 dismount

メモ: 次の Oracle メッセージは、マウントされた ASM ディスクグループ
がない ASM インスタンスが停止されるときに、VCS ログに記録されま
す。
ORA-15100: invalid or missing diskgroup name
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エージェントの操作

説明

Monitor

指定された ASM ディスクグループのステータスを確認します。
ディスクグループは次の状態のいずれかになっています。
■

mounted

■

dismounted

■

unknown

■

broken

■

connected

1 つのリソースに複数の ASM ディスクグループが設定されている場合、
ASMDG エージェントは指定されたすべての ASM ディスクグループの
ステータスを考慮してリソースの状態を返します。
Clean

次の SQL コマンドを使って Oracle ASM ディスクグループを強制的に
マウント解除します。
alter diskgroup dg_name1, dg_name2 dismount force

ASMDG リソースタイプ
Veritas Cluster Server agent for Oracle の ASMDG エージェントは、SF Oracle RAC
では ASMDG リソースタイプとして表されます。
type ASMDG (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMDG"
static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, DiskGroups,
EnvFile, Encoding }
str Sid
str Owner
str Home
keylist DiskGroups
str EnvFile
str Encoding
)

ASMDG 属性の定義
ASMDG エージェント属性の説明を確認します。エージェント属性は必須、オプション、
内部に分類されます。
表 F-33 は必須属性を一覧します。必須属性には必ず値を割り当てる必要があります。
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表 F-33

ASMDG エージェントの必須属性

必須属性

型と次元

定義

DiskGroups

キーリスト

Oracle データベースファイルを格納
する ASM ディスクグループ。

Sid

文字列 - スカラー

ASM インスタンスを表す
$ORACLE_SID 変数。ASMInst エー
ジェントでは、Sid の大文字小文字が
区別されます。

Owner

文字列 - スカラー

ASM インスタンスと /etc/passwd の
$ORACLE_HOME の定義済み所有
者である Oracle ユーザー。

Home

文字列 - スカラー

Oracle ASM バイナリファイルと設定
ファイルへの $ORACLE_HOME パス。
たとえば、パスとして /opt/ora_home
を指定できます。

メモ: パスの最後にスラッシュ（/）は付
けないでください。

表 F-34 は ASMDG エージェントのオプション属性を一覧します。オプション属性は必要
に応じて設定できます。
表 F-34

ASMDG エージェントのオプション属性

オプションの属性

型と次元

定義

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトによって提供
されるファイルの絶対パス名。このファ
イルは、LD_LIBRARY_PATH や
NLS_DATE_FORMAT などの Oracle
データベースサーバー環境のユー
ザーが設定する環境変数を含みます。
ファイル内容の構文は、Owner のログ
インシェルによって異なります。ファイ
ルは Owner が読み取ることができな
ければなりません。ファイルにユーザー
入力を求めるプロンプトが含まれてい
てはいけません。

Encoding

文字列 - スカラー

表示される Oracle の出力の Oracle
エンコードに対応するオペレーティン
グシステムのエンコードを指定します。
デフォルトは "" です。
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表 F-35 は、ASMDG エージェントの内部属性を一覧します。この属性は内部使用のみ
です。Symantec では、この属性の値を変更しないよう推奨します。
表 F-35

ASMDG エージェントの内部属性

オプションの属性

型と次元

定義

AgentDirectory

static-string

ASMDG エージェントに関連付けられ
ているバイナリやスクリプトなどのファイ
ルの場所を指定します。
デフォルトは
/opt/VRTSagents/ha/bin/ASMDG
です。

用語集

CVM (Cluster Volume

Veritas Volume Manager のクラスタ機能です。

Manager)
DMP （Dynamic
Multi-pathing）

DST （Dynamic Storage
Tiering）

パスフェールオーバーと負荷分散を使用して、複数のパスを通じてホストシステムに接続
されているマルチポートディスクアレイの信頼性とパフォーマンスを高めるために設計さ
れた機能です。DMP はサポート対象アレイの種類に固有のメカニズムを使用してディス
クへの各種パスを検出します。また DMP は同じホストシステムに接続されているサポー
ト対象アレイの種類から異なるエンクロージャを識別できます。
マルチボリュームファイルシステムの管理者が初期ファイルの場所と既存ファイルが再配
置される環境を制御する配置ポリシーを定義することによって、ボリュームセットの個々の
ボリューム上でファイルの配置を管理できる機能です。これらの配置ポリシーをファイルに
適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特定のサブセット（配置クラスと呼ばれ
る）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイルは、指定した名前、タイミング、ア
クセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致すると、他の配置クラス内のボリュームに
再配置されます。
「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。

HA （高可用性）

Veritas Cluster Server （VCS）を使用してクラスタ化されたネットワークのシステムエラー
に対する可用性を高めるよう設定するための概念。

IP アドレス

TCP/IP ネットワーク上のコンピュータやその他のデバイスの識別子です。ピリオドで区切
られた 4 つの 8 桁の数字として記述されます。メッセージとその他のデータは送信先の
IP アドレスに従ってネットワーク上を送られます。
「仮想 IP アドレス」も参照してください

Jeopardy

ノードにとって必要な 2 つのハートビート接続の 1 つが失われると、そのノードは Jeopardy
状態になります。ノードが 1 つのハートビートしか使わずに動作している場合（Jeopardy
状態）、VCS が別の新しいノードでアプリケーションを再起動することはありません。デー
タの破損を引き起こす可能性のあるスプリットブレインの状態にならないように、JEOPARDY
状態では、ハートビート信号の途絶によるサービスグループのフェールオーバーは、無
効にされています。

LLT（Low Latency

VCS エンジンの通信機構の 1 つであり、高速のカーネル間通信を実現し、ネットワーク
接続を監視します。

Transport）
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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 （Storage Area

コンピュータのあらゆるサブセット、ディスクストレージ、およびスイッチやハブ、ブリッジな
どの相互接続ハードウェア間に、再構成が容易な接続性を提供するネットワーキングパ
ラダイムです。

Network）

SFCFS （Storage
Foundation Cluster File
System）
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

一貫性があり安定したファイルシステムまたはデータベースイメージを表示し、直前の
Storage Checkpoint 以降に変更されたデータブロックを追跡する機能です。

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

計画的な停止時間と予期しない停止時間を除去し、サーバー統合を単純化し、複数プ
ラットフォーム環境で多岐にわたるアプリケーションを効率的に管理できるよう設計された
オープンシステムのクラスタ化ソリューションです。

Server）

VVR （Veritas Volume
Replicator）
VxFS （Veritas File
System）

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。
高パフォーマンスとオンライン管理機能の提供によりファイルシステムの作成と保守を促
進する Veritas 製品スイートのコンポーネントです。ファイルシステムとは、ファイルの検
索と格納ができる構造に編成されたディレクトリの集まりのことです。
物理ディスクを論理デバイスとして管理できるようにするストレージ クライアントにインストー
ルされる Symantec 製品です。専用システムと共有システムの領域割り当て、パフォーマ
ンス、データの可用性、デバイスのインストール、システム監視の制御によってデータスト
レージ管理を強化します。

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。

用語集

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

共有ディスクグループに属し、複数のノードで同時に開いているボリュームです。

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

オブジェクトに論理的に配列したディスクの集まりです。多くの場合、アレイによって冗長
性やパフォーマンス向上などの利点が得られます。

array）
認証ブローカー

ルートブローカーの 1 つ下のレベルで中間の登録認証局として機能する Veritas Security
Services コンポーネントです。認証ブローカーは、ユーザーまたはサービスなどのクライ
アントを認証し、VERITAS の信用証明情報の一部となる信用証明情報を認可できます。
ただし、認証ブローカーは他のブローカーを認証できません。このタスクはルートブロー
カーによって実行される必要があります。

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

同じデータの複数の複製を別々のボリュームに保存する、ストレージの冗長性の形式で
す。（各複製はミラーと呼ばれます。）「RAID レベル 1」も参照してください。

リソースタイプ

クラスタ内の各リソースは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。
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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

最初の認証ブローカーで、自己署名した証明書があります。ルートブローカーには有効
とみなされるブローカー名のみを保管する単一の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に存在し、拡張パーティション内のスペースに限
定されるシンプルボリュームです。論理ボリュームはフォーマットしてドライブ文字を割り当
て、論理ドライブに分割できます。

volume）

「LUN」も参照してください
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