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1
Veritas Cluster Server Agent
for Oracle 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 Cluster Server Agent for Oracle について

■

このリリースでの新着情報

■

サポートするソフトウェア

■

エージェントが Oracle の高可用性を保証するしくみ

■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle エージェントの機能について

■

VCS クラスタの標準的な Oracle 設定

■

VCS クラスタでの Oracle 設定について

Veritas Cluster Server Agent for Oracle について
Veritas Cluster Server Agent for Oracle により Oracle の高可用性が実現されます。
Veritas 高可用性エージェントは次の処理を行います。
■

エンタープライズアプリケーション内の特定のリソースの監視。

■

これらのリソースのステータス判断。

■

外部イベントに従ったリソースの起動または停止。

エージェントはリソースタイプの宣言とエージェントの実行ファイルを含んでいます。Oracle
のエージェントは、Oracle とリスナープロセスの監視、オンライン化およびオフライン化を
行います。
Oracle の高可用性を実現するため、Oracle のエージェントパッケージには連携して働く
次のエージェントが含まれています。
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■

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。

■

Netlsnr エージェントは、リスナープロセスを監視します。

Oracle ASM のエージェントについて
Oracle 用の Veritas Cluster Server エージェントのスイートは、自動ストレージ管理
（ASM）を使う Oracle 10g R2 またはそれ以降のデータベースに高可用性のエージェン
トを提供します。Oracle ASM のためのエージェントは Oracle ASM のインスタンスと ASM
ディスクグループを監視します。
Oracle のエージェントパッケージは、Oracle ASM のための次のエージェントも含んでい
ます。
■

ASMInst エージェントは Oracle ASM インスタンスを監視します。

■

ASMDG エージェントは Oracle ASM ディスクグループを監視します。

このリリースでの新着情報
Veritas Cluster Server Agent for Oracle には、次の新機能や拡張された機能が含ま
れています。
■

Oracle 11g のサポート

■

意図的なオフラインの検出機能のサポート
Oracle エージェントに IntentionalOffline 属性が新たに加わりました。この属性の
デフォルト値は 1 です。ヘルスチェック監視オプションを有効にすると、Oracle 10g
またはそれ以降のエージェントは、段階的な終了を検出します。
p.98 の 「Oracle 属性の定義」 を参照してください。

■

Oracle のホットバックアップの機能を使うときは、エージェントは起動オプションの 1
つとして CUSTOM をサポートします。
p.31 の 「VCS 環境での Oracle データベースのホットバックアップ」 を参照してくださ
い。

■

エージェントは新しいアクションエントリポイント pfile.vfd をサポートします。
p.19 の 「アクションエントリポイント」 を参照してください。

■

ヘルスチェックの監視が有効なときは、エージェントは csh と tcsh のシェルもサポー
トします。

サポートするソフトウェア
Veritas Cluster Server Agent for Oracle 5.2 は、Veritas Cluster Server（VCS）環境
で次のソフトウェアバージョンをサポートします。
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Oracle

Oracle9i、Oracle 10g R1、Oracle 10g R2、Oracle 11g R1（64 ビットバー
ジョンを含む）

メモ: 特定の Oracle バージョンが Linux でサポートされている場合、Linux
上のそのバージョンは Veritas Cluster Server Agent for Oracle でもサ
ポートされます。詳しくは『Veritas Cluster Server リリースノート』を参照して
ください。
VCS

VCS 5.0 MP3 （Linux

Linux

エージェントは次の Linux の配布をサポートします。
Red Hat Enterprise Linux 4（Update 3、Update 4、Update 5、または
Update 6）
■ Red Hat Enterprise Linux 5（Update 1 または Update 2）
■

■

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3 または SP4

■

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 または SP2

RHEL 4 の Update 5 または Update 6 ベースの Oracle Enterprise
Linux
■ RHEL 5 Update 1 ベースの Oracle Enterprise Linux
■

メモ: クラスタ内のすべてのシステムで、オペレーティングシステムのバージョンとパッチの
レベルを同一にする必要があります。

エージェントが Oracle の高可用性を保証するしくみ
Veritas Cluster Server Agent for Oracle は、Oracle データベースとリスナープロセス
を絶えず監視し、正常に機能しているかどうかを確認します。
p.12 の 「Veritas Cluster Server Agent for Oracle エージェントの機能について」 を参
照してください。
このエージェントには、次のアプリケーション監視レベルがあります。
■

プライマリまたは基本監視
このモードにはプロセスチェックとヘルスチェックの監視オプションがあります。デフォ
ルトのプロセスチェックのオプションの場合は、エージェントは Oracle とリスナープロ
セスがプロセステーブルに存在することを確認します。プロセス検査では、プロセスの
ハングまたは停止状態を検知できません。
Oracle のエージェントには、Oracle のリソースが意図的にオフラインになったかどう
かを検出する機能があります。エージェントは、Oracle 10g またはそれ以降の場合に
段階的な停止を検出します。管理者が Oracle を段階的に停止させるときは、Oracle
が停止していてもエージェントはリソース障害をトリガしません。type-level 属性、
IntentionalOffline 属性、および MonitorOption 属性の値は 1 に設定し、Oracle
エージェントの意図的なオフライン機能を有効にする必要があります。
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■

セカンダリまたは詳細監視
このモードでは、Perl スクリプトを実行し、データベースおよびリスナーに対してコマ
ンドを発行してその状態を確認します。

Oracle またはリスナープロセスが正しく機能していないことを監視ルーチンが報告した場
合には、エージェントはアプリケーションのエラーを検出します。このアプリケーションのエ
ラーが発生したときには、Oracle サービスグループはクラスタ内の別のノードにフェール
オーバーします。このようにして、エージェントは Oracle のサービスとデータベースの高
可用性を実現します。

エージェントが Oracle ASM インスタンスの高可用性を確保する方法
Oracle 10g またはそれ以降のバージョンでは、データファイル、コントロールファイル、ロ
グファイルを含む Oracle データを格納、管理するための ASM 機能が提供されます。
ASM ディスクグループに格納されるこれらの Oracle データファイルは、ASM ファイルと
呼ばれます。
ASM で管理されたデータベースでは、データベースインスタンスを起動する前に ASM
のインスタンスを起動する必要があります。ASM インスタンスは ASM ディスクグループを
マウントし、ASM ファイルがデータベースインスタンスから使用できるようにします。
ASM は、クラスタの同期サービスが ASM インスタンスとデータベースインスタンス間の同
期を有効にすることを要求します。
Oracle のマニュアルを参照してください。
Veritas Cluster Server Agent for Oracle には、Oracle ASM インスタンスと ASM ディ
スクグループの高可用性を確保するために、次のエージェントがあります。
■

ASMInst エージェント
p.22 の 「ASMInst エージェントの機能」 を参照してください。

■

ASMDG エージェント
p.23 の 「ASMDG エージェントの機能」 を参照してください。

Veritas High Availability Agent for Oracle は連続的に ASM インスタンスと ASM ディ
スクグループを監視し、正しく機能していることを確認します。

Veritas Cluster Server Agent for Oracle エージェントの
機能について
エージェントが実行する機能はエントリポイントと呼ばれます。Oracle 用の Veritas Cluster
Server エージェントスイートの一部である次のエージェントの機能を見直します。
■

Oracle のエージェントの機能
p.13 の 「Oracle のエージェントの機能」 を参照してください。
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■

Netlsnr エージェントの機能
p.21 の 「Netlsnr エージェントの機能」 を参照してください。

■

ASMInst エージェントの機能
p.22 の 「ASMInst エージェントの機能」 を参照してください。

■

ASMDG エージェントの機能
p.23 の 「ASMDG エージェントの機能」 を参照してください。

Oracle の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 1-1 は Oracle エージェントの動作の一覧です。
表 1-1

Oracle エージェントの動作

エージェントの動作

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 の他
の起動オプションを使ってデータベースを起動するようエージェントを設
定することもできます。
p.14 の 「起動と停止のオプション」 を参照してください。

Offline

次の svrmgrl または sqlplus コマンドを使って、指定されたオプショ
ンで Oracle データベースを停止します。
shutdown immediate
デフォルトの停止オプションは IMMEDIATE です。Oracle の他の停止
オプションを使ってデータベースを停止するようエージェントを設定する
こともできます。
p.14 の 「起動と停止のオプション」 を参照してください。

Monitor

Oracle プロセスの状態を検証します。Oracle エージェントの監視には、
基本と詳細の 2 種類のレベルがあります。
p.16 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。
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エージェントの動作

説明

Clean

次の svrmgrl または sqlplus コマンドを使って Oracle データベー
スを強制的に停止します。
shutdown abort
プロセスが shutdown のコマンドに応答しなければ、エージェントは次
のように動作します。
設定されたインスタンスと関連付けされたプロセスのプロセステーブ
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されたプロセスを強制終了します
■

Info

データベースの状態に関する静的および動的な情報を提供します。
p.18 の 「情報エントリポイント」 を参照してください。

Action

リソースに対して、定義済みのアクションを実行します。
p.19 の 「アクションエントリポイント」 を参照してください。

起動と停止のオプション
設定されている Oracle インスタンスに起動および停止オプションを指定できます。
表 1-2 に、エージェントがサポートする起動オプションの一覧を示します。
表 1-2

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 が設定されていない場合は、startup force を実行します。
デフォルトパラメータファイルを、デフォルトの場所から取得します。
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 が設定されていない場合、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

データベースを制限（RESTRICTED）モードで起動します。

RECOVERDB

インスタンスの起動時に、データベースをリカバリします。
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オプション

説明

CUSTOM

定義済みの SQL スクリプト（start_custom_$SID.sql）を使い、カ
スタム起動オプションを実行します。カスタムスクリプト
は、/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle ディレクトリに置きます。ファイ
ルの所有権をシステムに定義されている Oracle ユーザーに設定しま
す。このファイルが存在しない場合、エージェントはログファイルにエラー
メッセージを書き込みます。
エージェントは、カスタムスクリプトを使って次の動作を実行します。
sqlplus /nolog <<!
connect / as sysdba;
@start_custom_$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 クラスタでは、デフォルトの起動オプションを手動で SRVCTLSTART
に設定する必要があります。

表 1-3 に、エージェントがサポートする停止オプションの一覧を示します。
表 1-3

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、それをサポートしているデータベースバージョンに対してのみ有効
です。

CUSTOM

定義済みの SQL スクリプト（shut_custom_$SID.sql）を使い、カス
タム停止オプションを実行します。カスタムスクリプト
は、/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle ディレクトリに置きます。ファイ
ルの所有権をシステムに定義されている Oracle ユーザーに設定しま
す。このファイルがない場合、エージェントはデフォルトオプションで停
止します。

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 クラスタでは、デフォルトのオプションを手動で SRVCTLSTOP に
設定する必要があります。

15

16

第 1 章 Veritas Cluster Server Agent for Oracle の概要
Veritas Cluster Server Agent for Oracle エージェントの機能について

Oracle エージェントの監視オプション
Oracle エージェントの監視には、基本と詳細の 2 種類のレベルがあります。デフォルトで
は、エージェントは基本監視を実行します。
基本的な監視モードには、次のオプションがあります。
■

プロセス検査

■

ヘルスチェック

Oracle のリソースの MonitorOption の属性はエージェントがプロセスチェックまたはヘ
ルスチェックのモードの基本的な監視を実行しなければならないかどうか判断します。
表 1-4 は、基本的な監視のオプションの説明です。
表 1-4

基本監視オプション

オプション

説明

0

プロセス検査

（デフォルト）

エージェントは、プロセステーブルで ora_dbw、ora_smon、ora_pmon、
ora_lgwr の各プロセスをスキャンし、Oracle が実行中であることを検証しま
す。

1

ヘルスチェック（Oracle 10g 以降）
エージェントは Oracle の Health Check API を利用して SGA を監視し、イ
ンスタンスに関する情報を取り込みます。
Oracle のエージェントの計画的なオフライン機能を使いたい場合は、ヘル
スチェックの監視を有効にする必要があります。
p.11 の 「エージェントが Oracle の高可用性を保証するしくみ」 を参照して
ください。

基本的な監視を設定する場合は次の注意事項を見直します。
■

Oracle プロセスの基本監視の対象になるのはユーザーに固有の操作です。したがっ
て、別のユーザー環境で起動された Oracle インスタンスをオンラインとして検出する
ことはできません。たとえば、ある Oracle インスタンスがユーザー oraVRT の環境で
起動されており、エージェントがユーザー oracle 用に設定されていると、そのエージェ
ントは oraVRT の環境で起動されたインスタンスをオンラインとして検出しません。
これにより、ノード上のリソースをオンラインにするために発行したコマンドによって、
そのノード（または別のノード）上ですでに実行中のインスタンスがオンライン化される
という状況になる場合があります。
そのため、VCS の制御外で起動されるインスタンスには、そのインスタンスの OS ユー
ザーに対応した正しい Owner 属性を設定することを推奨します。

■

フェールオーバーサービスグループ内で、管理者がノード上の Oracle リソースをオ
ンラインにしたときに、クラスタ内の別のノードで Oracle インスタンスがオンラインに
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なっている場合、そのインスタンスが起動されます。ただし、データベースはマウントさ
れません。このようなケースでは、この障害は基本監視のヘルスチェック監視オプショ
ン、または詳細監視でしか検出されません。詳細監視では障害の検出後にデータ
ベース表が更新されますが、診断監視ではデータベース表の更新は行われません。
基本監視のヘルスチェック監視オプションまたは詳細監視が設定されていない場合、
このような競合は検出されません。
詳細監視レベルでは、データベースのテスト用表でトランザクションを実行し、Oracle が
適切に機能するかどうかを確認します。Oracle のリソースの DetailMonitor の属性は
エージェントが詳細な監視を実行しなければならないかどうか判断します。
p.17 の 「詳細監視での Oracle エラーコードの操作」 を参照してください。
p.78 の 「詳細監視の設定」 を参照してください。

詳細監視での Oracle エラーコードの操作
Veritas Cluster Server Agent for Oracle は、詳細監視中に Oracle のエラーを処理し
ます。エージェントは、Oracle のエラーを重大度別に分類し、定義済みのアクションを各
エラーコードに関連付けます。
エージェントには oraerror.dat という参照ファイルが付属しており、Oracle エラーとその
エラーが発生した場合に実行するアクションが一覧表示されています。
このファイルには、次の形式で情報が格納されています。
Oracle_error_string:action_to_be_taken

次に例を示します。
01035:WARN
01034:FAILOVER

表 1-5 に、Oracle エラーが発生したときにエージェントが実行する事前定義済みアクショ
ンの一覧を示します。
表 1-5

Oracle エラーの事前定義済みエージェントのアクション

アクション

説明

IGNORE

エラーを無視します。
Oracle のための Veritas エージェントでエラーが発生したときは、エージェ
ントは oraerror.dat のファイルのエラーコードと比較します。ファイルに一致
するエラーコードがなければ、エージェントはエラーを無視します。
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アクション

説明

UNKNOWN

リソースの状態を UNKNOWN と判断し、Notifier リソースが設定されてい
る場合は通知を送信します。VCS 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。
このアクションは、通常、設定エラーまたはプログラムインターフェースのエ
ラーに関連付けられます。

WARN

リソースの状態を ONLINE と判断し、Notifier リソースが設定されている場
合は通知を送信します。
このアクションは、通常、クォータの制限、セッションの制限または制限され
たセッション数を越えたことによるエラーに関連付けられます。

FAILOVER
（デフォルト）

リソースの状態を OFFLINE と判断します。これはデフォルトのサービスグ
ループのエラーで、次の使用可能なシステムにフェールオーバーされます。
oraerror.dat ファイルがない場合、エージェントは Oracle エラーが発生す
るたびにこのデフォルトの動作を実行します。

NOFAILOVER

サービスグループを一時的にフリーズし、リソースの状態を OFFLINE と判
断します。Notifier リソースが設定されている場合は、通知も送信します。
このアクションは、通常、システム固有ではないエラーに関連付けられます。
たとえば、Oracle ファイルが壊れているためノードからデータベースをオー
プンできない場合、その処理を他のノードにフェールオーバーしても役に立
ちません。

情報エントリポイント
Veritas Cluster Server Agent for Oracle は、データベースの状態に関する静的およ
び動的な情報を提供する情報エントリポイントをサポートしています。
情報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]

エントリポイントでは、次の静的情報を取得できます。
■

Version

■

InstanceNo

■

InstanceName

■

DatabaseName

■

HostName

■

StartupTime

■

Parallel

■

Thread

■

InstanceRole

エントリポイントでは、次の動的情報を抽出できます。
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■

InstanceStatus

■

Logins

■

OpenMode

■

LogMode

■

ShutdownPending

■

DatabaseStatus

■

Shared Pool Percent free ■ Buffer Hits Percent

/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/resinfo.sql ファイルに sql 文を追加して、他の属性
を追加できます。たとえば、次のようにします。
select 'static:HostName:'||host_name from v$instance;
select 'dynamic:ShutdownPending:'||shutdown_pending from
v$instance;

選択されたレコードの形式は、次のようになります。
attribute_type:userkey_name:userkey_value

変数 attribute_type には、静的値または動的値のいずれも設定できます。

アクションエントリポイント
Veritas Cluster Server Agent for Oracle は、リソースに事前定義された処理の実行を
可能にするアクションエントリポイントをサポートします。
リソースでアクションを実行するには、次のコマンドを入力します。
# hares -action res token [-actionargs arg1 ...] ¥
[-sys system] [-clus cluster]

このエージェントのカスタムアクション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.20 の 表 1-7 を参照してください。
表 1-6 はエージェントの事前定義済みのアクションを記述します。
表 1-6

事前定義済みのエージェントのアクション

アクション

説明

VRTS_GetInstanceName

設定されたインスタンスの名前を取得します。このオプション
は、Oracle リソースおよび Netlsnr リソースに使えます。

VRTS_GetRunningServices

エージェントが監視するプロセスのリストを取得します。このオ
プションは、Oracle リソースおよび Netlsnr リソースに使えま
す。
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アクション

説明

DBRestrict

データベースセッションを変更し、RESTRICTED モードを有効
にします。

DBUndoRestrict

データベースセッションを変更し、RESTRICTED モードを無効
にします。

DBSuspend

データベースを一時停止します。

DBResume

一時停止したデータベースを再開します。

DBTbspBackup

表領域をバックアップします。バックアップする表領域の名前
は actionargs に格納されています。

表 1-7 に、Veritas Cluster Server Agent for Oracle の仮想ファイアドリルのアクション
の一覧を示します。これらのアクションを使って、インフラストラクチャチェックを実行し、特
定のエラーを修正できます。
表 1-7

事前定義済みの仮想ファイアドリルのアクション

仮想ファイアドリルのアクショ 説明
ン
getid

Oracle 所有者がノードに存在することを検証します。

（Oracle エージェント）
home.vfd

次の内容を検証します。

（Oracle エージェント）

■

owner.vfd

Oracle 所有者属性の uid と gid を検証します。Oracle リソー
スが現在 ONLINE であるノードで、所有者属性の uid と gid
が同じであるかどうかをチェックします。

（Oracle エージェント）

ORACLE_HOME がノードにマウントされており、対応する
エントリが fstab にあること。
ORACLE_HOME がマウントされていない場合、action エ
ントリポイントは、その他のリソースがすでに
ORACLE_HOME をマウントしていないかどうかをチェック
します。
■ Pfile が指定されており、その Pfile がノードに存在するこ
と。
■ $ORACLE_HOME/dbs/orapw[SID] のパスワードファイル
が存在すること。
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仮想ファイアドリルのアクショ 説明
ン
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 の両方が存在していない場合は、
エージェント機能は終了します。Oracle のリソースがクラスタで
オンラインなら、Oracle のリソースがオンラインであるので、エー
ジェント機能は spfile は共有ストレージ上にある必要があると
いう旨のメッセージをログに記録します。

pfile.vfd
（Oracle エージェント）

listener.ora ファイルが存在するかどうかをチェックします。
listener.ora ファイルが存在する場合、ORACLE_HOME がマ
ウントされているかどうかをチェックし、適切なメッセージを表示
します。

tnsadmin.vfd
（Netlsnr エージェント）

Netlsnr エージェントの機能
リスナーとは、クライアントの接続要求を待ち受け、データベースへのトラフィックを管理す
るサーバープロセスです。Netlsnr エージェントはリスナーサービスをオンラインにし、そ
のステータスを監視し、オフラインにします。
表 1-8 は Netlsnr エージェントの動作の一覧です。
表 1-8

Netlsnr エージェントの動作

エージェントの動作

説明

Online

次のコマンドを使ってリスナー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プロセスを停止します。
lsnrctl stop $LISTENER
リスナーにパスワードが設定されている場合は、そのパスワードを使っ
てリスナーを停止します。

Monitor

リスナープロセスの状態を検証します。
Netlsnr エージェントの監視には、基本と詳細の 2 種類のレベルがあり
ます。
基本監視モードでは、プロセステーブルで tnslsnr プロセスをス
キャンし、このリスナープロセスが実行中かどうかを確認します。
■ 詳細監視モードでは、lsnrctl status $LISTENER コマンド
でリスナープロセスの状態を確認します。（デフォルト）
■

Clean

tnslsnr $Listener をプロセステーブルでスキャンし、このプロセ
スに対して kill コマンドを実行します。
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エージェントの動作

説明

Action

リソースに対して、定義済みのアクションを実行します。
p.19 の 「アクションエントリポイント」 を参照してください。

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 1-9 は ASMInst エージェントの動作の一覧です。
表 1-9

ASMInst エージェントの動作

エージェントの動作

説明

Online

次の SQL のコマンドを使用して、Oracle ASM インスタンスを起動しま
す。
startup nomount
オンライン動作は、ディスクグループをマウントせずに ASM インスタン
スを起動します。

Offline

次の SQL のコマンドを使用して、Oracle ASM インスタンスを停止しま
す。
shutdown immediate

Monitor

ASM インスタンスの状態を検証します。
ASMInst エージェントは、ヘルスチェックの監視の方式を使用して ASM
インスタンスを監視します。ヘルスチェックの監視が失敗すれば、エー
ジェントはプロセスチェックの監視をします。
エージェントはまた ocssd.bin プロセスが実行されているかもチェックし
ます。次の条件を満たす場合には、エージェントは状態値として offline
を返します。
■

プロセスが実行されていない。

■

プロセスが再起動された。

メモ: OCSSD プロセスが動作していることを確認します。ASMInst エー
ジェントは OCSSD プロセスのみを監視します。エージェントはプロセス
の起動や停止はおこないません。
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エージェントの動作

説明

Clean

次の SQL のコマンドを使用して、Oracle ASM インスタンスを強制的に
停止します。
shutdown abort
プロセスが shutdown コマンドに応答しなければ、エージェントは
SIGTERM コマンドか SIGKILL コマンドを使用してプロセスを強制終
了します。

ASMDG エージェントの機能
ASMDG エージェントは、Oracle データベースが使用する ASM ディスクグループをマウ
ントし、ステータスを監視し、ASM ディスクグループをマウント解除します。
ASMDG エージェントの DiskGroup 属性にディスクグループ名を指定する必要がありま
す。
表 1-10 は ASMDG エージェントの動作の一覧です。
表 1-10

ASMInst エージェントの動作

エージェントの動作

説明

Online

次の SQL コマンドを使用して、指定の 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 コマンドを使用して、指定の 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 のメッセージは、ASM ディスクグループがマウントさ
れていない ASM インスタンスがシャットダウンされるときに VCS ログに
表示されます。
ORA-15100: invalid or missing diskgroup name
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エージェントの動作

説明

Monitor

指定の ASM ディスクグループのステータスを確認します。
ディスクグループの状態は、次のいずれかです。
■

マウントされている

■

マウント解除されている

■

未知

■

壊れている

■

接続されている

リソースに対して複数の ASM ディスクグループが設定されている場合
は、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 のコマンドを使用して、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

VCS クラスタの標準的な Oracle 設定
VCS クラスタにおける標準的な Oracle 設定には次の特徴があります。
■

VCS は 2 ノードのクラスタで設定されます。

■

Oracle データは共有ストレージにインストールされます。

■

Oracle バイナリは、両方のノードでローカルにインストールされるか、共有ディスクに
インストールされます。
Oracle ASM の機能を使う場合、次の特徴があります。
■

Oracle のバイナリは両方のノードでローカルにインストールされます。

■

データベースファイルは ASM ディスクグループにインストールされます。

ASM で管理されたデータベースのための標準的なクラスタの設定例を見直します。
p.25 の 図 1-2 を参照してください。
■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle は両方のノードにインストールされます。
ASM の場合は、ASMInst と ASMDG のエージェントは両方のノードにインストール
されます 。

図 1-1 は、Oracle バイナリとデータがすべて共有ディスクにインストールされる設定を示
しています。
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共有ディスクに置かれた Oracle バイナリとデータ

図 1-1
ノード 1

ノード 2

VCS プライベート
ネットワーク

共有ディスク/
ディスクグループ

Oracleバイナリと
データファイル

パブリックネットワーク

図 1-2 は、Oracle バイナリが各ノードでローカルにインストールされ、Oracle データが共
有ディスクにインストールされる設定を示しています。
ローカルディスクに置かれた Oracle バイナリと共有ディスクに置か
れた Oracle データ

図 1-2
ノード1

ノード2

VCS プライベート
ネットワーク

Oracle
バイナリ

Oracle
バイナリ
共有ディスク/ディスク
グループ/ASMディスクグループ

Oracle
データファイ
ル
パブリックネットワーク

VCS クラスタでの Oracle 設定について
VCS 環境での Oracle 設定に関係するタスクには次が含まれます。
■

VCS クラスタの設定
VCS のインストールと設定について詳しくは『Veritas Cluster Server インストールガ
イド』を参照してください。

■

Oracle のインストールと設定
p.27 の 「VCS 環境での Oracle のインストールについて」 を参照してください。

■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle のインストール
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p.49 の 「Oracle 用エージェントをインストールまたはアップグレードする前に」 を参
照してください。
■

Oracle のための VCS サービスグループの設定
p.55 の 「Oracle 用サービスグループの設定について」 を参照してください。

2
Oracle のインストールと
設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS 環境での Oracle のインストールについて

■

Oracle をインストールする前に

■

Oracle のインストールのための VCS の必要条件について

■

VCS のための Oracle インストールタスクについて

■

Oracle バイナリのインストール

■

Oracle ASM の設定

■

Oracle データベースの設定

■

$ORACLE_BASE/admin/SID ディレクトリのコピー

■

ASM の初期化パラメータのファイルのコピー

■

データベースへのアクセスの確認

VCS 環境での Oracle のインストールについて
Oracle を VCS クラスタにインストールする場合は、クラスタ内のすべてのノードでのイン
ストールを確実に統一することが必要になります。
Linux 版の Oracle のマニュアルを参照します。
Oracle を VCS 環境にインストールする方法には、次の 2 種類があります。
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共有ディスク上に $ORACLE_HOME を配 Oracle バイナリと Oracle データは共有ディスクにイン
置した場合
ストールされます。
ローカルディスク上に $ORACLE_HOME
を配置した場合

Oracle バイナリは各ノードでローカルにインストール
され、Oracle データは共有ディスクにインストールさ
れます。

メモ: Oracle データベースのストレージ用に ASM を使うには、クラスタ内のすべてのノー
ドのローカルディスクで $ORACLE_HOME を インストールする必要があります。
p.33 の 「VCS のための Oracle インストールタスクについて」 を参照してください。
Oracle データには、データファイル、制御ファイル、REDO ログファイル、アーカイブログ
ファイルが含まれます。
Oracle をインストールする場合は、必ず Oracle の所有者の login_id、id_name、
group_id および group_name がすべてのノードで同じであることを確認してください。
ユーザー oracle とグループ dba は、Network Information Service（NIS および NIS+）
ユーザーではなくローカルユーザーである必要があります。

Oracle をインストールする前に
次の前提条件を満たしていることを確認してください。
■

クラスタ内のすべてのノードに VCS がインストールされていることを確認します。

■

クラスタ内のすべてのノードに Oracle と VCS を実行するのに十分なリソースがあるこ
とを確認します。

■

ネットワークが TCP/IP プロトコルをサポートしていることを確認してください。

■

Oracle をインストールするための VCS の必要条件を満たしていることを確認してくだ
さい。
p.28 の 「Oracle のインストールのための VCS の必要条件について」 を参照してくだ
さい。

Oracle のインストールのための VCS の必要条件に
ついて
VCS クラスタに Oracle をインストールする前に必要条件を見直し、条件が満たされてい
ることを確認します。
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カーネルパラメータの設定
Oracle をインストールする各ノードで設定に関する次の必要条件を満たしていることを確
認します。
■

ディスクパーティション

■

共有メモリ

■

スワップサイズ

■

セマフォ

■

ファイルハンドル

対応するオペレーティングシステムに関する Oracle のマニュアルを参照してください。

Linux パッケージグループ
Linux をインストールするときは、Software Development パッケージオプションを選択
することを推奨します。このオプションは、インストール時の Oracle の再リンクや一部の
Advanced Server 機能を利用するために必要です。

Linux の JDK 必要条件
Sun の JDK 1.3.1_02 または Blackdown の JDK 1.1.8 がシステムにインストールされて
いることを確認します。

$ORACLE_HOME の場所
Oracle バイナリファイルと設定ファイルが格納された Oracle ホームディレクトリ
（$ORACLE_HOME）は、各サーバーのディスクにローカルに配置できます。また、Oracle
ホームディレクトリを共有ストレージに配置することもできます。Oracle バイナリの適切な
場所は、環境によって異なります。次に、それぞれの場合の利点について説明します。
Oracle ASM を使う場合は、それぞれのノードのローカルディスク上にのみ Oracle のホー
ムディレクトリを配置する必要があります。Oracle データベースと同じ Oracle のホームに
Oracle ASM をインストールできます。または、別の Oracle のホームディレクトリに Oracle
ASM をインストールすることもできます。
Oracle のマニュアルを参照してください。

共有ディスク上に $ORACLE_HOME ディレクトリを配置した場合
Oracle データベースサーバー（$ORACLE_HOME）は共有ディスクにインストールできま
す。クラスタ内の各ノードには、共有ファイルシステムに対して同じマウントポイントディレ
クトリがある必要があります。Oracle バイナリを共有ストレージにインストールすると、イン
スタンスを実行するためのクラスタ内の任意のノードのセットアップが簡略化されます。そ
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れぞれのデータベースサービスグループは、自己完結しています。インスタンスを、クラ
スタ内でストレージを共有している新しいノードに移動することも可能です。
たとえば、4 つのノードを持つクラスタで、3 つのデータベースインスタンス（またはサービ
スグループ）でそれぞれバージョンの異なる Oracle を実行することが可能です。Oracle
バイナリを共有ストレージに配置している場合は、共有ストレージ上に各バージョンにつ
き 1 つ、合計 3 つの Oracle バイナリが必要になります。これとは対照的に、Oracle バイ
ナリをローカルストレージに配置している場合は、バイナリのコピーが最大で 12 個（4 ノー
ドにそれぞれ 3 つのバージョン）必要です。
この方法の欠点は、共有ストレージ上の Oracle バイナリのローリングアップグレードが行
えないことです。

ローカルディスク上に $ORACLE_HOME ディレクトリを配置した場
合
Oracle データベースサーバー（$ORACLE_HOME）はローカルディスクにインストールで
きます。利点は、データベースサーバーが別のノードで実行中に、オフラインのノード上
の Oracle データベースのバイナリをアップグレードできることです 。データベースに互換
性があれば、最小限のダウンタイムで、アップグレードしたノードに後で切り替えることが
できます。
この方法の欠点は、多数のノードを使った場合、様々な Oracle のインストール環境の保
守が困難になることです。

複数の Oracle インスタンス（SID）
シングルクラスタの設定で定義される複数の Oracle インスタンスを設定できます。このよ
うな場合、各インスタンスのパラメータファイルはサービスグループの SystemList 属性で
指定されたすべてのノードでアクセス可能でなければなりません。
メモ: 同じシステムに Oracle の複数のバージョンをインストールした場合は、SID に重複
がないことを確認します。

データベース表領域の場所
表領域が通常の（UFS または VxFS）ファイル上に作成されている場合、これらのファイル
を含むファイルシステムは共有ディスク上に配置する必要があります。また、各ノードで、
共有ディスク上のファイルシステム用に同一のマウントポイントを作成します。
Oracle のテーブルスペースに共有ディスク上の RAW デバイスを使う場合は、次のいず
れかの処理を行います。
■

所有者を Oracle dba ユーザーに変更し、権限を変更します。

■

Oracle のデータを格納する RAW デバイスでアクセスモードを 660 に変更します。
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たとえば、Veritas Volume Manager を使っている場合は、次のように入力します。
# vxedit -g diskgroup_name set group=dba ¥
user=oracle mode=660 volume_name

メモ: ユーザー oracle とグループ dba は、Network Information Service（NIS および
NIS+）ユーザーではなくローカルユーザーである必要があります。

リスナーの透過的フェールオーバー
ノードの切り替え後でも再設定することなく、Oracle サーバーの クライアントを再接続可
能にできます。そのような再接続のためには、Oracle リソースのサービスグループに少な
くとも 1 つの IP リソースを含める必要があります。このリソースが設定する IP アドレスに
マッピングされているホスト名は、$TNS_ADMIN/listener.ora ファイルの Host フィール
ドに定義されている必要があります。
Oracle のクライアント/サーバー通信に TCP/IP プロトコルを使う場合は、ファイル
/etc/services に Oracle Net Service のサービス名が記載されていることを確認します。
サービスグループの SystemList 属性に定義されている各ノードで、このファイルを確認
する必要があります。

VCS 環境のリスナー認証
Netlsnr エージェントは、リスナープロセスのためのパスワード認証と同様、OS の認証を
サポートします。Oracle 10g 以降のバージョンを使用している場合は、OS の認証を設定
することを推奨します。リスナーのパスワードを設定する場合は、パスワードが正しく設定
されたかを確認してください。パスワードが不適切に設定された場合には、リスナーにエ
ラーが生じる場合があります。
p.77 の 「パスワードの暗号化」 を参照してください。
リスナー認証の設定について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

VCS 環境での Oracle データベースのホットバックアップ
VCS 環境では、Oracle データベースのホットバックアップはデフォルトで有効に設定され
ています。
Oracle データベースのホットバックアップを実行しているときには、ノード が失敗する可
能性があります。そのようなエラーの間に、別のノードへのフェールオーバーは Oracle
のリソース属性 AutoEndBkup が非ゼロ値に設定されているときのみ成功します。した
がって、AutoEndBkup 属性の値はデフォルトでは 1 に設定されます。
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それ以外の場合は、エージェントはフェールオーバーノードにあるバックアップモードの
データベースをオープンできないため、VCS は Oracle リソースグループをオンラインに
できません。
この状態の場合には次のエラーが表示されます。
$ ORA-1110 "data file %s: '%s'"

または
$ ORA-1113 "file %s needs media recovery"

VCS が Oracle リソースグループをフェールオーバーノード上でオンラインにできるように
なる前に、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戻す必要があります。
次に、エージェントがデータベースを再び開くことができるように、データベースを停止す
る必要があります。
データベースファイルの状態を変更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。
ただし、VCS 環境でホットバックアップ機能を使う場合は、次の必要条件を満たさなけれ
ばなりません。
■

AutoEndBkup の属性値は 1 に設定されている必要があります。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

■

Oracle エージェントの起動オプションは、STARTUP、STARTUP_FORCE、または
CUSTOM でなければなりません。
p.14 の 「起動と停止のオプション」 を参照してください。

■

AutoEndBkup 属性の値を 0 に設定した場合は、DetailMonitor 属性の値は 1 に
設定する必要があります。
p.78 の 「詳細監視の設定」 を参照してください。

VCS で Oracle ASM を設定するためのストレージデバイス
Oracle ASM では次のストレージデバイスの 1 つを選択できます。
■

RAW ディスクとして ASM のディスク
RAW ディスクを使う場合は、ディスクに ASM $ORACLE_HOME に指定された永続
的な権限があることを確認します。

■

Veritas Volume Manager ボリュームとして ASM のディスク
VxVM ボリュームを使う場合は、ディスクに再ブートを実行可能な永続的な権限があ
ることを確認します。権限は ASM $ORACLE_HOME のそれと同じでなければなりま
せん。
Veritas Volume Manager のマニュアルを参照します。

■

Veritas Cluster Volume Manager ボリュームとして ASM のディスク
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CVM ボリュームを使う場合は、ディスクに再ブートを実行可能な永続的な権限がある
ことを確認します。権限は ASM $ORACLE_HOME のそれと同じでなければなりませ
ん。
Veritas Volume Manager のマニュアルを参照します。
VxVM または CVM ボリュームを使う ASM のディスクに対してミラー化を設定する場合
は、VxVM のミラー化は設定する必要がありますが、ASM のミラー化は設定しません。
p.132 の 「Oracle ASM の設定例」 を参照してください。

VCS のための Oracle インストールタスクについて
VCS クラスタで Oracle のインストールを完了するためのタスクは、$ORACLE_HOME を
共有ディスクとローカルディスクのどちらに配置するかによって異なります。
p.34 の 「共有ディスクで行う $ORACLE_HOME のインストールタスク」 を参照してくださ
い。
p.35 の 「ローカルディスクで行う $ORACLE_HOME のインストールタスク」 を参照してく
ださい。
ASM では、$ORACLE_HOME をローカルディスクにインストールし、Oracle ASM を設
定する必要があります。
p.35 の 「ASM を使用する Oracle のインストールタスク」 を参照してください。
図 2-1 は、$ORACLE_HOME が共有ディスク上にある場合とローカルディスク上にある
場合のインストールの流れを示しています。
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図 2-1

インストールの流れの比較

共有ディスク上の $ORACLE_HOME

ローカルディスク上の
$ORACLE_HOME

Oracle
バイナリを共有ディスクにインスト
ール

Oracle
バイナリを最初のシステムのローカ
ルディスクにインストール

共有ディスク上にデータベー
スを作成

共有ディスク上にデータベー
スを作成

Oracle
バイナリディレクトリをマウン
ト

Oracle
バイナリをローカルディスクに
インストール

データベースを起動できるか
確認

$ORACLE_BASE/admin/SID
ディレクトリをローカルディス
クにコピー

各クラスタノードに対して
この手順を繰り返す

データベースを起動できるか
確認

共有ディスクで行う $ORACLE_HOME のインストールタスク
手順としては、初回インストール時に、共有ディスク上に Oracle バイナリをインストール
し、Oracle データベースを作成します。Oracle バイナリディレクトリをマウントし、すべて
のノードからデータベースを起動できることを確認してください。
表 2-1 に、$ORACLE_HOME が共有ディスク上に配置されるように Oracle をインストー
ルするためのタスクの一覧を示します。
表 2-1

共有ディスクで行う $ORACLE_HOME のインストールタスク

タスク

参照

クラスタ内の任意のノードから、共有ディスクに
Oracle バイナリをインストールします。

p.37 の 「Oracle バイナリのインストール」 を参
照してください。

Oracle 10g またはそれ以降のための Oracle ク p.40 の 「Oracle 10g またはそれ以降用のクラス
ラスタデーモンを無効にします。
タデーモンの無効化」 を参照してください。
Oracle をインストールしたノードから、共有ディ
スクにデータベースを作成します。

p.43 の 「Oracle データベースの設定」 を参照
してください。
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タスク

参照

Oracle クラスタの一部になる各ノードから、共有 p.46 の 「データベースへのアクセスの確認」 を
ディスク上のデータベースにアクセスできること 参照してください。
を確認します。

ローカルディスクで行う $ORACLE_HOME のインストールタスク
手順としては、初回インストール時に、ローカルディスク上に Oracle バイナリをインストー
ルし、共有ディスク上に Oracle データベースを作成します。次に、他のノードのローカル
ディスクに Oracle バイナリをインストールします。この作業により、すべての Oracle イン
ストールはまったく同じになり、共有ディスクの同じ場所からデータベースにアクセスでき
るようになります。
表 2-2 に、$ORACLE_HOME がローカルディスク上に配置されるように Oracle をインス
トールするためのタスクの一覧を示します。
表 2-2

ローカルディスクで行う $ORACLE_HOME のインストールタスク

タスク

参照

クラスタ内の最初のノードで、ローカルディスクに p.37 の 「Oracle バイナリのインストール」 を参
Oracle バイナリをインストールします。
照してください。
Oracle をインストールした最初のノードから、共 p.43 の 「Oracle データベースの設定」 を参照
有ディスクにデータベースを作成します。
してください。
クラスタ内の各ノードで、次のタスクを実行しま
す。

p.37 の 「Oracle バイナリのインストール」 を
参照してください。
■ p.46 の 「$ORACLE_BASE/admin/SID ディ
■ ローカルディスクに Oracle バイナリをインス
レクトリのコピー」 を参照してください。
トールする。
■ p.46 の 「データベースへのアクセスの確認」
■ $ORACLE_BASE/admin/SID ディレクトリを
を参照してください。
ローカルディスクにコピーする。
■ データベースを起動できるか確認します。
■

ASM を使用する Oracle のインストールタスク
図 2-2 は Oracle データベースで ASM を使いたいときのインストールの流れを説明しま
す。
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図 2-2

Oracle ASM のためのインストール流れ
ASM 用の Oracle インストール

Oracle バイナリを最初のシステムのローカル
ディスクにインストール
Oracle ASM を設定
共有ディスク上にデータベースを作成

Oracle バイナリをローカルディスクにインス
トール
$ORACLE_BASE/admin/SID ディレクトリをロ
ーカルディスクにコピー
ASM 初期化パラメータファイルをローカルデ
ィスクにコピー

各クラスタノードに
対してこの手順を繰
り返す

データベースを起動できるか確認

次のように実行します。
■

Oracle のバイナリをローカルディスクにインストールし、ASM を設定し、最初のインス
トールの間に ASM のディスクグループ上に Oracle データベースを作成します。

■

次に、他のノードのローカルディスクに Oracle バイナリをインストールします。

この方法を使うと、すべての Oracle のインストールが同一となり、データベースへのアク
セスが同じ場所から行われます。
表 2-3 に、$ORACLE_HOME がローカルディスク上に配置されるように Oracle をインス
トールするためのタスクの一覧を示します。
表 2-3

ローカルディスクで行う $ORACLE_HOME のインストールタスク

タスク

参照

クラスタ内の最初のノードで、ローカルディスクに p.37 の 「Oracle バイナリのインストール」 を参
Oracle バイナリをインストールします。
照してください。
Oracle 10g またはそれ以降のための Oracle ク p.42 の 「ASM で管理されたデータベースのた
ラスタデーモンを有効にします。
めのクラスタデーモンの有効化」 を参照してくだ
さい。
最初に Oracle をインストールした ノード から、
Oracle ASM を設定します。

p.41 の 「Oracle ASM の設定」 を参照してくだ
さい。
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タスク

参照

最初に Oracle をインストールしたノードから、
p.43 の 「Oracle データベースの設定」 を参照
ASM のディスクグループのデータベースを作成 してください。
します。
クラスタ内の各ノードで、次のタスクを実行しま
す。

次のトピックを参照します。

■ p.37 の 「Oracle バイナリのインストール」 を
ローカルディスクに Oracle バイナリをインス
参照してください。
トールする。
■ p.46 の 「$ORACLE_BASE/admin/SID ディ
■ $ORACLE_BASE/admin/SID ディレクトリを
レクトリのコピー」 を参照してください。
ローカルディスクにコピーする。
■ p.46 の 「ASM の初期化パラメータのファイ
■ ローカルディスクに ASM の初期化パラメー
ルのコピー」 を参照してください。
タのファイルをコピーします。
■ p.46 の 「データベースへのアクセスの確認」
■ データベースを起動できるか確認します。
を参照してください。
■

Oracle バイナリのインストール
Veritas Cluster Server Agent for Oracle がサポートするバージョンの Oracle をインス
トールします。
メモ: Oracle ASM 機能を使う場合には、クラスタ同期サービスを無効にしないでくださ
い。
VCS 環境へ Oracle9i 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 ユーザーで Oracle インス

トーラを実行します。
# /mnt/cdrom/runInstaller

3

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

4

初めて Oracle をインストールする場合は、［インベントリの場所（Inventory
Location）］ダイアログボックスが表示されます。ベースディレクトリの場所を指定し、
［OK］をクリックします。
■

インストール時に、$ORACLE_HOME をローカルディスク上に置く予定の場合
は、そのローカルディスク上の場所を指定してください。

■

インストール時に、$ORACLE_HOME を共有ディスク上に置く予定の場合は、そ
の共有ディスク上の場所を指定してください。
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5

［UNIX グループ名（UNIX Group Name）］ダイアログボックスに Oracle ソフトウェ
アの更新権限を持つ UNIX グループの名前を入力し、［次へ（Next）］をクリックしま
す。

6

Oracle のインストーラから、スクリプト /tmp/orainstRoot.sh の実行を指示するメッ
セージが表示されます。このスクリプトを実行し、［続行（Continue）］をクリックして
Oracle インストーラに戻ります。

7

［ファイルの場所（File Locations）］ダイアログボックスで、Oracle ホームディレクトリ
の名前とパスを入力または選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

8

［使用可能な製品（Available Products）］ダイアログボックスで［Oracle9i データ
ベース（Oracle9i Database）］オプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

9

［インストールタイプ（Installation Types）］ダイアログボックスでインストールの種類
を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

10 ［データベースの設定（Database Configuration）］ダイアログボックスで［ソフトウェ
アのみ（Software Only）］オプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

11 ［概略（Summary）］ダイアログボックスで、選択した内容を確認します。変更する場
合は、［戻る（Back）］をクリックします。変更の必要がなければ、［インストール
（Install）］をクリックします。

12 インストールが完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。
13 ［インストールの終了（End of Installation）］ダイアログボックスで、［終了（Exit）］を
クリックします。

14 共有ディスクでデータベースを設定するタスクに進みます。
p.43 の 「Oracle データベースの設定」 を参照してください。
VCS 用に Oracle 10g 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 ユーザーで Oracle インス

トーラを実行します。
# /mnt/cdrom/runInstaller

3

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

4

初めて Oracle をインストールする場合は、［インベントリの場所（Inventory
Location）］ダイアログボックスが表示されます。ベースディレクトリの場所を指定し、
［OK］をクリックします。次のいずれかを実行します。
■

インストール時に、$ORACLE_HOME をローカルディスク上に置く予定の場合
は、そのローカルディスク上の場所を指定してください。
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■

インストール時に、$ORACLE_HOME を共有ディスク上に置く予定の場合は、そ
の共有ディスク上の場所を指定してください。

5

Oracle インストーラにより、スクリプト /tmp/orainstRoot.sh の実行を指示するメッ
セージが表示されます。このスクリプトを実行し、［続行（Continue）］をクリックして
Oracle インストーラに戻ります。

6

［ファイルの場所（File Locations）］ダイアログボックスで Oracle ホームディレクトリ
の名前とパスを入力または選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

［インストールタイプ（Installation Types）］ダイアログボックスでインストールの種類
を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

8

［構成オプションの選択(Select Database Configuration)］ダイアログボックスで
［データベース・ソフトウェアのみインストール(Do not create a starter database)］
オプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

9

［概略（Summary）］ダイアログボックスで、選択した内容を確認します。変更する場
合は、［戻る（Back）］をクリックします。変更の必要がなければ、［インストール
（Install）］をクリックします。

10 インストールが完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。
11 ［インストールの終了（End of Installation）］ダイアログボックスで、［終了（Exit）］を
クリックします。

12 Oracle クラスタデーモンを無効にします。
p.40 の 「Oracle 10g またはそれ以降用のクラスタデーモンの無効化」 を参照して
ください。
ASM を使う場合は、このステップをスキップし、Oracle ASM の設定に進みます。
p.41 の 「Oracle ASM の設定」 を参照してください。

13 共有ディスクでデータベースを設定するタスクに進みます。
p.43 の 「Oracle データベースの設定」 を参照してください。
VCS 用に Oracle 11g 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 ユーザーで Oracle インス

トーラを実行します。
# /mnt/cdrom/runInstaller

3

［インストール方法の選択(Select Installation Method)］ダイアログボックスで、［拡
張インストール(Advanced Installation)］の方式を選択し、［次へ（Next）］をクリック
します。
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4

初めて Oracle をインストールする場合は、［インベントリ・ディレクトリと資格証明の指
定(Specify Inventory directory and credentials)］ダイアログボックスが表示され
ます。インベントリディレクトリの場所を指定し、［次へ（Next）］をクリックします。次の
いずれかを実行します。
■

インストール時に、$ORACLE_HOME をローカルディスク上に置く予定の場合
は、そのローカルディスク上の場所を指定してください。

■

インストール時に、$ORACLE_HOME を共有ディスク上に置く予定の場合は、そ
の共有ディスク上の場所を指定してください。

5

ウィザードの指示に従い、その他のオプションを選択します。

6

［データベースの作成（Create Database）］ダイアログボックスで、［ソフトウェアのみ
インストール(Install database Software only)］ を選択します。

7

［概略（Summary）］ダイアログボックスで、選択した内容を確認します。変更する場
合は、［戻る（Back）］をクリックします。変更の必要がなければ、［インストール
（Install）］をクリックします。

8

インストール中、いくつかの設定用スクリプトの実行を指示するメッセージが Oracle
インストーラから表示されます。このスクリプトを実行し、［OK］をクリックして Oracle イ
ンストーラに戻ります。

9

インストールが完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

10 ［インストールの終了（End of Installation）］ダイアログボックスで、［終了（Exit）］を
クリックします。

11 Oracle クラスタデーモンを無効にします。
p.40 の 「Oracle 10g またはそれ以降用のクラスタデーモンの無効化」 を参照して
ください。
ASM を使う場合は、このステップをスキップし、Oracle ASM の設定に進みます。
p.41 の 「Oracle ASM の設定」 を参照してください。

12 共有ディスクでデータベースを設定するタスクに進みます。
p.43 の 「Oracle データベースの設定」 を参照してください。

Oracle 10g またはそれ以降用のクラスタデーモンの無効化
Oracle のバージョン 10g またはそれ以降の Oracle のバイナリを共有ディスクにインス
トールしたら、Oracle クラスタデーモンを無効にする必要があります。
警告: ASM 機能を使う場合には、Oracle クラスタデーモンを無効にしないでください。

第 2 章 Oracle のインストールと設定
Oracle ASM の設定

Oracle のバージョン 10g またはそれ以降では、Oracle Cluster Synchronization Service
Daemon（CSSD）と呼ばれるクラスタデーモンが提供されます。Oracle バイナリファイル
が共有ストレージ上に置かれている場合、init コマンドでこのデーモンを起動すると、エ
ラーが起きることがあります。Oracle 用の VCS クラスタではこのデーモンを必要としない
ので、デーモンを無効にすることを推奨します。
Linux でデーモンを無効にするには
◆

Oracle インストールウィザードを実行したノードの /etc/inittab ファイルから、次の
行を削除します。
h1:23:respawn:/etc/init.d/init.cssd run >/dev/null 2>&1 >
</dev/null

Oracle ASM の設定
Oracle 10g またはそれ以降の ASM の機能を使う場合は、Database Configuration
Assistant を使用して Oracle ASM を設定します。ASM の設定は、最初に Oracle をイ
ンストールしたノード上で、一度だけ行います。
Oracle データベース用に ASM を設定する手順を確認してください。
Oracle 10g または Oracle 11g のデータベース用に ASM を設定するには

1

DISPLAY 変数を設定し、Oracle ユーザーで Oracle Database Configuration

Assistant を起動します。
# dbca

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［操作（Operations）］ダイアログボックスで［自動ストレージ管理の構成(Configure
Autoatic Storage Management)］オプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックし
ます。

4

［データベーステンプレート（Database Templates）］ダイアログボックスで、データ
ベースを作成するテンプレートを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［データベース識別情報（Database Identification）］ダイアログボックスで一意のグ
ローバルデータベース名と SID を入力または選択し、［次へ（Next）］をクリックしま
す。

6

ウィザードの指示に従い、その他のオプションを選択します。

7

［ストレージオプション（Storage Options）］ダイアログボックスで［自動ストレージ管
理(ASM) (Automatic Storage Option)］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。
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8

警告メッセージを見直し、［OK］ をクリックします。Oracle クラスタデーモンが動作し
ていることを確認します。
p.42 の 「ASM で管理されたデータベースのためのクラスタデーモンの有効化」 を
参照してください。

9

［ASM インスタンスの作成 (Create ASM Instance)］ダイアログボックスで、ASM SYS
のユーザーパスワードを指定し、［次へ（Next）］をクリックします。

10 表示されるメッセージウィンドウの［OK］をクリックします。
11 ［ASM ディスクグループ（ASM Disk Groups）］ダイアログボックスで、新しいディス
クグループを作成するか、または既存のディスクグループにディスクを追加すること
を選択します。

12 ［ディスク検出パスの変更 (Change Disk Discovery Path)］ダイアログボックスで、
パス名を入力します。
ASM で使用するディスクデバイスに応じて、ディスクのディスカバリパスを入力しま
す。
p.32 の 「VCS で Oracle ASM を設定するためのストレージデバイス 」 を参照してく
ださい。

13 ［ディスク・グループの作成 (Create Disk Group)］ダイアログボックスで、次の操作
を行います。
■

冗長性オプションの 1 つを選択します。

■

［メンバー・ディスクの選択 (Select Member Disks)］領域で、［候補の表示 (Show
Canidates)］のオプションを選択します。

■

［ディスク・パス (Disk Path)］に対してリストからディスクを選択し、ASM ディスク
グループを作成します。

■

［OK］をクリックします。

14 ウィザードの指示に従って Oracle ASM の設定を完了します。

ASM で管理されたデータベースのためのクラスタデーモンの有効化
データベースが ASM で管理されている場合、Oracle クラスタデーモンがクラスタの各
ノードで有効になっていることを確認する必要があります。 CSSD が有効になっていない
場合は、次の手順を実行します。
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ASM で管理されたデータベースのためのクラスタデーモンを有効化するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを実行して、クラスタデーモンの設定と起動を行います。
# $ORACLE_HOME/bin/localconfig add

3

そのノードで実行されている Oracle CSSD プロセスは 1 つだけであることを確認し
ます。

Oracle データベースの設定
Database Configuration Assistant を使って共有ディスク上に Oracle データベースを
設定します。データベースの設定は、最初に Oracle をインストールしたノード上で、一度
だけ行います。
Oracle データベースのストレージ用に ASM を設定した場合は、ASM ディスクグループ
上で Oracle データベースを設定します。
Oracle9i データベースを設定するには

1

DISPLAY 変数を設定し、Oracle ユーザーで Oracle Database Configuration

Assistant を起動します。
# dbca

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［操作（Operations）］ダイアログボックスで［データベースの作成（Create database）］
オプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

［データベーステンプレート（Database Templates）］ダイアログボックスで、データ
ベースを作成するテンプレートを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［データベース識別情報（Database Identification）］ダイアログボックスで一意のグ
ローバルデータベース名と SID を入力または選択し、［次へ（Next）］をクリックしま
す。

6

［データベース接続オプション（Database Connection Options）］ダイアログボック
スで［専用サーバーモード（Dedicated Server Mode）］または［共有サーバーモー
ド（Shared Server Mode）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

［初期化パラメータ（Initialization Parameters）］ダイアログボックスで、アーカイブ
ログファイルと初期化パラメータファイルの場所を指定します。
■

データベースのアーカイブログを有効にするには、［アーカイブ（Archive）］タブ
をクリックし、［アーカイブログモード（Archive Log Mode）］チェックボックスを選
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択します。［アーカイブログの宛先（Archive Log Destination）］リストに共有ディ
スクのパスを入力し、アーカイブログが共有ディスク上に作成されるようにします。

8

9

■

［ファイルの場所（File Locations）］タブをクリックします。

■

すべてのシステムでローカルに Oracle をインストールする場合は、初期化パラ
メータファイルとトレースファイルのディレクトリをローカルディスク上に配置してく
ださい。

■

必要に応じてその他のパラメータを変更します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

［データベース記憶域（Database Storage）］ダイアログボックスで、制御ファイル、
データファイルおよび REDO ログファイルの場所を指定します。
■

左のペインで、［記憶域（Storage）］フォルダの横にある［+］をクリックし、フォル
ダを展開します。

■

［制御ファイル（Controlfile）］をクリックし、右のペインで［一般（General）］タブ
をクリックします。

■

［ファイルディレクトリ（File Directory）］フィールドで、各制御ファイルの共有ディ
スクのパスを入力します。

■

［データファイル（Datafiles）］フォルダの横にある［+］をクリックし、フォルダを展
開します。

■

左のペインでデータファイルをクリックし、右のペインで［一般（General）］タブを
クリックします。［名前（Name）］フィールドで、各データファイルの共有ディスクの
パスを入力します。

■

［REDO ロググループ（Redo Log Groups）］フォルダの横にある［+］をクリックし、
フォルダを展開します。

■

左のペインで REDO ログファイルを選択します。右のペインの［ファイルディレク
トリ（File Directory）］フィールドで、各 REDO ログファイルの共有ディスクのディ
レクトリのパスを入力します。必要に応じて REDO ログファイルのサイズを指定し
ます。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

［作成オプション（Creation Operations）］ダイアログボックスで［データベースの作
成（Create database）］チェックボックスを選択し、［完了（Finish）］をクリックします。

10 ［概略（Summary）］ダイアログボックスで選択した内容を確認し、［OK］をクリックし
ます。

第 2 章 Oracle のインストールと設定
Oracle データベースの設定

Oracle 10g または Oracle 11g のデータベースを設定するには

1

DISPLAY 変数を設定し、Oracle ユーザーで Oracle Database Configuration

Assistant を起動します。
# dbca

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［操作（Operations）］ダイアログボックスで［データベースの作成（Create database）］
オプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

［データベーステンプレート（Database Templates）］ダイアログボックスで、データ
ベースを作成するテンプレートを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［データベース識別情報（Database Identification）］ダイアログボックスで一意のグ
ローバルデータベース名と SID を入力または選択し、［次へ（Next）］をクリックしま
す。

6

ウィザードの指示に従い、その他のオプションを選択します。

7

［ストレージオプション（Storage Options）］のダイアログボックスで、［ファイルシステ
ム（File System）］ または ［RAW デバイス（Raw Devices）］ のオプションを選択し、
［次へ（Next）］ をクリックします。
ASM を設定する場合は、［自動ストレージ管理(ASM) (Automatic Storage Option)］
を選択後、［次へ（Next）］をクリックします。

8

ASM を設定する場合は、［ASM ディスクグループ（ASM Disk Groups）］ダイアログ
ボックスで、Oracle データベースのストレージ用の ASM ディスクグループを選択し、
［次へ（Next）］をクリックします。

9

［Database File Locations］ダイアログボックスで、作成するデータベースファイルの
ために共有ディスク上の場所を指定し、［次へ（Next）］をクリックします。
ASM を設定したら、［Oracle Managed Files の使用 (Use Oracle-Managed Files)］
を選択し、データベース領域を指定し、続いて［次へ（Next）］をクリックします。

10 ［Recovery Configuration］ダイアログボックスで、共有ディスク上の［フラッシュ・リ
カバリ領域 (Flash Recovery Area)］を指定し、［次へ（Next）］をクリックします。
ASM を設定したら、［フラッシュ・リカバリ領域 (Flash Recovery Area)］の適切な場
所を指定し、［次へ（Next）］をクリックします。

11 Oracle 11g を使っている場合は、［セキュリティ設定 (Security Settings)］ダイアロ
グボックスで、推奨されたセキュリティの設定を選択します。［11g のデフォルトの高
度セキュリティ設定を維持 (Keep the enhanced 11g default security settings)］
のオプションを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

12 ウィザードの指示に従ってデータベースの作成を完了します。
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$ORACLE_BASE/admin/SID ディレクトリのコピー
$ORACLE_HOME がローカルディスクにある場合にのみ、クラスタ内のノードごとに、次
の手順に従って作業を進めてください。
$ORACLE_BASE/admin/SID ディレクトリをコピーするには
◆

共有ディスクから、$ORACLE_BASE/admin/SID ディレクトリをローカルディスクにコ
ピーします。
変数 SID は、データベースインスタンスを表します。
OFA の構造について詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。

ASM の初期化パラメータのファイルのコピー
Oracle が ASM で管理されている場合は、クラスタ内のそれぞれのノードで手順を実行
します。
ASM の初期化パラメータのファイルをコピーするには
◆

初めて Oracle ASM をローカルノードにインストールしたノード上の
$ORACLE_HOME/dbs ディレクトリから、initSID.ora ファイルをコピーします。
ここで、SID は、ASM のインスタンスの識別子です。

データベースへのアクセスの確認
SQL クエリーを発行すると、データベースへのアクセス状態を確認できます。
$ORACLE_HOME の場所に応じてどちらかの手順を実行し、データベースを起動しま
す。
p.47 の 「$ORACLE_HOME が共有ディスク上にある場合のデータベースの起動」 を参
照してください。
p.47 の 「$ORACLE_HOME がローカルディスク上にある場合のデータベースの起動」
を参照してください。
ASM では、$ORACLE_HOME はローカルディスクにあり、データベースは ASM ディス
クグループ上で設定されます。
p.47 の 「ASM で管理されたデータベースの起動」 を参照してください。
完了したら、Oracle データベースは最後にこの手順を実行したクラスタ内のノードから起
動されます。
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$ORACLE_HOME が共有ディスク上にある場合のデータベースの起動
各ノードから共有データベースにアクセスできることを確認します。Oracle クラスタの一部
であるそれぞれのノードから次の手順を実行します。
$ORACLE_HOME が共有ディスク上にある場合にデータベースを起動するには

1

Oracle バイナリが他のノードでマウント済みの場合は、マウント解除します。

2

共有ディスクのデータファイルが任意のノードでマウント済みの場合は、マウント解
除します。

3

Oracle バイナリとデータファイルをマウントします。

4

データベースを起動します。

$ORACLE_HOME がローカルディスク上にある場合のデータベースの
起動
Oracle クラスタの一部となる各ノードについて、データベースにそれぞれアクセスできる
ことを確認します 。
$ORACLE_HOME がローカルディスク上にある場合にデータベースを起動するには

1

ノード上に Oracle バイナリがインストールされているかを確認します。

2

共有ディスクのデータファイルが任意のノードでマウント済みの場合は、マウント解
除します。

3

データファイルをマウントします。

4

データベースを起動します。

ASM で管理されたデータベースの起動
Oracle クラスタの一部となる各ノードについて、データベースにそれぞれアクセスできる
ことを確認します 。
ASM で管理されたデータベースを起動するには

1

ノード上に Oracle バイナリがインストールされているかを確認します。

2

ASM のディスクとして VxVM ディスクを使う場合は、次のように処理します。
■

ASM のディスクグループがどれかのノードでマウントされている場合は、次の操
作を行います。
■

ASM インスタンスから ASM ディスクグループをマウント解除します。

■

ASM インスタンスを停止します。

■

VxVM ボリュームを停止します。
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■

3

4

5

VxVM ディスクグループをデポートします。

■

VxVM ディスクグループをこのノードにインポートし、ボリュームを起動します。

■

ASM インスタンスを起動します。

■

ASM ディスクグループをマウントします。

ASM に CVM のボリュームを使用する場合は、次の操作を行います。
■

ディスクグループがマウントされるノードの ASM インスタンスから ASM ディスク
グループをマウント解除します。

■

他のノードの ASM ディスクグループをマウントします。

ASM のディスクとして RAW ディスクを使う場合は、次のように操作します。
■

ASM のディスクグループがどれかのノードでマウントされている場合は、それを
マウント解除します。

■

ASM インスタンスがこのノードで実行されていない場合は、ASM インスタンスを
起動します。

■

ASM ディスクグループをマウントします。

データベースを起動します。

3
Oracle 用エージェントのイン
ストールと削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle 用エージェントをインストールまたはアップグレードする前に

■

エージェントソフトウェアのインストール

■

エージェントのアップグレード

■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle の無効化

■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle の削除

Oracle 用エージェントをインストールまたはアップグレー
ドする前に
Veritas Cluster Server Agent for Oracle をインストールまたはアップグレードするため
に次の前提条件を満たす必要があります。
■

VCS がクラスタにインストールされていることを確認します。
Symantec では、VCS の GUI をインストールすることを推奨します。『Veritas Cluster
Server インストールガイド』を参照してください。

■

Oracle Server for Linux とアドオンのリスナーがインストールされ、設定されているこ
とを確認します。
Oracle のマニュアルを参照してください。
p.27 の 「VCS 環境での Oracle のインストールについて」 を参照してください。
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エージェントソフトウェアのインストール
Veritas Cluster Server Agent for Oracle は製品ディスクからインストールできます。
Oracle サービスグループをホストする予定のすべてのノードに Oracle Enterprise Agent
をインストールする必要があります。
Linux ノード上にエージェントをインストールするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

ノードに接続されているドライブに、適切なソフトウェアディスクを挿入します。
このソフトウェアは、ディスクを /mnt/cdrom として自動的にマウントします。

3

ディスクが自動的にマウントされない場合は、ディスクを手動でマウントする必要があ
ります。次に例を示します。
# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom

4

エージェントソフトウェアをインストールします。
RHEL4 または RHEL5
（i686、x86_64）

# cd /mnt/cdrom/dist_arch¥
/cluster_server_agents/oracle_agent/rpms

OEL4 または OEL5
（i686、x86_64）

ここで、dist は rhel4 か rhel5、arch は i686 か x86_64 です。

# rpm -i VRTSvcsor-5.0.30.00-MP3_dist.i686.rpm
# rpm -i ¥
VRTScsocw-5.0.30.00-MP3_GENERIC.noarch.rpm
ここで、dist は RHEL4 か RHEL5 です。
SLES9 または SLES10
（i586、x86_64）

# cd /mnt/cdrom/dist_arch¥
/cluster_server_agents/oracle_agent/rpms
ここで、dist は sles9 か sles10、arch は i586 か x86_64 です。

# rpm -i VRTSvcsor-5.0.30.00-MP3_dist.i586.rpm
# rpm -i ¥
VRTScsocw-5.0.30.00-MP3_GENERIC.noarch.rpm
ここで、dist は SLES9 か SLES10 です。

これらのコマンドは次の RPM をインストールします。
■

VRTSvcsor、Oracle 用エージェントバイナリ、Netlsnr、ASMInst、ASMDG の
エージェント
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■

5

VRTScsocw（エージェント設定ウィザード）

Oracle サービスグループの一部となる各ノードに対して、ステップ 1 からステップ 4
までを繰り返します。

エージェントのアップグレード
エージェントをアップグレードする前に、Veritas Cluster Server Agent for Oracle をアッ
プグレードするための前提条件を満たしているかを確認します。
p.49 の 「Oracle 用エージェントをインストールまたはアップグレードする前に」 を参照し
てください。
VCS クラスタのバージョン 4.0、4.1、5.0、5.1 から Veritas Cluster Server Agent for
Oracle をアップグレードできます。
p.10 の 「サポートするソフトウェア」 を参照してください。

VCS agent for Oracle のバージョン 5.2 へのアップグレード
VCS クラスタ内の各ノードで、次の手順を実行します。
VCS agent for Oracle をバージョン 5.2 へアップグレードするには

1

VCS をローカルで停止します。
# hastop -local -force

2

VCS agent for Oracle の以前のバージョンを削除します。
# rpm -e VRTSvcsor
# rpm -e VRTScsocw

3

VCS agent for Oracle のバージョン 5.1 が動作する ASM エージェントをインストー
ルしている場合は、ASM エージェントを削除します。
# rpm -e VRTSorasm

4

VCS enterprise agent 5.2 for Oracle をインストールします。
p.50 の 「エージェントソフトウェアのインストール」 を参照してください。

5

OracleTypes.cf ファイルを /etc/VRTSagents/ha/conf/Oracle ディレクトリから
/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリにコピーします。
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6

データベースストレージの管理に ASM を使っている場合は、ディレクトリ
/etc/VRTSagents/ha/conf/OracleASM から /etc/VRTSvcs/conf/config にファ
イル OracleASMTypes.cf をコピーします。

7

VCS エンジンを再起動します。
# hastart

Veritas Cluster Server Agent for Oracle の無効化
Veritas Cluster Server Agent for Oracle を無効にするには、Oracle サービスグルー
プを OFFLINE 状態に変更する必要があります。アプリケーションを完全に停止したり、
エージェントを他のシステムに切り替えることが可能です。
エージェントを無効にするには

1

サービスグループの SystemList からシステムを削除するには、そのサービスグルー
プがオンラインになっているかどうかを確認します。
# hagrp -state service_group -sys system_name

2

サービスグループが オンラインの場合は、オフラインにします。次のコマンドのいず
れかを使います。
■

あるノードでサービスグループをオフラインにし、別のノードでオンラインにする
には、-switch オプションを使えます。
# hagrp -switch service_group -to system_name

■

サービスグループをオフラインにして、クラスタ内の他のノードでオンラインにし
ない場合は、次のように入力します。
# hagrp -offline service_group -sys system_name

3

ノード上のエージェントを停止します。
# haagent -stop Oracle -sys system_name
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4

「ログファイルの中からメッセージを検索してください」というメッセージが表示されたとき
は、ファイル /var/VRTSvcs/log/engine_A.log の中にエージェントが停止したこと
を確認できるメッセージがないかどうかをチェックしてください。
また、ps コマンドを使って、エージェントが停止していることを確認することもできま
す。

5

すべての ノード 上のエージェントを無効にしたら、サービスグループまたはリソース
タイプ、またはその両方を VCS 設定から削除できます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

Veritas Cluster Server Agent for Oracle の削除
エージェントを削除するには、エージェント設定ウィザードとエージェントファイルを各シス
テムから削除する必要があります。次の手順を実行して、クラスタの各ノードのエージェン
トを削除します。
ノード上のエージェントを削除するには

1

エージェント設定ウィザードを削除します。
# rpm -e VRTScsocw

2

エージェントを削除します。プロンプトに対して適宜応答してください。
# rpm -e VRTSvcsor
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4
Oracle のための 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 用サービスグループの設定について

■

VCS における Oracle インスタンスの設定

■

サービスグループを設定する前に

■

サービスグループの設定

■

詳細監視の設定

Oracle 用サービスグループの設定について
Oracle サービスグループを設定するときには、Oracle サービスグループとそのリソース
を作成し、設定されたリソースに対して属性値を定義する必要があります。サービスグルー
プの作成および設定には、Administrator 権限が必要です。
次のいずれかを使用して、VCS enterprise agent for Oracle を設定できます。
■

エージェント設定ウィザード

■

Cluster Manager（Java コンソール）

■

コマンドライン

p.66 の 「サービスグループの設定」 を参照してください。
メモ: Oracle ASM の機能を使う場合は、ASMInst リソースと ASMDG リソースも設定し
て、ASM インスタンスがいつも利用できるようにする必要があります。これらのリソースの
設定を行うには、コマンドラインを使う必要があります。
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VCS における Oracle インスタンスの設定
VCS 環境では、さまざまな方法で Oracle を設定できます。VCS 用に Oracle を設定す
るときは、Oracle ファイルの listener.ora と tnsnames.ora を VCS の必要条件に従って
設定する必要があります。
表 4-1 は、高可用性を実現するために VCS 環境で設定可能なさまざまな Oracle 設定
の一覧です。
表 4-1

VCS でのOracle 設定

設定の種類

参照

単一の Oracle インスタンスの設定

p.56 の 「VCS における単一の Oracle インスタ
ンスの設定」 を参照してください。

複数の Oracle インスタンス（単一リスナー）の設 p.58 の 「VCS における複数の Oracle インスタ
定
ンス（単一リスナー）の設定」 を参照してください。
複数の Oracle インスタンス（複数のリスナー）の p.60 の 「VCS における複数の Oracle インスタ
設定
ンス（複数リスナー）の設定」 を参照してください。
共有サーバーサポートの設定

p.62 の 「VCS における共有サーバーサポート
の Oracle インスタンスの設定」 を参照してくださ
い。

p.145 の 「複数の Oracle インスタンスを設定する場合のベストプラクティス」 を参照してく
ださい。

VCS における単一の Oracle インスタンスの設定
単一の Oracle インスタンスが関係するサービスグループのリソースの依存関係グラフと
設定例を見直します。
p.113 の 「単一の Oracle インスタンスの設定例」 を参照してください。
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VCS で Oracle インスタンスを設定するには

1

Oracle と Netlsnr のリソースタイプと属性の定義を見直します。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

2

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル tnsnames.ora を設定します。ファイル
で必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
クライアントがフェールオーバーインスタンスに接続できるようにするには、
$TNS_ADMIN に定義されている tnsnames.ora ファイルで、TCP プロトコルのアド
レスデータベースのホスト名を、サービスグループで設定する仮想 IP アドレスに変
更します。
次の例では、データベースのホスト名を、サービスグループの仮想 IP アドレスを示
す oraprod に変更すると想定しています。
prod =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = prod)
)
)

3

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル listener.ora を設定します。ファイルで
必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
$TNS_ADMIN 内のファイル listener.ora の ADDRESS_LIST セクションにある
「HOST =」の行を編集し、サービスグループの高可用性アドレスの名前（この場合
は、oraprod）を追加します。
LISTENER_PROD =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1521))
)
)
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4

エージェント設定ウィザード、Cluster Manager（Java コンソール）、コマンドラインを
使って、Oracle サービスグループを作成します。
p.66 の 「サービスグループの設定」 を参照してください。

5

Oracle サービスグループをオンラインにします。
p.83 の 「サービスグループのオンライン化」 を参照してください。

VCS における複数の Oracle インスタンス（単一リスナー）の設定
複数の Oracle インスタンスが関係するサービスグループのリソースの依存関係グラフと
設定例を見直します。
p.117 の 「複数の Oracle インスタンス（単一リスナー）の設定例」 を参照してください。
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複数の Oracle インスタンス（単一リスナー）を設定するには

1

Oracle と Netlsnr のリソースタイプと属性の定義を見直します。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

2

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル tnsnames.ora を設定します。ファイル
で必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
クライアントがフェールオーバーインスタンスに接続できるようにするには、
$TNS_ADMIN に定義されている tnsnames.ora ファイルで、TCP プロトコルのアド
レスデータベースのホスト名を、サービスグループで設定する仮想 IP アドレスに変
更します。
次の例では、データベースのホスト名を、サービスグループの仮想 IP アドレスを示
す oraprod に変更すると想定しています。
prod =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = prod)
)
)
prod =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oramktg)(PORT = 1522))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = mktg)
)
)
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3

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル listener.ora を設定します。ファイルで
必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
$TNS_ADMIN 内のファイル listener.ora の ADDRESS_LIST セクションにある
「HOST =」の行を編集し、サービスグループの高可用性アドレスの名前（この場合
は、oraprod）を追加します。
LISTENER_ORACLE =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oramktg)(PORT = 1522))
)

4

Cluster Manager（Java コンソール）を使って、Oracle サービスグループとリスナー
サービスグループを作成します。コマンドラインを使ってサービスグループを作成す
ることもできます。
p.66 の 「サービスグループの設定」 を参照してください。

5

Oracle サービスグループをオンラインにします。
p.83 の 「サービスグループのオンライン化」 を参照してください。

VCS における複数の Oracle インスタンス（複数リスナー）の設定
複数の Oracle インスタンスが関係するサービスグループのリソースの依存関係グラフと
設定例を見直します。
p.124 の 「複数のインスタンス（複数リスナー）の設定例」 を参照してください。
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複数の Oracle インスタンス（複数リスナー）を設定するには

1

Oracle と Netlsnr のリソースタイプと属性の定義を見直します。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

2

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル tnsnames.ora を設定します。ファイル
で必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
クライアントがフェールオーバーインスタンスに接続できるようにするには、
$TNS_ADMIN に定義されている tnsnames.ora ファイルで、TCP プロトコルのアド
レスデータベースのホスト名を、サービスグループで設定する仮想 IP アドレスに変
更します。
prod =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = prod)
)
)
mktg =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oramktg)(PORT = 1522))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = mktg)
)
)
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3

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル listener.ora を設定します。ファイルで
必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
各リスナーに対して個別の設定を行うよう、listener.ora ファイルを編集します。
LISTENER_PROD =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1521))
)
)
LISTENER_MKTG =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oramktg)(PORT = 1522))
)
)

4

エージェント設定ウィザード、Cluster Manager（Java コンソール）、コマンドラインを
使って、Oracle サービスグループを作成します。
p.66 の 「サービスグループの設定」 を参照してください。

5

Oracle サービスグループをオンラインにします。
p.83 の 「サービスグループのオンライン化」 を参照してください。

VCS における共有サーバーサポートの Oracle インスタンスの設定
リソースの依存関係グラフと設定例を見直します。
p.129 の 「共有サーバーサポートの Oracle の設定例」 を参照してください。
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共有サーバーサポートの Oracle を設定するには

1

Oracle と Netlsnr のリソースタイプと属性の定義を見直します。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

2

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル tnsnames.ora を設定します。ファイル
で必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
クライアントがフェールオーバーインスタンスに接続できるようにするには、
$TNS_ADMIN に定義されている tnsnames.ora ファイルで、TCP プロトコルのアド
レスデータベースのホスト名を、サービスグループで設定する仮想 IP アドレスに変
更します。
次の例では、データベースのホスト名を、サービスグループの仮想 IP アドレスを示
す oraprod に変更すると想定しています。
prod =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = prod)
)
)

3

VCS の必要条件に従って Oracle ファイル listener.ora を設定します。ファイルで
必要な変更は、Oracle の設定によって異なります。
$TNS_ADMIN 内のファイル listener.ora の ADDRESS_LIST セクションにある
「HOST =」の行を編集し、サービスグループの高可用性アドレスの名前（この場合
は、oraprod）を追加します。
LISTENER_PROD =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)(PORT = 1522))
)
)
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4

初期化パラメータファイルで、dispatchers パラメータについて、すべての TCP プロ
トコルアドレスディスパッチャのホスト名をサービスグループの仮想 IP アドレスに設
定します。
次の例では、ディスパッチャホスト名として oraprod を設定しています。
dispatchers =
"(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod))
(MUL=ON)(TICK=15)(POOL=true)"

5

初期化パラメータファイルで、LOCAL_LISTENER パラメータにリスナーのエイリアス
を設定し、Oracle のプロセスモニタ（PMON）にリスナーの情報を登録させます。
local_listener=listener_alias

ここで定義するリスナーのエイリアス名の後には、sqlnet.ora ファイルで定義されて
いるデフォルトのドメイン名が付けられます。

6

tnsnames.ora ファイルで、アドレス情報を解決するためのリスナーエイリアスのエン
トリを作成します。アドレスパラメータで、ホスト名をサービスグループの仮想 IP アド
レスに設定します。ただし、接続記述子の CONNECT_DATA の部分は除外します。
次の例で、リスナー listener_alias は、TCP/IP ポート 1521 を使っており、サー
ビスグループの仮想 IP アドレスは oraprod です。
listener_alias=
(address = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oraprod)
(PORT= 1521))

7

エージェント設定ウィザード、Cluster Manager（Java コンソール）、コマンドラインを
使って、Oracle サービスグループを作成します。
p.66 の 「サービスグループの設定」 を参照してください。

8

Oracle サービスグループをオンラインにします。
p.83 の 「サービスグループのオンライン化」 を参照してください。

サービスグループを設定する前に
Oracle サービスグループを設定する前に、次のことを行う必要があります。
■

サービスグループを設定するクラスタ内のすべてのノードに VCSがインストールされ、
設定されていることを確認します。
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。

■

クラスタ内のすべてのノードに Oracle がまったく同様にインストールされ、設定されて
いることを確認します。
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p.27 の 「VCS 環境での Oracle のインストールについて」 を参照してください。
■

クラスタ内のすべてのノードに Veritas Cluster Server Agent for Oracle がインス
トールされていることを確認します。
Oracle データベースが ASM で管理されている場合は、ASM エージェントのバイナ
リもインストールされていることを確認します。
p.49 の 「Oracle 用エージェントをインストールまたはアップグレードする前に」 を参
照してください。

■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle のタイプ定義が VCS エンジンにインポー
トされていることを確認します。
p.65 の 「タイプ定義ファイルのインポート」 を参照してください。

■

Oracle データベースが ASM で管理されている場合は、Oracle クラスタデーモンが
有効になっていることを確認します。他に、OCSSD のデーモンは無効にしておく必要
があります。

タイプ定義ファイルのインポート
Veritas Cluster Server Agent for Oracle を設定する前に、OracleTypes.cf ファイルを
VCS エンジンにインポートする必要があります。
ASM エージェントを設定する場合は、OracleASMTypes.cf ファイルをインポートする必
要があります。コマンドラインを使用して OracleASMTypes.cf ファイルをインポートしま
す。
Cluster Manager を使ってインポートするには

1

Cluster Manager を開始して、クラスタにログオンします。

2

Cluster Explorer のファイル（File）メニューで、［タイプのインポート（Import Types）］
を選択します。

3

［タイプのインポート（Import Types）］ダイアログボックス
で、/etc/VRTSagents/ha/conf/Oracle/OracleTypes.cf ファイルを選択します。

4

［インポート（Import）］をクリックします。

5

設定を保存します。

コマンドラインを使ってインポートするには

1

スーパーユーザーとして sysa にログインします。

2

既存の設定に対するすべての変更が保存されたことを確認し、main.cf の修正中に
これ以上の変更が行われないようにします。
# haconf -dump

-makero
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3

main.cf の編集中に VCS が実行されないようにするには、すべてのノードで VCS
エンジンを停止し、リソースは利用可能なままにします。
# hastop -all

4

-force

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.orig

5

Oracle タイプ設定ファイルを次の場所にコピーします。
# cp

/etc/VRTSagents/ha/conf/Oracle/OracleTypes.cf ¥

/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleTypes.cf

ASM エージェントを設定する場合は、次の操作を行います。
# cp /etc/VRTSagents/ha/conf/OracleASM/OracleASMTypes.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/OracleASMTypes.cf

6

OracleTypes.cf ファイルを含むように main.cf ファイルを編集します。
include "OracleTypes.cf"

ASM エージェントを設定する場合は、OracleASMTypes.cf ファイルも含める必要
があります。
include "OracleASMTypes.cf"

サービスグループの設定
VCS 環境の Oracle は、VCS がサポートするいずれかの方法で設定できます。
p.56 の 「VCS における Oracle インスタンスの設定」 を参照してください。
次のいずれかを使用して、Oracle のための VCS エージェントを設定できます。
エージェント設定ウィザード

p.67 の 「エージェント設定ウィザードを使ったサービ
スグループの設定」 を参照してください。

メモ: VCS の環境の Oracle のためのサービスグルー
プを設定するためにこのウィザードを使うことができま
す。SF HA の環境では、Cluster Manager かコマン
ドラインを使います。
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Cluster Manager（Java コンソール）

p.72 の 「Cluster Manager（Java コンソール）を使っ
たサービスグループの設定」 を参照してください。

コマンドライン

p.74 の 「コマンドラインを使ったサービスグループの
設定」 を参照してください。

次のことを見直してサービスグループを設定してください。
■

Oracle サービスグループの設定ファイルの例とリソース依存関係グラフ
p.113 の 「Oracle Enterprise Agent の設定例について」 を参照してください。

■

リソースタイプと、Oracle エージェントや Netlsnr エージェントの属性定義
ASM については、ASMInst と ASMDG のエージェントのリソースタイプと属性定義。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

エージェント設定ウィザードを使ったサービスグループの設定
VCS には VCS 環境でエージェントを設定する手順を説明するエージェント設定ウィザー
ドがあります。このウィザードでは、Oracle サービスグループの作成と修正を行います。
既存のサービスグループを修正することもできます。
p.85 の 「サービスグループ設定の修正」 を参照してください。
次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

設定対象の Oracle インスタンスとリスナーが実行中であること。設定対象のすべての
リスナーが、同じ仮想 IP アドレスをリスニングする必要があります。
メモ: デフォルトのリスナーの場合は、設定ウィザードを使うには、リスナーパラメータ
ファイル（listener.ora）が $ORACLE_HOME/network/admin に存在する必要があ
ります。この条件は、デフォルトのリスナー以外には適用されません。

■

Oracle ファイル（コントロール、データ、REDO ログ、アーカイブの各ファイル）が共有
ディスクに存在すること。

■

listener.ora ファイルと tnsnames.ora ファイルに指定された IP アドレスとホスト名が
同じであること。

■

データベースインスタンスに詳細監視を使う場合は、割り当てられたユーザーとパス
ワードを使って、詳細監視に使うテーブルが設定されていること。
p.78 の 「詳細監視の設定」 を参照してください。
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エージェント設定ウィザードを使ってサービスグループを設定するには

1

DISPLAY 変数を設定し、root として VCS Oracle 設定ウィザードを起動します。
# hawizard oracle

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［ウィザードオプション（Wizard Options）］ダイアログボックスで［Oracle サービスグ
ループを作成します（Create Oracle Service Group）］オプションを選択し、［次へ
（Next）］をクリックします。

4

［サービスグループ設定（Service Group Configuration）］ダイアログボックスで、
サービスグループに関する情報を指定します。

次の情報を指定します。
サービスグループ名（Service Group Oracle サービスグループの名前を入力します。
Name）
使用可能なクラスタシステム
（Available Cluster Systems）

サービスグループを設定するシステムを選択し、右
矢印アイコンをクリックしてそのシステムをサービスグ
ループのシステムリストに移動させます。
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システム (優先度順)（Systems in
Priority Order）

■

サービスグループのシステムリストからシステムを
削除するには、［システム（優先度順）（Systems
in Priority Order）］ボックスでシステムを選択し、
左矢印アイコンをクリックします。

■

サービスグループのシステムリストでシステムの優
先度を変更するには、［システム（優先度順）
（Systems in Priority Order）］ボックスでシステ
ムを選択し、上下矢印アイコンをクリックします。
リストの一番上のシステムは最も優先度の高いシ
ステムであり、リストの一番下のシステムは最も優
先度の低いシステムです。

5

［次へ（Next）］をクリックします。

6

［インスタンス選択（Instance Selection）］ダイアログボックスで、設定対象の Oracle
インスタンスとリスナーを選択します。必要に応じて、［Oracle の設定を検出（Discover
Oracle Configuration）］をクリックします。

［次へ（Next）］をクリックします。
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7

［インスタンス設定（Instance Configuration）］ダイアログボックスで、選択したすべ
てのインスタンスに関する情報を指定します。
選択した Oracle インスタンスについて次の情報を指定します。
Oracle パラメータファイル（Pfile）（Oracle Oracle パラメータファイルの場所を確認します。
Parameter File (Pfile)）
起動オプション（Start Options）

必要に応じて、起動オプションを選択します。デ
フォルトは STARTUP_FORCE です。
p.14 の 「起動と停止のオプション」 を参照してく
ださい。

停止オプション（Stop Options）

必要に応じて、停止オプションを選択します。デ
フォルトは IMMEDIATE です。
p.14 の 「起動と停止のオプション」 を参照してく
ださい。

詳細監視の設定（Configure detail
monitoring）

データベースの詳細を監視する場合は、チェッ
クボックスにチェックマークを付けます。
p.16 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。

拡張オプションの指定（Specify Advanced データベースインスタンスの拡張設定情報を入
Options）
力する場合は、チェックボックスにチェックマーク
を付けます。

8

［次へ（Next）］をクリックします。

9

データベースの詳細を監視するように選択した場合は、［詳細監視（Detail
Monitoring）］ダイアログボックスが表示されます。
エージェントで詳細を監視するデータベースインスタンスについて次の情報を指定
し、［次へ（Next）］をクリックします。
選択（Select）

詳細を監視するデータベースに対応するチェックボックスにチェック
マークを付けます。

ユーザー（User）

データベースの有効なユーザー名を入力します。

パスワード
（Password）

データベースユーザーの有効なパスワードを入力します。

表（Table）

データベースの状態を検証するためにクエリーするテーブルの名前を
入力します。

エージェント設定ウィザードを使ってパスワードを入力するときは、パス
ワードを暗号化しないでください。パスワードの暗号化はウィザードが
行います。
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10 拡張オプションを指定するように選択した場合は、［Oracle 拡張設定（Oracle
Advanced Configuration）］ダイアログボックスが表示されます。
Oracle インスタンスについて次の情報を指定し、［次へ（Next）］をクリックします。
Oracle EnvFile

Oracle Envfile の場所を入力します。

Oracle のエンコード
（Oracle Encoding）

エンコードを入力します。

AutoEndBkup

必要に応じて、チェックボックスにチェックマークを付けます。
p.31 の 「VCS 環境での Oracle データベースのホットバックアッ
プ」 を参照してください。

11 ［監視オプション設定（Monitor option Configuration）］ダイアログボックスで、
Oracle インスタンスの監視オプションを指定し、［次へ（Next）］をクリックします。
デフォルトの監視オプションは、［プロセスチェック（Process check）］です。
p.16 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。

12 ［データベース設定（Database Configuration）］ダイアログボックスで、各データ
ベースで必要なマウントポイントを確認し、Mount オプションと Fsck オプションを指
定して、［次へ（Next）］をクリックします。

13 ［リスナー設定（Listener Configuration）］ダイアログボックスで、データベースのリ
スナーを設定します。
リスナーについて次の情報を指定します。
アドレス（Address）

仮想 IP アドレスを確認します。

ネットマスク（Netmask）

ネットマスクを確認します。

デバイス（Device）

システムごとにデバイスを選択します。

詳細監視の有効化（Enable detail
monitoring）

詳細監視を有効にするには、チェックボックスにチェッ
クマークを付けます。

拡張オプションの指定（Specify
Advanced Options）

リスナーの拡張設定情報を入力する場合は、チェッ
クボックスにチェックマークを付けます。

14 ［次へ（Next）］をクリックします。
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15 リスナーの拡張オプションを指定するように選択した場合は、［リスナー拡張設定
（Listener Advanced Configuration）］ダイアログボックスが表示されます。
各リスナーについて次の情報を指定し、［次へ（Next）］をクリックします。
Netlsnr EnvFile

リスナーの Envfile のパスを入力します。

Netlsnr エンコード
（Netlsnr Encoding）

エンコードを入力します。

リスナーパスワード
（Listener Password）

リスナーの有効なパスワードを入力します。
エージェント設定ウィザードを使ってパスワードを入力するとき
は、パスワードを暗号化しないでください。パスワードの暗号化
は、ウィザードが行います。

16 サービスグループの概略（Service Group Summary）で、設定を見直します。
リソースをクリックすると、［属性（Attributes）］ボックスに属性と属性の設定値が表示
されます。
■

必要に応じてリソース名を変更します。ウィザードは、それぞれの名前の規則に
基づいて、リソースに一意の名前を割り当てます。
リソース名を編集するには、リソース名を選択してクリックし、各属性を編集してか
ら Enter キーを押します。

■

設定を見直して、［完了（Finish）］をクリックします。

ウィザードは、Oracle サービスグループを作成するコマンドの実行を開始します。こ
れらのコマンドの状態を示す様々なメッセージが表示されます。

17 ［Oracle 設定ウィザードを終了します。（Completing the Oracle Configuration
wizard.）］ダイアログボックスで、［サービスグループをオンラインにする（Bring the
service group online）］チェックボックスにチェックマークを付けて、ローカルシステ
ムでサービスグループをオンライン状態にします。

18 ［閉じる（Close）］をクリックします。
Oracle サービスグループがクラスタに作成されました。

Cluster Manager（Java コンソール）を使ったサービスグループの設定
Oracle リソースグループのテンプレートは、Oracle Enterprise agentをインストールする
と自動的にインストールされます。VCS Cluster Manager を使ってテンプレートを表示で
きます。テンプレートには、Oracle サービスグループ、サービスグループのリソース、リソー
スの属性が表示されます。設定に応じて、属性値を動的に修正できます。
次のような設定タスクがあります。
■

新しいサービスグループの作成
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■

リソース属性の編集

新しいサービスグループを作成するには

1

Oracle のタイプ定義ファイル（OracleTypes.cf） が設定にインポートされていること
を確認します。

2

クラスタ設定ウィザードを起動します。次のいずれかを実行します。
■

Cluster Explorer メニューで、［ツール（Tools）］、［設定ウィザード（Configuration
Wizard）］の順に選択します。

■

システムにサービスグループが存在しない場合は、［Cluster Explorer］に、クラ
スタ設定ウィザードの起動を求めるプロンプトが表示されます。このプロンプトで
［はい（Yes）］をクリックします。

［テンプレート情報を読み込んでいます....（Loading Templates Information....）］
ウィンドウが表示され、ウィザードが起動します。

3

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

4

サービスグループ名とそのサービスグループを設定する対象システムを指定します。
■

サービスグループ名を入力します。

■

［使用可能なシステム（Available Systems）］ボックスで、サービスグループを設
定するシステムを選択します。

■

選択したシステムを［サービスグループのシステム（Systems for Service Group）］
ボックスに移動するには、右矢印をクリックします。ボックスからシステムを削除す
るには、システムを選択して左矢印をクリックします。

■

システムをフェールオーバーする順序（優先度）を指定します。システムの優先
度には、順番に番号が割り当てられます。1 は最初にフェールオーバーするシ
ステムを表します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

5

［テンプレートを使ってサービスグループを設定しますか?（Would you like to use
a template to configure the service group?）］ダイアログボックスで、［次へ（Next）］
をクリックします。

6

［サービスグループを設定するために、テンプレートを選択します。（Select a template
to configure the service group.）］ダイアログボックスで、サービスグループの基礎
になる OracleGroup テンプレートを選択します。
場合によっては、新しいサービスグループ内のリソースの名前の中にすでに使われ
ている名前があることを通知するウィンドウが表示されることがあります。このウィンド
ウには、代わりの名前の一覧も表示されます。代わりの名前を選択するか、またはそ
の名前を修正することができます。名前の重複を解決したら、［次へ（Next）］をクリッ
クします。
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7

選択したテンプレートに基づいてサービスグループを作成するには、［次へ（Next）］
をクリックします。
グループ、そのグループのリソース、テンプレートに指定された属性と依存関係を追
加するコマンドを送信中であることを示すウィンドウが開きます。
進行状況インジケータに、発行中のコマンドの進行状況がパーセンテージで示され
ます。
現在のコマンドがインジケータの上部に表示されます。

8

サービスグループが正常に作成されたことを示すプロンプトが表示されたら、［次へ
（Next）］をクリックします。
サービスグループのリソースとそれらのリソースに関連する属性の一覧のウィンドウ
が開きます。

9

デフォルト値を受け入れて設定を完了する場合は、［完了（Finish）］をクリックしま
す。
特定の設定の必要条件に従って、リソースのデフォルト値を修正できます。これにつ
いては、次で説明します。

リソース属性を編集するには

1

左ペインの一覧からリソースを選択します。
リソースの属性が右ペインに表示されます。

2

修正する属性を選択します。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

3

［編集（Edit）］列の編集アイコンをクリックします。

4

［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスで、属性値を入力します。属性の
範囲を修正するには、ラジオボタンの［グローバル（Global）］または［ローカル（Local）］
をクリックします。

5

［OK］をクリックします。

6

各リソースと属性について同じ手順を繰り返し、［完了（Finish）］をクリックします。設
定に応じてすべてのリソースの属性を編集します。

7

ウィザードの指示に従って設定を完了します。

8

［完了（Finish）］をクリックしてウィザードを終了します。

コマンドラインを使ったサービスグループの設定
Veritas Cluster Server Agent for Oracle には、現在の設定ファイルを直接修正するた
めの参考として使える設定ファイルの例が付いています。この方法を使うときは、VCS を
停止し、再起動してから設定を実装する必要があります。
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また、Veritas Cluster Server Agent for Oracle には VCS 環境で ASM を設定するた
めの設定ファイルの例も含まれています。
p.113 の 「Oracle Enterprise Agent の設定例について」 を参照してください。
設定ファイルの例を使ってサービスグループを設定するには

1

スーパーユーザーとして sysa にログインします。

2

既存の設定に対するすべての変更が保存されたことを確認し、main.cf の修正中に
これ以上の変更が行われないようにします。
# haconf -dump

3

main.cf の編集時に VCS が実行されないようにするには、次のコマンドを実行する
ことによって、すべてのシステムで VCS エンジンを停止し、リソースは利用可能なま
まにします。
# hastop -all

4

-makero

-force

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.orig

5

main.cf ファイルを編集します。
/etc/VRTSagents/ha/conf/Oracle/sample_main.cf ファイルは次のような処理の
参考として使えます。
ASM については、/etc/VRTSagents/ha/conf/OracleASM/sample_main.cf.asm
ファイルに示されている例を参照できます。
次の処理をおこないます。

6

■

Oracle リソースと Netlsnr リソースを作成。
ASM のインスタンスとディスクグループでは、ASMInst と ASMDG のリソースを
作成します。

■

設定内のパラメータに一致するようにデフォルトの属性を編集。
p.97 の 「リソースタイプの定義と属性の定義について」 を参照してください。

■

新しく作成されたリソースへの依存関係の割り当て。
p.113 の 「Oracle Enterprise Agent の設定例について」 を参照してください。
依存関係の割り当てについて詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガ
イド』を参照してください。

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。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config/
# hacf -verify .

8

VCS エンジンを起動します。
# hastart

9

すべての Oracle サービスグループリソースがオンライン状態になっていることを確
認します。
# hagrp -state

10 サービスグループをオフライン状態にして、すべてのリソースが停止したことを確認
します。
# hagrp -offline service_group -sys system_name
# hagrp -state

11 サービスグループをオンライン状態にして、すべてのリソースが利用可能であること
を確認します。
# hagrp -online service_group -sys system_name
# hagrp -state

12 sysb で VCS エンジンを起動します。
# hastart

13 Oracle サービスグループを sysb に切り替えます。
# hagrp -switch service_group -to sysb
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14 すべての Oracle サービスグループリソースが sysb でオンライン状態になっている
ことを確認します。
# hagrp -state

15 すべてのノードで、次のログファイルを確認してエラーや状態を調べます。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
/var/VRTSvcs/log/Oracle_A.log
/var/VRTSvcs/log/Netlsnr_A.log
/var/VRTSvcs/log/ASMInst_A.log/
var/VRTSvcs/log/ASMDG_A.log

パスワードの暗号化
VCS には、データベースユーザーのパスワードやリスナーパスワードを暗号化するため
のユーティリティが用意されています。Oracle エージェントの Pword 属性、Netlsnr エー
ジェントの LsnrPwd 属性は、暗号化してから設定する必要があります。
p.31 の 「VCS 環境のリスナー認証」 を参照してください。
vcsencrypt ユーティリティを使っても、セキュリティキーを使ったエージェントパスワード
の暗号化ができます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
メモ: 設定ウィザードまたは VCS Cluster Manager（Java コンソール）を使って属性を設
定しているときは、パスワードを暗号化する必要はありません。Oracle データベースの詳
細監視に使うユーザーパスワードは暗号化されます。リスナーの状態の問い合わせとリス
ナーの停止に使うリスナーパスワードも暗号化されます。
Oracle には、リスナーパスワードをクリアテキストまたは暗号化形式で listener.ora ファ
イルに格納するオプションが用意されています。どちらの形式で Oracle に格納されてい
るかに関係なく、パスワードは、LsnrPwd 属性を設定する前に、vcsencrypt ユーティリ
ティを使って暗号化する必要があります。
Oracle lsnrctl ユーティリティを使ってリスナーパスワードを暗号化する場合、vcsencrypt
ユーティリティに暗号化したパスワードをパスすることを忘れないでください。
たとえば、Oracle lsnrctl ユーティリティを使って暗号化したパスワードが次のような場合、
PASSWORDS_LISTENER = 652C5971EE3A8DF9

Oracle で暗号化したパスワードを vcsencrypt ユーティリティに渡す必要があります。次
に例を示します。
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# vcsencrypt

-agent 652C5971EE3A8DF9

vcsencrypt ユーティリティに暗号化したパスワードが表示されます。たとえば、
「ciiIhiEkfIhiLijIdkHkhIfkDikKgkIil」のように表示されます。
パスワードを暗号化するには

1

パス $VCS_HOME/bin/ から、vcsencrypt ユーティリティを実行します。
■

次のコマンドを入力します。
# vcsencrypt

■

-agent

パスワードを入力したら、もう一度入力してパスワードを確認します。Enter キー
を押します。
# Enter New Password:
# Enter Again:

2

ユーティリティによりパスワードが暗号化され、暗号化パスワードが表示されたら見直
します。

3

この暗号化パスワードを属性値として入力します。

4

今後の参照用に、暗号化パスワードのコピーを保存します。

詳細監視の設定
Veritas Cluster Server Agent for Oracle でのアプリケーション監視には、プライマリ（基
本監視）とセカンダリ（詳細監視）の 2 つのレベルがあります。
■

基本監視モードでは、Oracle のプロセスを監視し、プロセスが継続的にアクティブで
あるかどうかを確認します。
メモ: Oracle ASM のためのエージェントは ASM のインスタンスのための基本的な監
視のみ行います。

■

詳細監視モードでは、エージェントは Oracle または Netlsnr リソースの Monscript
属性で定義されたスクリプトを実行します。スクリプトが正常に実行された場合は、リ
ソースが使用可能であると判断されます。デフォルトスクリプトは、設定に応じてカスタ
マイズできます。

p.16 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。
エージェントの詳細監視機能を使うと、データベースやリスナーの状態を監視し、それら
の可用性への信頼度を高めることができます。詳細監視を設定するには、エージェントが
基本レベルの監視モードで正しく動作することが前提となります。
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メモ: データベースのメンテナンスで外部ユーザーのデータベースアクセスを無効にする
必要がある場合は、事前に詳細監視を無効にしてください。

Oracle に対する詳細監視の設定
Oracle リソースの詳細監視では、データベース内の表に対して更新トランザクションを実
行することによって、トランザクションに対するデータベースの準備が整っているかどうか
確認します。この更新アクションは、Veritas Cluster Server Agent for Oracle に付属す
る 2 つのスクリプト、SqlTest.pl と SimpleTest.pl によって実行されます。これらのス
クリプトは、/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/ ディレクトリの下にあります。どちらのスク
リプトも、データベースを監視するためにタイムスタンプを更新します。
SqlTest.pl スクリプトは、タイムスタンプを更新する前に、データベースがオープンして

いるかどうかチェックします。データベースが制限モード、非活動モードまたはサスペンド
モードであることが判明した場合も、監視成功と返されます。この場合は、基本監視のみ
が行われます。SimpleTest.pl スクリプトは、データベースのチェックは行わず、表に対
する更新ステートメントを実行するだけです。
Oracle に対して詳細監視を有効にするには、Oracle データベースにテスト用の表（タイ
ムスタンプ付きの）を作成する必要があります。詳細監視用スクリプト MonScript が存在
し、root にこのスクリプトの実行許可がある必要があります。ユーザーが監視スクリプトを
作成するか、エージェント付属のスクリプトを使えます。監視スクリプトのリターンコード 100
は、異常終了を意味します。リターンコードの 101 - 110 は、正常終了を意味します。
詳細監視の設定例では、付属のスクリプトを基に、詳細監視で使う表の作成とテストの方
法および詳細監視を有効にする方法を示します。
Oracle に対する詳細監視を設定するには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
haconf -makerw

2

不完全な再設定によって VCS が自動的に処理を行うのを避けるために、サービス
グループをフリーズします。
hagrp -freeze service_group

3

Oracle ユーザーでログインします。
su - <Owner>

4

ORACLE_HOME と ORACLE_SID の環境変数を設定します。
export ORACLE_HOME=<Home>
export ORACLE_SID=<Sid>
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5

データベースの表を設定するために svrmgrl または sqlplus ユーティリティを起
動します。
$ORACLE_HOME/bin/svrmgrl

または
$ORACLE_HOME/bin/sqlplus /nolog

6

データベース管理者で、svrmgrl または sqlplus プロンプトで次のステートメントを
発行してテスト用の表を作成します。
connect / as sysdba
create user

<User>

identified by <Pword>
default tablespace USERS
temporary tablespace TEMP
quota 100K on USERS;
grant create

session to <User>;

create table <User>.<Table> (

tstamp date );

insert into <User>.<Table> (tstamp) values

(SYSDATE);
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7

次のように入力して、作成したデータベース表が使えることを確認します。
disconnect
connect <User>/<Pword>
update <User>.<Table> set (

tstamp ) = SYSDATE;

select TO_CHAR(tstamp, 'MON DD, YYYY HH:MI:SS
from <User>.<Table>;
exit

8
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AM')

次の VCS コマンドを使って Oracle リソースに対する詳細監視を有効にします。
hares -modify OracleResource User User
hares -modify OracleResource Pword Pword
hares -modify OracleResource Table Table
hares -modify OracleResource MonScript

"./bin/Oracle/SqlTest.pl"

hares -modify OracleResource DetailMonitor 1
haconf -dump

-makero

hagrp -unfreeze service_group

Cluster Manager（Java コンソール）を使ってこれらの属性を設定することもできま
す。

Oracle に対する詳細監視の有効化と無効化
手順を見直して、詳細な監視の有効と無効を切り替えます。
詳細監視を有効にするには
◆

DetailMonitor 属性を 1 に設定します。
hares -modify OracleResource DetailMonitor 1

詳細監視を無効にするには
◆

DetailMonitor 属性を 0 に設定します。
hares -modify OracleResource DetailMonitor 0

Netlsnr に対する詳細監視の設定
Netlsnr エージェントに対しては、リスナープロセスを監視するために、詳細な監視はデ
フォルトで有効に設定されています。
属性 MonScript の値に空の文字列を設定すると、詳細な監視は無効になります。
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MonScript 属性に詳細監視用のスクリプトまたは実行プログラムを指定することで、Netlsnr
に対する詳細監視を有効にすることができます。詳細監視の設定例では、Netlsnr 用の
付属の監視スクリプト /opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr/LsnrTest.pl を使います。
Netlsnr リソース用の詳細監視スクリプトでは、リスナーコマンド lsnrctl status
$Listener を使ってリスナープロセスをテストします。
Netlsnr の詳細な監視を無効にするには
◆

詳細監視を無効にするには、MonScript 属性に空の文字列を設定します。
haconf -makerw
hagrp -freeze service_group
hares -modify SqlResource MonScript ""
haconf -dump -makero
hagrp -unfreeze

Netlsnr に対する詳細監視を設定するには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
haconf -makerw

2

不完全な再設定によって VCS が自動的に処理を行うのを避けるために、サービス
グループをフリーズします。
hagrp -freeze service_group

3

次のコマンドを入力して詳細監視を有効にします。
hares -modify LsnrResource MonScript "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
haconf -dump -makero
hagrp -unfreeze service_group

5
Oracle のための VCS サー
ビスグループの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS サービスグループの管理について

■

サービスグループのオンライン化

■

サービスグループのオフライン化

■

サービスグループの切り替え

■

サービスグループ設定の修正

VCS サービスグループの管理について
Cluster Manager またはコマンドラインを使って、Cluster Server 内のサービスグループ
を管理できます。Cluster Manager を使ってサービスグループを管理する手順を見直し
ます。
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

サービスグループのオンライン化
サービスグループを オンラインにするには、次の手順を実行します。
サービスグループをオンライン状態にするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、新規に作成したサービスグループを選択しま
す。

2

サービスグループ名を右クリックし、［リソースの有効化（Enable Resources）］ を選
択してサービスグループのすべてのリソースを有効にします。
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3

サービスグループ名を右クリックし、サービスグループを有効にするシステムを選択
します（右クリック、［有効化（Enable）］、system_name または右クリック、［有効化
（Enable）］、［すべて（All）］）。

4

設定を保存します（［ファイル（File）］、［設定を閉じる（Close Configuraiton）］の順
に選択）。

5

サービスグループを右クリックし、システムのサービスグループをオンライン化するこ
とを選択します（右クリック、［オンライン（Online）］、system_name）。

サービスグループのオフライン化
サービスグループをオフラインにするには、次の手順を実行します。
サービスグループをオフラインにするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、
サービスグループを右クリックします。
または
Cluster Explorer の設定ツリーでクラスタを選択し、［サービスグループ（Service
Groups）］タブをクリックします。その後、表示パネルのサービスグループアイコンを
右クリックします。

2

［オフライン（Offline）］を選択し、ポップアップメニューから適切なシステムを選択し
ます（右クリック、［オフライン（Offline）］、system_name）。

サービスグループの切り替え
サービスグループの切り替えでは、サービスグループを現在のシステムでオフライン化
し、別のシステムでオンライン化する処理を行います。
サービスグループを切り替えるには

1

Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、
サービスグループを右クリックします。
または
Cluster Explorer の設定ツリーでクラスタを選択し、［サービスグループ（Service
Groups）］タブをクリックします。その後、表示パネルのサービスグループアイコンを
右クリックします。

2

［切り替え（Switch To）］を選択し、ポップアップメニューから適切なシステムを選択
します（右クリック、［切り替え（Switch To）］、system_name）。
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サービスグループ設定の修正
動的に複数の方法で Veritas Cluster Server Agent for Oracle を設定できます。次の
方法を使って、Veritas Cluster Server Agent for Oracle を設定できます。
■

設定ウィザード

■

コマンドラインインターフェース

■

Cluster Manager の Java コンソール

■

Veritas Cluster Server 管理コンソール

詳しくは『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
クラスタ設定ウィザードを使って Oracle サービスグループを修正するには

1

［Oracle 設定ウィザード（Oracle Configuration Wizard）］を起動します。
# hawizard oracle

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［ウィザードオプション（Wizard Options）］ダイアログボックスで［サービスグループ
の変更（Modify Service Group）］オプションを選択し、変更するサービスグループ
を選択して、［次へ（Next）］をクリックします。

4

ウィザードの指示に従い、設定に応じた変更を行います。
p.67 の 「エージェント設定ウィザードを使ったサービスグループの設定」 を参照して
ください。
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6
Veritas Cluster Server Agent
for Oracle のトラブルシュー
ティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle のトラブルシューティングについて

■

Oracle と Netlsnr エージェントに共通のエラーメッセージ

■

Oracle エージェント固有のエラーメッセージ

■

Netlsnr エージェント固有のエラーメッセージ

■

ASMInst エージェント固有のエラーメッセージ

■

ASMDG エージェント固有のエラーメッセージ

■

Oracle 固有の問題

Veritas Cluster Server Agent for Oracle のトラブル
シューティングについて
アクセスが必要なエラーログの情報を見直します。
■

Oracle のインストールのエラーログを調べるには、次のファイルにアクセスする必要
があります。
$ORACLE_BASE/oraInventory/logs/installActionsdate_time.log

このファイルにはインストールの間に起きたエラーが記載されています。その記載内
容はエラーの性質を明らかにするとともに、インストールの間に生じたことを正確に指
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し示しています。インストールに問題がある場合は、問題をデバッグするためにテクニ
カルサポートにこのファイルを送る必要があります。
■

Veritas のログファイルを調べるには、次のファイルにアクセスする必要があります。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
/var/VRTSvcs/log/Oracle_A.log
/var/VRTSvcs/log/Netlsnr_A.log
/var/VRTSvcs/log/ASMInst_A.log
/var/VRTSvcs/log/ASMDG_A.log

これらのファイルには、VCS エンジンや他の Oracle のエージェントが実行したすべ
てのアクションが含まれています。
次に示すエージェントについてのエラーメッセージ内容と、実施可能な解決策を見直し
ます。
■

Oracle エージェント

■

Netlsnr エージェント

■

ASMInst エージェント

■

ASMDG エージェント

Oracle と Netlsnr エージェントに共通のエラー
メッセージ
表 6-1 に、Veritas Cluster Server Agent for Oracle のエラーメッセージとその説明、
推奨される解決策（利用できる場合）の一覧を示します。
表 6-1
メッセージ

Veritas Cluster Server Agent for Oracle のエラーメッセージ
説明と解決方法

ORACLE_HOME が定義されていません。 Oracle または Netlsnr タイプの Home 属性が設定さ
（No ORACLE_HOME specified）
れていません。
解決方法: Home 属性に Oracle ホームディレクトリの
正しい絶対パス名を設定します。
Oracle のホームディレクトリ %s が存在し Oracle または Netlsnr タイプの Home 属性に指定さ
ません。（Oracle home directory %s does れた文字列が正しくありません。
not exist）
解決方法: Home 属性に Oracle ホームディレクトリの
正しい絶対パス名を設定します。
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メッセージ

説明と解決方法

ファイル %s は適切なテキストファイルでは 環境変数のソースとして EnvFile 属性で指定された
ありません。（File %s is not a valid text ファイルが存在しないか、読み込めないか、またはテ
file）
キストファイルではない、のいずれかです。
解決方法: EnvFile 属性に正しい絶対パス名を設定
します。ファイルの書式が有効であることを確認してく
ださい。
詳細テストを実行中に、VCSAgExec はエ 内部エラーです。
ラーを返しました。（VCSAgExec returned
解決方法: テクニカルサポートまでご連絡ください。
failure when trying to execute in-depth
test）
%s からパイプを開けません。（Unable to 内部エラーです。
open pipe from %s）
解決方法: テクニカルサポートまでご連絡ください。
プロセス %s を再起動しました。（Process Oracle プロセスとして指定された PID が、前回の監
%s restarted）
視サイクルで登録されたものと異なることを示す警告
メッセージ。
監視プロシージャ %s から %s が返されま MonScript の実行に失敗しました。
した。（Monitor procedure %s returned
解決方法: MonScript をデバッグし、失敗の原因を特
%s）
定します。
監視プロシージャ %s は終了しませんでし MonScript の実行中に発生した内部エラー。
た。戻り値は %s です。（Monitor
解決方法: テクニカルサポートまでご連絡ください。
procedure %s did not exit, return value
is %s）
Oracle を実行するための所有者が定義さ Oracle タイプの Owner 属性が設定されていません。
れていません。（No owner for Oracle
解決方法: Owner 属性にデータベースバイナリの正
executables was specified）
しい所有者を設定します。
無効な所有者 %s が、Oracle の所有者と Owner 属性が指定するオペレーティングシステムの
して定義されています。（Invalid owner
ユーザーが無効です。
%s for Oracle executables was
解決方法: Owner 属性にデータベースバイナリの正
specified）
しい所有者を設定します。
Monscript %s へのアクセスは拒否されま
した。詳細監視は有効にされません。有効
なファイルを指定してください。（Access to
Monscript %s denied. Detail Monitoring
will not be enabled!! Please specify a
valid file.）

MonScript の属性が指定するファイルは、アクセスで
きないか、見つかりません。
解決方法: ファイル名が有効なアクセス可能なファイ
ルであることを確認します。
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メッセージ

説明と解決方法

パスワードの解読中にエラーが発生しまし エージェントは、指定したパスワードを解読できませ
た。（Encountered errors while
ん。
decrypting password!）
解決方法: vcsencrypt ユーティリティを使って新しい
暗号化パスワードを作成し、パスワードを指定します。

Oracle エージェント固有のエラーメッセージ
表 6-2 に、Oracle の VCS エージェントのエラーメッセージとその説明、推奨される解決
策（利用可能な場合）の一覧を示します。
表 6-2

Oracle エージェントのエラーメッセージ

メッセージ

説明と解決方法

SID が定義されていません。（No SID
specified）

Oracle タイプの Sid 属性が設定されていません。
解決方法: Sid 属性の値に正しいデータベースインス
タンスを設定します。

%s/bin で sqlplus/svrmgrl が見つかりま クライアントユーティリティ svrmgrl または sqlplus が
せん（sqlplus/svrmgrl not found in
$ORACLE_HOME/bin ディレクトリの中に見つかりま
%s/bin）
せん。
解決方法: Oracle ホームディレクトリが正しく指定され
ており、これらの実行ファイルが存在することを確認し
ます。
%s/bin で srvctl が見つかりません（srvctl クライアントユーティリティ srvctl が
not found in %s/bin）
$ORACLE_HOME/bin ディレクトリの中に見つかりま
せん。
解決方法: Oracle ホームディレクトリが正しく指定され
ており、この実行ファイルが存在することを確認します。
Oracle %s の停止に失敗しました。（Oracle 次のコマンドが clean または offline エントリポイント
%s failed to stop）
で Oracle インスタンスを閉じる処理に失敗したことを
示す警告メッセージ。
■

Shutdown immediate

■

Shutdown abort

Oracle データベース %s は起動していま clean または offline エントリポイントの実行前からデー
せん（Oracle database %s not running） タベースインスタンスが動作していなかったことを示す
警告メッセージ。
解決方法: 解決する必要はありません。
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メッセージ

説明と解決方法

Oracle（%s）を TERM %s で強制終了しま Oracle プロセスに SIGTERM が発行されたことを示
す。（Oracle（%s）kill TERM %s）
す警告メッセージ。
解決方法: 解決する必要はありません。
Oracle（%s）を KILL %s で強制終了しま
す。（Oracle（%s）kill KILL %s）

Oracle プロセスに SIGKILL が発行されたことを示す
警告メッセージ。
解決方法: 解決する必要はありません。

データベースは QUIESCING 状態または データベースが QUIESCING または QUIESCED 状
QUIESCED 状態です。（Database in
態であることを示す警告メッセージ。
QUIESCING/QUIESCED state）
データベースは RESTRICTED モードで
す。（Database in RESTRICTED mode）

データベースが RESTRICTED モードであることを示
す警告メッセージ。

データベースは SUSPENDED 状態です。 データベースが SUSPENDED 状態であることを示す
（Database in SUSPENDED state）
警告メッセージ。
リソース %s - 監視プロシージャが、設定し 詳しくは Oracle のアラートログを参照してください。
た時間内に完了しませんでした。
監視が、指定された値と同じ回数タイムアウトすると、
（Resource %s- monitor procedure did
clean エントリポイントが呼び出され、対応するリソース
not complete within the expected time.）
が強制的に停止されます。次に、RestartLimit 属性
の値に応じて、リソースは FAULTED とマーク付けさ
れるか、再起動されます。
解決方法: FaultOnMonitorTimeouts 属性の値を 0
に設定し、監視のエラーがリソースの障害と見なされ
ないようにします。
考えられる別の原因としては、データベースの設定中
に自動アーカイブが有効でなかったことが挙げられま
す。
解決方法: データベースを手動でアーカイブします。
自動アーカイブが有効な場合は、init.ora ファイルの
LOG_ARCHIVE_START パラメータの値を TRUE に
設定します。
カスタムスクリプト /opt/VRTSagents/
ha/bin/Oracle/start_custom_%s.sql が
存在しません。データベースが起動できな
くなります。（Custom script
/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/
start_custom_%s.sql does not exist.
Will not be able to start the database.）

データベースを起動するためのカスタムスクリプトが指
定された場所にありません。
解決方法: カスタムファイルが指定された場所にあり、
有効なアクセス権が付与されていることを確認します。
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メッセージ

説明と解決方法

カスタムスクリプト /opt/VRTSagents/
ha/bin/Oracle/shut_custom_%s.sql が
存在しません。デフォルトの shutdown オ
プションを使います。（Custom script
/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle/
shut_custom_%s.sql does not exist.
Using default shutdown option.）

データベースを起動するためのカスタムスクリプトが指
定された場所にありません。
解決方法: カスタムファイルが指定された場所にあり、
有効なアクセス権が付与されていることを確認します。

oraerror.dat は、解析可能なレコードでは oraerror.dat ファイルが存在しないか、サポートされ
ありません。（oraerror.dat did not have ていない書式でレコードを保持しています。
records that could be parsed）
解決方法: oraerror.dat ファイルが存在し、そのデー
タがサポートされている書式であることを確認します。
監視オプションが正しくありません。
（Incorrect Monitor Option）

MonitorOpion の値が、0 未満または 1 より大きくなっ
ています。
解決方法: MonitorOption 属性の値を 0 または 1 に
設定します。

この Oracle バージョンに MonitorOption Oracle のバージョンが Oracle 10g 以降ではないの
値を適用できません（MonitorOption
にヘルスチェック監視オプションが選択されました。
value not applicable for this Oracle
解決方法: MonitorOption の値を 0 に設定して、プ
Version）
ロセス検査の監視オプションを選択します。
ヘルスチェック監視のテストを実行中に
内部エラーです。
VCSAgExec がエラーを返しました
解決方法: テクニカルサポートまでご連絡ください。
（VCSAgExec returned failure when
trying to execute health check monitor
test）
Oracle のバージョンを検索中に
VCSAgExec がエラーを返しました
（VCSAgExec returned failure while
trying to find Oracle version）

内部エラーです。

属性 User:Pword:Table:MonScript の 1
つまたは複数が正しく設定されていませ
ん。詳細監視が有効になりません。詳細監
視を行わない場合は、詳細監視に関する
属性を設定しないようにしてください。（One
or more of the attributes
User:Pword:Table:MonScript are not
set correctly. Detail monitoring will not
be enabled!! Unset the DetailMonitor
attribute if you want to disable
DetailMonitoring.）

詳細監視が有効に設定されましたが、詳細監視に必
要な属性が正しく設定されていません。

解決方法: テクニカルサポートまでご連絡ください。

解決方法: 詳細監視に必要な属性の値を正しく設定
するか、DetailMonitor 属性の値に 0 を設定して詳
細監視を無効にします。
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Netlsnr エージェント固有のエラーメッセージ
表 6-3 に、Netlsnr エージェントのエラーメッセージとその説明、推奨される解決策（利用
可能な場合）の一覧を示します。
表 6-3

Netlsnr エージェントのエラーメッセージ

メッセージ

説明と解決方法

プロセスディレクトリを開くことができません。 特定の監視サイクルで、/proc エントリを処理できませ
（Cannot open process directory.）
んでした。
解決方法: 解決する必要はありません。
リスナープロセス %s が、動作していませ clean または offline エントリポイントの実行前からリス
ん。（Listener process %s not running） ナープロセスが動作していなかったことを示す警告メッ
セージ。
解決方法: 解決する必要はありません。
Listener %s を TERM %s で強制終了し
ます。（Listener %s kill TERM %s）

リスナープロセスに SIGTERM が発行されたことを示
す警告メッセージ。
解決方法: 解決する必要はありません。

Listener %s を KILL %s で強制終了しま リスナープロセスに SIGKILL が発行されたことを示す
す。（Listener %s kill KILL %s）
警告メッセージ。
解決方法: 解決する必要はありません。
%s/bin で、lsnrctl が見つかりません。
（lsnrctl not found in %s/bin）

クライアントユーティリティ lsnrctl が
$ORACLE_HOME/bin ディレクトリの中に見つかりま
せん。
解決方法: Oracle ホームディレクトリが正しく指定され
ており、この実行ファイルが存在することを確認します。

lsnrctl がタイムアウトしました。（lsnrctl
operation timed out）

tnslsnr プロセスが応答しません。
解決方法: 基本となるネットワークプロトコルを確認し
ます。

ASMInst エージェント固有のエラーメッセージ
表 6-4 に、ASMInst エージェントのエラーメッセージとその説明、推奨される解決策（利
用可能な場合）の一覧を示します。
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表 6-4

ASMInst エージェントのエラーメッセージ

メッセージ

説明と解決方法

VCSAgExec はプロセス名を ps の出力か 内部エラーです。
ら取り込んでいるときに失敗しました。
解決方法: テクニカルサポートまでご連絡ください。
（VCSAgExec failed while retrieving
process name from ps output.）
Home 属性には複数のトークンを設定でき ASMInst エージェントの Home 属性に複数のトーク
ません。（Attribute Home cannot have ンがあります。
multiple tokens.）
解決方法: Home 属性の値を修正します。
クラスタ同期サービスプロセスは動作して
いません。（Cluster Synchronization
Service process is not running.）

Oracle CSSD プロセスが実行されていません。
解決方法: CSSD プロセスを有効にします。
p.42 の 「ASM で管理されたデータベースのためのク
ラスタデーモンの有効化」 を参照してください。

クラスタ同期サービスが停止したか、再起
動されます。（Cluster Synchronization
Service died or is restarted.）

Oracle CSSD プロセスは停止しました。
解決方法: CSSD プロセスを有効にします。
p.42 の 「ASM で管理されたデータベースのためのク
ラスタデーモンの有効化」 を参照してください。

ASMDG エージェント固有のエラーメッセージ
表 6-5 に、ASMDG エージェントのエラーメッセージとその説明、推奨される解決策（利
用可能な場合）の一覧を示します。
表 6-5

ASMDG エージェントのエラーメッセージ

メッセージ

説明と解決方法

ASM ディスクグループの名前が指定され ASMDG エージェントの DiskGroups 属性に値が指
ていないか、指定された文字列がヌルで 定されていません。
す。（No ASM Diskgroup name specified,
解決方法: Diskgroup 属性の値を指定します。
or is null.）
エージェントが ASMDG リソースの状態を
識別できません。ASM の初期化パラメー
タファイルで asm_diskstring パラメータが
正しく設定されていません。（Agent unable
to identify state of the ASMDG
resource. The asm_diskstring
parameter is not set correctly in the
ASM initialization parameter file.）

ASM ディスクグループを検索するための ASM インス
タンスに対する正しい値が ASM の初期化パラメータ
ファイルにありません。
解決方法: ASM の初期化パラメータファイルの中で
asm_diskstring パラメータに対して正しい値を指定
します。
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メッセージ

説明と解決方法

エージェントがリソースの状態を識別できま ASMDG エージェントがリソースの状態を識別できま
せん。（Agent unable to identify state of せん。
the resource.）
解決方法: テクニカルサポートまでご連絡ください。

Oracle 固有の問題
表 6-6 は Oracle の問題とその解決方法の一覧です。
表 6-6

Oracle 共通の問題

メッセージ

説明と解決方法

ORA-15097: RDBMSインスタンスが接続
されているASMインスタンスは停止できま
せん。（ORA-15097: Cannot
SHUTDOWN ASM instance with
connected RDBMS instance.）

このメッセージは、ASM で管理されたデータベースに
関して、Oracle サービスグループをオンラインにした
2 ～ 3 分以内に、今度はオフラインにしようとすると表
示されます。
詳しくは、Oracle のバグ 5045309 を参照してくださ
い。
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A
リソースタイプの定義
この付録では以下の項目について説明しています。
■

リソースタイプの定義と属性の定義について

■

Oracle リソースタイプ

■

Netlsnr リソースタイプ

■

ASMInst リソースタイプ

■

ASMDG リソースタイプ

リソースタイプの定義と属性の定義について
リソースタイプとは、エージェントの VCS 設定の定義を表すものであり、設定ファイル
main.cf でのエージェントの定義方法を指定しています。属性の定義には、エージェント
に関連付けられた属性が示されています。必須属性では、エージェントが正しく機能する
ために設定する必要がある属性について説明されています。

Oracle リソースタイプ
Veritas Cluster Server Agent for Oracle の Oracle エージェントは、VCS の Oracle リ
ソースタイプによって表されます。
type Oracle (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Oracle"
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,
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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
boolean AgentDebug = 0
str Encoding
int MonitorOption = 0
static int IntentionalOffline = 1
)

Oracle 属性の定義
Oracle エージェントの属性の説明を見直してください。エージェントの属性は、必須、省
略可能、内部に分類されます。
表 A-1 は必須属性の一覧です。必須属性には値を割り当てる必要があります。
表 A-1

Oracle のエージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の種類

定義

Sid

文字列 - スカラー

変数 $ORACLE_SID は、Oracle イン
スタンスを表します。Sid は、Oracle
エージェントおよび Oracle データベー
スサーバーにより大文字または小文字
が区別されます。

Owner

文字列 - スカラー

Oracle ユーザー。/etc/passwd ファイ
ルで、実行ファイルとデータベースファ
イルの所有者として定義されます。
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必須属性

データ形式と値の種類

定義

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリおよび設定ファイルへ
の $ORACLE_HOME パス。たとえ
ば、/opt/ora_home のように指定しま
す。

メモ: パスの末尾には、スラッシュ（/）
を付けないでください。

表 A-2 は Oracle エージェントの省略可能な属性の一覧です。省略可能な属性は必要
に応じて設定できます。
表 A-2

Oracle エージェントの省略可能な属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

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。
この属性は次の値をとることができま
す。
■

STARTUP

■

STARTUP_FORCE

■

RESTRICTED

■

RECOVERDB

■

SRVCTLSTART

■

CUSTOM

デフォルトは STARTUP_FORCE で
す。
p.14 の 「起動と停止のオプション」 を
参照してください。
ShutDownOpt

文字列 - スカラー

Oracle インスタンスの停止オプション。
この属性は次の値をとることができま
す。
■

IMMEDIATE

■

TRANSACTIONAL

■

SRVCTLSTOP

■

CUSTOM

デフォルトは IMMEDIATE です。
p.14 の 「起動と停止のオプション」 を
参照してください。
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省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトが参照するファ
イルの絶対パス名。このファイルには、
Oracle データベースサーバーの実行
環境用にユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH、
NLS_DATE_FORMAT などの環境変
数が含まれます。
ファイル内での環境変数を定義するた
めの構文は、Owner のログインシェル
に応じて異なります。このファイルは、
Owner が読み取りアクセス権を持って
いるファイルであることが必要です。こ
のファイルには、ユーザーに入力を促
すようなメッセージを含まないようにし
てください。

Pfile

文字列 - スカラー

初期化パラメータファイルの絶対パス
名。
サーバーパラメータファイルを使うこと
もできます。SPFILE パラメータだけを
格納した、1 行のテキストからなる初期
化パラメータファイルを作成します。詳
しくは Oracle のマニュアルを参照して
ください。
p.148 の 「VCS クラスタでの SPFILE の
使用」 を参照してください。

AutoEndBkup

整数 - スカラー

AutoEndBkup 属性を 0 以外の値に
設定すると、オンライン化の実行時に、
データベースのデータファイルがバッ
クアップモードから解除されます。
デフォルトは 1 です。
p.31 の 「VCS 環境での Oracle デー
タベースのホットバックアップ」 を参照
してください。
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省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

MonitorOption

整数 - スカラー

Oracle インスタンスの監視オプション。
この属性は 0 または 1 の値をとること
ができます。
■

0 - プロセス検査監視（推奨）

■

1 - ヘルスチェック監視

エージェントの意図的なオフライン機
能を使うには、この属性の値に 1 を設
定する必要があります。
デフォルトは 0 です。
p.16 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 0 以外の値に設定すると、
Oracle に対する詳細監視機能が有効
になります。この値は、エージェントが
Oracle の詳細監視を開始するまでの
監視サイクルの回数です。たとえば、
値 5 は、監視サイクル 5 回目ごとに毎
回、エージェントが Oracle を詳細に監
視することを示します。

メモ: AutoEndBkup 属性の値を 0 に
設定した場合は、DetailMonitor 属性
の値は 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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省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

MonScript

文字列 - スカラー

詳細監視用に用意されたスクリプトの
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 属性値に無効な値
または空の文字列を設定すると、詳細
監視機能は無効になります。
詳細監視用にあらかじめ用意されてい
るスクリプトのパス名は、
/opt/VRTSagents/ha/bin
/Oracle/SqlTest.pl です。
MonScript には、
/opt/VRTSagents/ha の相対パス名
も使えます。相対パス名
は、./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
視を行う時に使うデータベースユー
ザー名。

Pword

文字列 - スカラー

内部データベースユーザーを認証す
るための暗号化パスワード。
パスワードは、コマンドラインを使って
入力する場合にのみ暗号化してくださ
い。パスワードは VCS Encrypt ユー
ティリティを使って暗号化する必要が
あります。
p.77 の 「パスワードの暗号化」 を参照
してください。

Table

文字列 - スカラー

User/Pword によってアップグレード
される表。

Encoding

文字列 - スカラー

Oracle の出力表示で使う Oracle の
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。

付録 A リソースタイプの定義
Oracle リソースタイプ

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

IntentionalOffline

static-int

Oracle が VCS 制御の外で意図的に
停止される時の VCS の反応を定義し
ます。
VCS 制御の外で Oracle を停止した場
合は、エージェントは次のように動作し
ます。
0 - Oracle エージェントは障害を
登録し、サービスグループのフェー
ルオーバーを開始します。
■ 1 - ヘルスチェックの監視が有効の
ときは、Oracle エージェントは
Oracle リソースをオフラインにしま
す。
ヘルスチェックの監視が有効では
ない場合は、エージェントは障害
を登録し、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
ン機能を使う場合は、MonitorOption
属性の値を 1 に設定して、ヘルス
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 ユーザーズ
ガイド』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ると、追加のデ
バッグメッセージがログに記録されま
す。
デフォルトは 0 です。

表 A-3 は Oracle エージェントの内部属性の一覧です。この属性は内部での使用のみを
目的としています。この属性の値は修正しないことを推奨します。
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表 A-3

Oracle のエージェントの内部属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

Oracle エージェントに関連するバイナ
リ、スクリプト、他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。

Netlsnr リソースタイプ
Veritas Cluster Server Agent for Oracle の Netlsnr エージェントは、VCS の Netlsnr
リソースタイプによって表されます。
type Netlsnr (
static str AgentDirectory = "/opt/VRTSagents/ha/bin/Netlsnr"
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetInstanceName,
VRTS_GetRunningServices, "tnsadmin.vfd" }
static str ArgList[] = { Owner, Home, TnsAdmin, Listener,
EnvFile, MonScript, LsnrPwd, 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
)

Netlsnr 属性の定義
Netlsnr エージェントの属性の説明を見直してください。エージェントの属性は、必須、省
略可能、内部に分類されます。
表 A-4 は Netlsnr エージェントの必須属性の一覧です。必須属性には値を割り当てる
必要があります。
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表 A-4

Netlsnr エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の種類

定義

Owner

文字列 - スカラー

Oracle ユーザー。/etc/passwd ファイ
ルで、実行ファイルとデータベースファ
イルの所有者として定義されます。

Home

文字列 - スカラー

Oracle バイナリおよび設定ファイルへ
の $ORACLE_HOME パス。たとえ
ば、/opt/ora_home のように指定しま
す。
パスの末尾には、スラッシュ（/）を付け
ないでください。

表 A-5 は Netlsnr エージェントの省略可能な属性の一覧です。省略可能な属性は必要
に応じて設定できます。
表 A-5

Netlsnr エージェントの省略可能な属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

TnsAdmin

文字列 - スカラー

リスナー設定ファイル（listener.ora）が
配置されているディレクトリへの
$TNS_ADMIN パス。
デフォルトは、/var/opt/oracle です。

Listener

文字列 - スカラー

リスナー名。Netlsnr エージェントおよ
び Oracle データベースサーバーで
は、Listener の名前の大文字または
小文字は区別されます。
デフォルトは LISTENER です。
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省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

LsnrPwd

文字列 - スカラー

リスナーの停止および監視に使われ
る、VCS の暗号化パスワード。このパ
スワードは、リスナー設定ファイルで設
定されます。
パスワードは、コマンドラインを使って
入力する場合にのみ暗号化してくださ
い。パスワードは VCS Encrypt ユー
ティリティを使って暗号化する必要が
あります。
p.31 の 「VCS 環境のリスナー認証」
を参照してください。
p.77 の 「パスワードの暗号化」 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が参照するファ
イルを絶対パスで指定します。このファ
イルには、Oracle リスナー環境用に
ユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH などの環境変
数が含まれます。
ファイル内での環境変数を定義するた
めの構文は、Owner のログインシェル
に応じて異なります。このファイルは、
Owner が読み取りアクセス権を持って
いるファイルであることが必要です。こ
のファイルには、ユーザーに入力を促
すようなメッセージを含まないようにし
てください。
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省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

MonScript

文字列 - スカラー

詳細監視用に用意されたスクリプトの
パス名。詳細な監視はデフォルトで有
効に設定されており、リスナープロセス
を監視します。

メモ: 属性 MonScript の値が空文字
列に設定されている場合は、エージェ
ントは詳細な監視を無効にします。
詳細監視用にあらかじめ用意されてい
るスクリプトのパス名は、
/opt/VRTSagents/ha/
bin/Netlsnr/LsnrTest.pl です。
MonScript には、
/opt/VRTSagents/ha の相対パス名
も使えます。相対パス名
は、./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl のよう
に「./」で始まる必要があります。
Encoding

文字列 - スカラー

Oracle の出力表示で使う Oracle の
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。

IntentionalOffline

static-int

将来の使用に備えて予約されていま
す。
この属性の値を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ると、追加のデ
バッグメッセージがログに記録されま
す。
デフォルトは 0 です。

表 A-6 は Netlsnr エージェントの内部属性の一覧です。この属性は内部での使用のみ
を目的としています。この属性の値は修正しないことを推奨します。
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表 A-6

Netlsnr エージェントの内部属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

Netlsnr エージェントに関連するバイ
ナリ、スクリプト、他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。

ASMInst リソースタイプ
Veritas Cluster Server Agent for Oracle の ASMInst エージェントは、VCS の ASMInst
リソースタイプによって表されます。
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 エージェントの属性の説明を見直してください。エージェントの属性は、必須、
省略可能、内部に分類されます。
表 A-7 は必須属性の一覧です。必須属性には値を割り当てる必要があります。
表 A-7

ASMInst のエージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の種類

定義

Sid

文字列 - スカラー

変数 $ORACLE_SID は、ASM インス
タンスを表します。ASMInst エージェ
ントでは、Sid の大文字と小文字は区
別されます。
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必須属性

データ形式と値の種類

定義

Owner

文字列 - スカラー

Oracle ユーザー。ASM インスタンスと
/etc/passwd ファイルの中で
$ORACLE_HOME の所有者として定
義されます。

Home

文字列 - スカラー

Oracle ASM バイナリおよび設定ファ
イルへの $ORACLE_HOME パス。た
とえば、/opt/ora_home のように指定
します。

メモ: パスの末尾には、スラッシュ（/）
を付けないでください。

表 A-8 は ASMInst エージェントの省略可能な属性の一覧です。省略可能な属性は必
要に応じて設定できます。
表 A-8

ASMInst エージェントの省略可能な属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトが参照するファ
イルの絶対パス名。このファイルには、
Oracle データベースサーバーの実行
環境用にユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH、
NLS_DATE_FORMAT などの環境変
数が含まれます。
ファイル内での環境変数を定義するた
めの構文は、Owner のログインシェル
に応じて異なります。このファイルは、
Owner が読み取りアクセス権を持って
いるファイルであることが必要です。こ
のファイルには、ユーザーに入力を促
すようなメッセージを含まないようにし
てください。
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省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

Pfile

文字列 - スカラー

ASM インスタンスの初期化パラメータ
ファイルの絶対パス名。
サーバーパラメータファイルを使うこと
もできます。SPFILE パラメータだけを
格納した、1 行のテキストからなる初期
化パラメータファイルを作成します。詳
しくは Oracle のマニュアルを参照して
ください。
p.148 の 「VCS クラスタでの SPFILE の
使用」 を参照してください。

文字列 - スカラー

Encoding

Oracle の出力表示で使う Oracle の
エンコードに対応する、オペレーティ
ングシステムのエンコードを指定しま
す。デフォルトは "" です。

表 A-9 は ASMInst エージェントの内部属性の一覧です。この属性は内部での使用の
みを目的としています。この属性の値は修正しないことを推奨します。
表 A-9

ASMInst エージェントの内部属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

ASMInst エージェントに関連するバイ
ナリ、スクリプト、他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 リソースタイプ
Veritas Cluster Server Agent for Oracle の ASMDG エージェントは、VCS の ASMDG
リソースタイプによって表されます。
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
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keylist DiskGroups
str EnvFile
str Encoding
)

ASMDG 属性の定義
ASMDG エージェントの属性の説明を見直してください。エージェントの属性は、必須、
省略可能、内部に分類されます。
表 A-10 は必須属性の一覧です。必須属性には値を割り当てる必要があります。
表 A-10

ASMDG エージェントの必須属性

必須属性

データ形式と値の種類

定義

DiskGroups

キーリスト型

ASM ディスクグループ。Oracle デー
タベースのファイルを格納する。

Sid

文字列 - スカラー

変数 $ORACLE_SID は、ASM インス
タンスを表します。ASMInst エージェ
ントでは、Sid の大文字と小文字は区
別されます。

Owner

文字列 - スカラー

Oracle ユーザー。ASM インスタンスと
/etc/passwd ファイルの中で
$ORACLE_HOME の所有者として定
義されます。

Home

文字列 - スカラー

Oracle ASM バイナリおよび設定ファ
イルへの $ORACLE_HOME パス。た
とえば、/opt/ora_home のように指定
します。

メモ: パスの末尾には、スラッシュ（/）
を付けないでください。

表 A-11 は ASMDG エージェントの省略可能な属性の一覧です。省略可能な属性は必
要に応じて設定できます。
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表 A-11

ASMDG エージェントの省略可能な属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

EnvFile

文字列 - スカラー

エントリポイントスクリプトが参照するファ
イルの絶対パス名。このファイルには、
Oracle データベースサーバーの実行
環境用にユーザーが設定する
LD_LIBRARY_PATH、
NLS_DATE_FORMAT などの環境変
数が含まれます。
ファイル内での環境変数を定義するた
めの構文は、Owner のログインシェル
に応じて異なります。このファイルは、
Owner が読み取りアクセス権を持って
いるファイルであることが必要です。こ
のファイルには、ユーザーに入力を促
すようなメッセージを含まないようにし
てください。

Encoding

文字列 - スカラー

Oracle の出力表示で使う Oracle の
エンコードに対応する、オペレーティ
ングシステムのエンコードを指定しま
す。デフォルトは "" です。

表 A-12 は ASMDG エージェントの内部属性の一覧です。この属性は内部での使用の
みを目的としています。この属性の値は修正しないことを推奨します。
表 A-12

ASMDG エージェントの内部属性

省略可能な属性

データ形式と値の種類

定義

AgentDirectory

静的 - 文字列

ASMDG エージェントに関連するバイ
ナリ、スクリプト、他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。

B
設定例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Oracle Enterprise Agent の設定例について

■

単一の Oracle インスタンスの設定例

■

複数の Oracle インスタンス（単一リスナー）の設定例

■

複数のインスタンス（複数リスナー）の設定例

■

共有サーバーサポートの Oracle の設定例

■

Oracle ASM の設定例

Oracle Enterprise Agent の設定例について
設定例には、VCS クラスタ内の Oracle の状態を監視するよう設定された典型的なサー
ビスグループについての説明が含まれています。
p.56 の 「VCS における Oracle インスタンスの設定」 を参照してください。
依存関係のグラフのサンプルは、サービスグループ間におけるリソースタイプ、リソースお
よびリソースの依存関係を示しています。参照用として、設定ファイル（main.cf）の例も記
載されています。
エージェントを設定する前に、これらの依存関係を十分確認してください。VCS のリソー
スタイプの詳細については、『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。

単一の Oracle インスタンスの設定例
図 B-1 は、VCS クラスタ内の Oracle インスタンスの状態を監視するように設定された典
型的なサービスグループを示しています。
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単一の Oracle インスタンスの依存関係グラフ

図 B-1

Netlsnr
LSNR_oraprod_lsnr

ORA_oraprod
Oracle

Mount_oraprod_u02
IP

Mount

Mount

Mount_oraprod_u01

IP_oraprod

Vol_oraprod_vol2
Volume

Volume

Vol_oraprod_vol1
NIC_oraprod
NIC

DiskGroup

DG_oraprod

クラスタ内の共有ディスクグループとボリュームは、それぞれ DiskGroup タイプおよび
Volume タイプのリソースとして設定します。これらのボリュームは、Mount エージェント
によりマウントされます。サービスグループ用の仮想 IP アドレスは、IP および NIC リソー
スタイプのリソースにより設定されます。これらの各リソースがオンライン状態にされた後
で、Oracle サーバーを起動できます。
Veritas Volume Manager を使う設定になっていない場合は、DiskGroup および Volume
リソースタイプの代わりに、DiskReservation リソースタイプを使って共有ストレージを設
定します。

単一の Oracle インスタンスの設定ファイルの例
Oracle リソースタイプの設定例を見直してください。main.cf ファイルで次のように設定さ
れます。
include "types.cf"
include "OracleTypes.cf"
cluster vcs (
)
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system vcslnx1 (
)
system vcslnx2 (
)
group ORA_PROD_Group (
SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
DiskGroup DG_oraprod (
DiskGroup = ora_prod_dg
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
IP IP_oraprod (
Device = eth0
Address = "10.212.102.13"
)
Mount Mount_oraprod_u01 (
MountPoint = "/prod/u01"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u01-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Mount Mount_oraprod_u02 (
MountPoint = "/prod/u02"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u02-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
NIC NIC_oraprod (
Device = eth0
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)
Netlsnr LSNR_oraprod_lsnr (
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
TnsAdmin = "/orahome/Oracle/network/admin"
Listener = LISTENER_PROD
MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
LsnrPwd = cqfOdoOolOo
)
Oracle ORA_oraprod (
Sid = PROD
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
MonitorOption = 0
)
Volume Vol_oraprod_vol1 (
Volume = u01-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
Volume Vol_oraprod_vol2 (
Volume = u02-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
IP_oraprod requires NIC_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires IP_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires ORA_oraprod
Mount_oraprod_u01 requires Vol_oraprod_vol1
Mount_oraprod_u02 requires Vol_oraprod_vol2
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u01
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u02
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Vol_oraprod_vol1 requires DG_oraprod
Vol_oraprod_vol2 requires DG_oraprod

複数の Oracle インスタンス（単一リスナー）の設定例
図 B-2 は、1 つのリスナーを共有する 2 つの Oracle インスタンスを監視するための典型
的な VCS 設定を示しています。この設定の場合、それぞれの Oracle インスタンスに対
して個別にサービスグループを作成します。リスナーについても、リスナーを制御するた
めの専用のサービスグループを作成します。
リスナーを共有する 2 つの Oracle インスタンス

図 B-2

ORA_MKTG_Group

ORA_PROD_Group

オンライン
ローカルファーム

リスナーサービスグループ

リスナーサービスグループが、Oracle サービスグループに対して依存するようにします。
このとき、グループ間の依存関係の種類として、Online Local Firm を設定します。
図 B-3 は、VCS 設定における Oracle インスタンスのいずれか 1 つの依存関係グラフを
示しています。次の Oracle サービスグループでは、クラスタ内の共有ディスクグループと
ボリュームは、それぞれ DiskGroup タイプおよび Volume タイプのリソースとして設定さ
れています。これらのボリュームは、Mount エージェントによりマウントされます。
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図 B-3

Oracle インスタンスのいずれか 1 つの依存関係グラフ
ORA_oramktg
Oracle
Mount_oramktg_u02

Mount_oramktg_u01

Mount

Mount

Vol_oramktg_vol2

Vol_oramktg_vol1

Volume

Volume

DiskGroup

Ora_DG_Bin

図 B-4 は、VCS 設定で 2 つの Oracle インスタンスが共有するリスナーの依存関係グラ
フを示しています。リスナーサービスグループでは、IP および NIC タイプのリソースを使っ
て、仮想 IP アドレスの設定を行います。IP および NIC リソースがオンライン状態にされ
た後で、リスナーを起動できます。
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図 B-4

単一のリスナーの依存関係グラフ

LSNR_oracle
Netlsnr

IP_oraprod
Mount

IP

Mount_orabin
Vol_orabin
Volume
NIC_Public1
NIC

DG_orabin
DiskGroup

リスナーサービスグループと Oracle サービスグループのリソースがオンライン状態にされ
た後で、Oracle サーバーを起動できます。
Veritas Volume Manager を使う設定になっていない場合は、DiskGroup および Volume
リソースタイプの代わりに、DiskReservation リソースタイプを使って共有ストレージを設
定します。
メモ: この場合、複数のデータベースをクラスタシステムで稼働させることができるよう
に、/etc/system、/etc/passwd、/etc/group および /etc/shadow などのシステムファイ
ルで適切な設定が行われていることを確認してください。特に、複数のインスタンスを実
行するために、物理的なメモリ容量や、共有メモリのセグメントについてのカーネルパラ
メータの設定には、十分注意してください。さらに、システムの故障などで、クラスタ内の
1 台のシステム上ですべてのサービスグループがオンラインとなったとしても、そのシステ
ムが複数のインスタンスの負荷に対処できるように設定することが必要です。

複数の Oracle インスタンス（単一リスナー）の設定ファイルの例
複数の Oracle インスタンスの設定ファイルの例を見直します。
include "types.cf"
include "OracleTypes.cf"
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cluster vcs (
)
system vcslnx1 (
)
system vcslnx2 (
)
group ORA_MKTG_Group (
SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
DiskGroup DG_oramktg (
DiskGroup = ora_mktg_dg
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
Mount Mount_oramktg_u01 (
MountPoint = "/mktg/u01"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_mktg_dg/u01-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Mount Mount_oramktg_u02 (
MountPoint = "/mktg/u02"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_mktg_dg/u02-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Oracle ORA_oramktg (
Sid = MKTG
Owner = oramktg
Home = "/orahome/Oracle"
EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
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User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
MonitorOption = 0
)
Volume Vol_oramktg_vol1 (
Volume = u01-vol
DiskGroup = ora_mktg_dg
)
Volume Vol_oramktg_vol2 (
Volume = u02-vol
DiskGroup = ora_mktg_dg
)
requires group Common_Service online firm
Mount_oramktg_u01 requires Vol_oramktg_vol1
Mount_oramktg_u02 requires Vol_oramktg_vol2
ORA_oramktg requires Mount_oramktg_u01
ORA_oramktg requires Mount_oramktg_u02
Vol_oramktg_vol1 requires DG_oramktg
Vol_oramktg_vol2 requires DG_oramktg

group ORA_PROD_Group (
SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
DiskGroup DG_oraprod (
DiskGroup = ora_prod_dg
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
Mount Mount_oraprod_u01 (
MountPoint = "/prod/u01"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u01-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
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Mount Mount_oraprod_u02 (
MountPoint = "/prod/u02"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u02-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Oracle ORA_oraprod (
Sid = PROD
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
MonitorOption = 0
)
Volume Vol_oraprod_vol1 (
Volume = u01-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
Volume Vol_oraprod_vol2 (
Volume = u02-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
requires group Common_Service online firm
Mount_oraprod_u01 requires Vol_oraprod_vol1
Mount_oraprod_u02 requires Vol_oraprod_vol2
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u01
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u02
Vol_oraprod_vol1 requires DG_oraprod
Vol_oraprod_vol2 requires DG_oraprod

group Common_Service (
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SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
DiskGroup DG_orabin (
DiskGroup = ora_bin_dg
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
IP IP_oraprod (
Device = eth0
Address = "10.212.102.13"
)
Mount Mount_orabin (
MountPoint = "/orahome/Oracle"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_bin_dg/u01-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
NIC NIC_Public1 (
Device = eth0
)
Netlsnr LSNR_oracle (
Owner = oracle
Home = "/orahome/Oracle"
TnsAdmin = "/orahome/Oracle/network/admin"
Listener = LISTENER_ORACLE
MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
)
Volume Vol_orabin (
Volume = u01-vol
DiskGroup = ora_bin_dg
)
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IP_oraprod requires NIC_Public1
LSNR_oracle requires IP_oraprod
LSNR_oracle requires Mount_orabin
Mount_orabin requires Vol_orabin
Vol_orabin requires DG_orabin

複数のインスタンス（複数リスナー）の設定例
単一の Oracle インスタンスとリスナーで設定されたサービスグループが、複数存在する
設定となります。この場合、各サービスグループごとに Oracle インスタンスとリスナーの設
定を行います。リソースの依存関係は単一の Oracle インスタンスの設定に類似していま
す。
p.113 の 「単一の Oracle インスタンスの設定例」 を参照してください。

設定ファイルの例
複数のリスナーがある複数の Oracle インスタンスの設定ファイルの例を見直します。
include "types.cf"
include "OracleTypes.cf"
cluster vcs (
)
system vcslnx1 (
)
system vcslnx2 (
)
group ORA_MKTG_Group (
SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
DiskGroup DG_oramktg (
DiskGroup = ora_mktg_dg
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
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)
IP IP_oramktg (
Device = eth0
Address = "10.212.102.14"
)
Mount Mount_oramktg_u01 (
MountPoint = "/mktg/u01"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_mktg_dg/u01-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Mount Mount_oramktg_u02 (
MountPoint = "/mktg/u02"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_mktg_dg/u02-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Netlsnr LSNR_oramktg_lsnr (
Owner = oramktg
Home = "/mktg/u01/oracle/product/8.1.5"
TnsAdmin = "/mktg/u01/oracle/network/admin"
Home = "/orahome/Oracle"
TnsAdmin = "/orahome/Oracle/network/admin"
Listener = LISTENER_MKTG
MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
LsnrPwd = cqfOdoOolOo
)
Oracle ORA_oramktg (
Sid = MKTG
Owner = oramktg
Home = "/orahome/Oracle"
Home = "/mktg/u01/oracle/product/8.1.5"
Pfile = "/mktg/u01/oracle/admin/pfile/initMKTG.ora"
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EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
MonitorOption = 0
)
Proxy NICProxy_oramktg (
TargetResName = NIC_Public1
)
Volume Vol_oramktg_vol1 (
Volume = u01-vol
DiskGroup = ora_mktg_dg
)
Volume Vol_oramktg_vol2 (
Volume = u02-vol
DiskGroup = ora_mktg_dg
)
IP_oramktg requires NICProxy_oramktg
LSNR_oramktg_lsnr requires IP_oramktg
LSNR_oramktg_lsnr requires ORA_oramktg
Mount_oramktg_u01 requires Vol_oramktg_vol1
Mount_oramktg_u02 requires Vol_oramktg_vol2
ORA_oramktg requires Mount_oramktg_u01
ORA_oramktg requires Mount_oramktg_u02
Vol_oramktg_vol1 requires DG_oramktg
Vol_oramktg_vol2 requires DG_oramktg

group ORA_PROD_Group (
SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
DiskGroup DG_oraprod (
DiskGroup = ora_prod_dg
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
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)
IP IP_oraprod (
Device = eth0
Address = "10.212.102.13"
)
Mount Mount_oraprod_u01 (
MountPoint = "/prod/u01"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u01-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Mount Mount_oraprod_u02 (
MountPoint = "/prod/u02"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u02-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Netlsnr LSNR_oraprod_lsnr (
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
TnsAdmin = "/orahome/Oracle/network/admin"
Listener = LISTENER_PROD
MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
LsnrPwd = cqfOdoOolOo
)
Oracle ORA_oraprod (
Sid = PROD
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
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MonitorOption = 0
)
Proxy NICProxy_oraprod (
TargetResName = NIC_Public1
)
Volume Vol_oraprod_vol1 (
Volume = u01-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
Volume Vol_oraprod_vol2 (
Volume = u02-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
IP_oraprod requires NICProxy_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires IP_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires ORA_oraprod
Mount_oraprod_u01 requires Vol_oraprod_vol1
Mount_oraprod_u02 requires Vol_oraprod_vol2
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u01
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u02
Vol_oraprod_vol1 requires DG_oraprod
Vol_oraprod_vol2 requires DG_oraprod

group Parallel_Service (
SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
NIC NIC_Public1 (
Device = eth0
)
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共有サーバーサポートの Oracle の設定例
図 B-5 は、共有サーバーサポートの Oracle を監視するように設定された典型的なサー
ビスグループを示しています。
図 B-5

共有サーバーサポートの Oracle の設定例
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クラスタ内の共有ディスクグループとボリュームは、それぞれ DiskGroup タイプおよび
Volume タイプのリソースとして設定します。これらのボリュームは、Mount エージェント
によりマウントされます。サービスグループ用の仮想 IP アドレスは、IP および NIC リソー
スタイプのリソースにより設定されます。これらの各リソースがオンライン状態にされた後
で、Oracle サーバーを起動できます。
Veritas Volume Manager を使う設定になっていない場合は、DiskGroup および Volume
リソースタイプの代わりに、DiskReservation リソースタイプを使って共有ストレージを設
定します。

共有サーバーサポートで設定された Oracle インスタンスの設定ファイル
の例
共有サーバーのサポートが設定された Oracle インスタンスの設定ファイルを見直します。
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include "types.cf"
include "OracleTypes.cf"
cluster vcs (
)
system vcslnx1 (
)
system vcslnx2 (
)
group ORA_PROD_Group (
SystemList = { vcslnx1 = 0, vcslnx2 = 1 }
AutoStartList = { vcslnx1 }
)
DiskGroup DG_oraprod (
DiskGroup = ora_prod_dg
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
IP IP_oraprod (
Device = eth0
Address = "10.212.102.13"
)
Mount Mount_oraprod_u01 (
MountPoint = "/prod/u01"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u01-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
)
Mount Mount_oraprod_u02 (
MountPoint = "/prod/u02"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ora_prod_dg/u02-vol"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-n"
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)
NIC NIC_ORAPROD (
Device = eth0
)
Netlsnr LSNR_oraprod_lsnr (
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
TnsAdmin = "/orahome/Oracle/network/admin"
Listener = LISTENER_PROD
MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
LsnrPwd = cqfOdoOolOo
)
Oracle ORA_oraprod (
Sid = PROD
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
MonitorOption = 0
)
Volume Vol_oraprod_vol1 (
Volume = u01-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
Volume Vol_oraprod_vol2 (
Volume = u02-vol
DiskGroup = ora_prod_dg
)
IP_oraprod requires NIC_ORAPROD
LSNR_oraprod_lsnr requires IP_oraprod
Mount_oraprod_u01 requires Vol_oraprod_vol1
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Mount_oraprod_u02 requires Vol_oraprod_vol2
ORA_oraprod requires IP_oraprod
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u01
ORA_oraprod requires Mount_oraprod_u02
Vol_oraprod_vol1 requires DG_oraprod
Vol_oraprod_vol2 requires DG_oraprod

Oracle ASM の設定例
VCS クラスタで ASM により管理される Oracle インスタンスの状態を監視するために設定
されたサービスグループに関する依存関係グラフを見直します 。VCS 環境では、次のよ
うに Oracle ASM を設定できます。
■

RAW ディスクとして ASM のディスク

■

Veritas Volume Manager ボリュームとして ASM のディスク

■

Veritas Cluster Volume Manager ボリュームとして ASM のディスク

RAW ディスクとしての ASM ディスクの設定例
ASM ディスクとして RAW デバイスを使う場合は、サービスグループを次の方法で設定
できます。
■

Oracle と ASMDG リソースを親のフェールオーバーサービスグループとして、ASMInst
リソースをパラレルサービスグループとして設定。

■

サービスグループの依存は、Online Local Firm の依存関係を使用して設定されま
す。

図 B-6 は、ASMInst リソースをパラレルサービスグループとして持つ典型的なサービス
グループを表しています。
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図 B-6

ASMInst リソースがパラレルサービスグループとなっている依存関
係グラフ
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クラスタ内の Oracle ASM インスタンスと ASM ディスクグループは、それぞれ ASMInst
と ASMDG のタイプのリソースとして設定されます。ASMInst エージェントは、パラレル
サービスグループ asminstgrp として設定されます。
サービスグループ用の仮想 IP アドレスは、IP および NIC リソースタイプのリソースにより
設定されます。Oracle と ASMDG のリソースは、フェールオーバーサービスグループ
oraasm_grp として設定されます。これらの各リソースがオンライン状態にされた後で、
Oracle サーバーを起動できます。
oraasm_grp は、Online Local Firm の依存関係を使用して asminstgrp に依存した設
定になります。
図 B-7 は、ASMInst リソースを共有している複数の Oracle インスタンスを持つ、パラレ
ルサービスグループとして設定される典型的なサービスグループを表します。
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ノードに複数の Oracle インスタンスを持つ Oracle ASM の依存関係
グラフ

図 B-7
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複数の Oracle インスタンスがある場合、フェールオーバーサービスグループは各 Oracle
インスタンスに対して設定されます。Oracle サービスグループは、パラレルサービスグ
ループとして設定される単一の ASM インスタンスを共有します。ASMInst サービスグ
ループに対して Oracle サービスグループが依存するようにします。このとき、グループ間
の依存関係の種類として、Online Local Firm を設定します。ただし、Veritas Cluster
Server Agent for Oracle がディスクグループをフェールオーバーできるようにするため、
各データベースは排他的に ASM ディスクグループを使う必要があります。

ASM で管理された Oracle インスタンスの設定ファイルの例
ASM で管理された Oracle インスタンスの設定例を見直します。サンプルファイルにはパ
ラレルサービスグループの一部として ASMInst リソースの記述があります。
include "types.cf"
include "OracleTypes.cf"
include "OracleASMTypes.cf"
cluster vcs (
)
system symnode01 (
)
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system symnode02 (
)
group asminstgrp (
SystemList = { symnode01 = 0, symnode02 = 1 }
Parallel = 1
)
ASMInst ASM_asminst (
Sid = "+ASM"
Owner = "oraprod"
Home = "/orahome/Oracle"
)
group oraasm_grp (
SystemList = { symnode01 = 0, symnode02 = 1 }
AutoStartList = { symnode01 }
)
ASMDG ASM-asmdg (
Sid = "+ASM"
Owner = "oracle"
Home = "/orahome/Oracle"
DiskGroups = { asmhighdg }
)
IP IP_oraprod (
Device = eth0
Address = "10.212.102.13"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC NIC_oraprod (
Device = eth0
)
Netlsnr LSNR_oraprod_lsnr (
Owner = "oraprod"
Home = "/orahome/Oracle"
TnsAdmin = "/orahome/Oracle/network/admin"
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Listener = LISTENER_PROD
MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
)
Oracle ORA_oraprod (
Sid = PROD
Owner = "oraprod"
Home = "/orahome/Oracle"
EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
MonitorOption = 0
)
requires group asminstgrp online local firm
IP_oraprod requires NIC_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires IP_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires ORA_oraprod
ORA_oraprod requires ASM_asmdg

VxVM ボリュームとしての ASM ディスクの設定例
図 B-8 は、Oracle ASM として選択された VxVM ディスクを持つ典型的なサービスグルー
プを表しています。
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VxVM ディスク上に ASM を設定した場合の依存関係グラフ

図 B-8
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この設定には単一のフェールオーバーサービスグループがあります。クラスタ内の Oracle
ASM インスタンスと ASM ディスクグループは、それぞれ ASMInst と ASMDG のタイプ
のリソースとして設定されます。
クラスタ内の VxVM ディスクグループとボリュームは、それぞれ DiskGroup タイプおよび
Volume タイプのリソースとして設定します。サービスグループ用の仮想 IP アドレスは、
IP および NIC リソースタイプのリソースにより設定されます。これらの各リソースがオンラ
イン状態にされた後で、Oracle サーバーを起動できます。
図 B-9 は、単一のフェールオーバーサービスグループの一部である ASMInst リソース
を共有している複数の Oracle インスタンスを持つ典型的なサービスグループを表しま
す。
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ノードに複数の Oracle インスタンスを持つ Oracle ASM の依存関係
グラフ

図 B-9
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VxVM ディスクとしての ASM ディスクの設定ファイル例
ASM で管理された Oracle インスタンスの設定例を見直します。
include "types.cf"
include "OracleTypes.cf"
include "OracleASMTypes.cf"
cluster vcs (
)
system symnode01 (
)
system symnode02 (
)
group orasm_vxvm_grp (
SystemList = { symnode01 = 0, symnode02 = 1 }
AutoStartList = { symnode01 }
)
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ASMDG ASM-asmdg (
Sid = "+ASM"
Owner = oracle
Home = "/orahome/Oracle"
DiskGroups = { asmhighdg }
)
ASMInst ASM_asminst (
Sid = "+ASM"
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
)
DiskGroup DG_asmvxdg (
DiskGroup = asmvxdg
)
IP IP_oraprod (
Device = eth0
Address = "10.212.102.13"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC NIC_oraprod (
Device = eth0
)
Netlsnr LSNR_oraprod_lsnr (
Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
TnsAdmin = "/orahome/Oracle/network/admin"
Listener = LISTENER_PROD
MonScript = "./bin/Netlsnr/LsnrTest.pl"
LsnrPwd = cqfOdoOolOo
AgentDebug = 1
)
Oracle ORA_oraprod (
Sid = PROD
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Owner = oraprod
Home = "/orahome/Oracle"
EnvFile = "/tmp/env.sh"
DetailMonitor = 1
MonScript = "./bin/Oracle/SqlTest.pl"
User = thor
Pword = hvlTptWvj
Table = thor
MonitorOption = 0
AgentDebug = 1
)
Volume Vol_asmvxvol (
Volume = asmvxvol
DiskGroup = asmvxdg
)
ASM_asminst requires VOL_asmvxvol
ASM_asmdg requires ASM_asminst
IP_oraprod requires NIC_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires IP_oraprod
LSNR_oraprod_lsnr requires ORA_oraprod
ORA_oraprod requires ASM_asmdg
VOL_asmvxvol requires DG_asmvxdg

CVM ボリュームとしての ASM ディスクの設定例
図 B-10 は、Oracle ASM として選択された CVM ボリュームを持つ典型的なサービスグ
ループを表しています。
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CVM ボリューム上の ASM の依存関係グラフ

図 B-10
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この設定には 2 つのサービスグループがあります。Oracle リソースと ASMDG リソース
は、親のフェールオーバーサービスグループ oraasm_grp の一部です。ASMInst リソー
スは、パラレルサービスグループである CVM サービスグループの cvm_grp に属します。
サービスグループは online local firm の依存関係でリンクされます。
データベースが存在する CVM ボリュームがオンライン状態になった後で、ASMDG エー
ジェントはデータベースが必要とする ASM ディスクグループをマウントします。サービス
グループ用の仮想 IP アドレスは、IP および NIC リソースタイプのリソースにより設定され
ます。これらの各リソースがオンライン状態にされた後で、Oracle サーバーを起動できま
す。
図 B-11 は、CVM パラレルサービスグループの一部である ASMInst リソースを共有して
いる複数の Oracle インスタンスを持つ典型的なサービスグループを表します。
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ノードに複数の Oracle インスタンスを持つ Oracle ASM の依存関係
グラフ

図 B-11
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複数の Oracle インスタンスがある場合、フェールオーバーサービスグループは各 Oracle
インスタンスに対して設定されます。Oracle サービスグループは、CVM パラレルサービ
スグループの一部として設定される単一の ASM インスタンスを共有します。CVM サービ
スグループに対して Oracle サービスグループが依存するようにします。このとき、グルー
プ間の依存関係の種類として、Online Local Firm を設定します。ただし、Veritas Cluster
Server Agent for Oracle がディスクグループをフェールオーバーできるようにするため、
各データベースは排他的に ASM ディスクグループを使う必要があります。

CVM ボリュームを使う ASM の設定ファイルの例
ASM 用に CVM ボリュームを使う Oracle インスタンスの設定例を見直します。
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"OracleASMTypes.cf"
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cluster vcsclus_asm (
UserNames = { admin = abcdef }
Administrator = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system symnode01 (
)
system symnode02 (
)

group cvm (
SystemList = { symnode01 = 0, symnode02 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { symnode01, symnode02 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = vcsclus_asm
CVMNodeId = { symnode01 = 0, symnode02 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVolDg oradata_vol (
CVMDiskGroup = ora_dg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
ASMInst ASM_asminst (
Sid = "+ASM"
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Owner = oracle
Home = "/orahome/Oracle"
)
ASM_asminst requires vxfsckd
ASM_asminst requires oradata_vol
oradata_vol requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd

group oraasm_grp (
SystemList = { symnode01 = 0, symnode02 = 1 }
AutoFailOver = 1
AutoStartList = { symnode01, symnode02 }
)
ASMDG ASM_asmdg (
Sid = "+ASM"
Owner = oracle
Home = "/orahome/Oracle"
DiskGroups = { ASM_DG }
)
Oracle Ora_oraprod (
Owner = oracle
Sid = vrts
Home = "/orahome/Oracle"
)
requires group cvm_grp online local firm
Ora_oraprod requires ASM_asmdg

C
ベストプラクティス
この付録では以下の項目について説明しています。
■

複数の Oracle インスタンスを設定する場合のベストプラクティス

複数の Oracle インスタンスを設定する場合のベストプラ
クティス
VCS 環境で複数の Oracle インスタンスを使うためのベストプラクティスのいくつかを見直
してください。
■

設定する各 SID に対して、DBA 権限を持つ Linux アカウントを作成する。

■

各 Oracle インスタンスに個別のディスクグループがあり、各インスタンスが個別のサー
ビスグループとして設定されていることを確認する。

■

セマフォおよび共有メモリの割り当てがすべてのシステムで適切に行われるように、シ
ステムパラメータを定義する。

■

各インスタンスが同一バージョンの Oracle を使っている場合でも、それぞれの Oracle
インスタンスに対して専用のバイナリセットを使う。

■

すべてのインスタンスが同一バージョンの Oracle を使う設定の場合は、ルートディス
クまたは、可能であればセカンダリディスクにそのバージョンをインストールする。pfile
をデフォルトの場所に配置し、複数のリスナープロセスを定義して、フェールオーバー
をわかりやすくする。

■

バージョンの異なる Oracle を使う設定の場合は、各バージョンの Oracle に対し、
$ORACLE_HOME を個別に作成する。

■

Optimal Flexible Architecture（OFA）の標準（/uxx/<SID>）に従う。クラスタの設定
で、この標準をアプリケーションに合わせてカスタマイズする。たとえ
ば、/app/uxx/<SID> のように設定する。

■

バージョンの異なる Oracle に付属するリスナーには下位互換性がない場合がある。
単一の listener.ora ファイルを作成する場合は、リスナーがクラスタ内の他のバージョ
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ンの Oracle をサポートしていることを確認する。各バージョンの Oracle に対しては、
個別の Envfile を作成する。
■

リスナーがそれぞれ異なる仮想アドレスをリスニングすることを確認する。さらに、同じ
ポートをリスニングすることのないよう、リスナーに異なる名前を割り当てる。

■

pfile をシステム間で連携させる。データベースの同一インスタンスに関しては、参照
する pfile をノード間で一致させる。

D
Oracle の VCS クラスタでの
SPFILE の使用
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Oracle 初期化パラメータファイルについて

■

Oracle インスタンスの起動

■

VCS クラスタでの SPFILE の使用

Oracle 初期化パラメータファイルについて
Oracle9i 以前のバージョンの Oracle では、テキストファイルの initSID.ora を初期化パ
ラメータファイルとして使い、データベースインスタンスを起動していました。データベース
のセッション中にインスタンスパラメータに対して適用された変更はファイルに保存されま
せんでした。初期化ファイルには手動でその変更を加えなければなりませんでした。
Oracle9i では、データベースサーバーに格納されるバイナリファイルである SPFILE が
追加されました。この機能により、インスタンスパラメータへの変更を、すべての起動およ
び停止のプロシージャ間で統一することができます。

Oracle インスタンスの起動
Oracle9i 以上のバージョンでは、Oracle インスタンスを次の方法で起動できます。
■

デフォルトの SPFILE である spfileSID.ora を使う

■

デフォルトの init.ora ファイル である initSID.ora を使う

■

初期化パラメータファイル init.ora を指定する

■

初期化パラメータファイル init.ora で SPFILE を指定する
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PFILE 文を記述せずに startup コマンドを実行した場合、Oracle は SPFILE から初期
化パラメータファイルを読み込みます。Linux プラットフォームの場合、SPFILE または
PFILE のデフォルトの場所は $ORACLE_HOME/dbs です。
Oracle は、次に示す順にファイル名を確認し、初期化パラメータファイルを見つけます。
■

SPFILESID.ora

■

SPFILE.ora

■

initSID.ora

VCS クラスタでの SPFILE の使用
Veritas Cluster Server Agent for Oracle の使用時には、PFILE を指定してデータベー
スインスタンスを起動できます。PFILE を指定しない場合、データベースインスタンスはデ
フォルトの SPFILE を使って起動されます。
エージェント属性 Pfile は、PFILE の場所を指定します。SPFILE を使う設定の場合は、
PFILE から作成される SPFILE の場所を PFILE 内のパラメータに指定する必要がありま
す。
メモ: SPFILE のセッションパラメータに対する変更をインスタンスのフェールオーバー間
で統一する場合は、SPFILE を共有ストレージ上に保存することを推奨します。

PFILE における SPFILE の位置指定
PFILE で SPFILE の場所を指定するには、PFILE を作成し、PFILE 内に次のエントリを
指定します。
SPFILE = spfile_location

変数 spfile_location は、SPFILE の絶対パスです。次に例を示します。
SPFILE = /database/startup/spfileora1.ora

この場合、データベースを起動するには次のコマンドを使います。
startup pfile=location_of_pfile

PFILE からの SPFILE 作成
SPFILE は、PFILE から作成する必要があります。SPFILE の作成には、sysdba または
sysoper システム権限が必要です。
次のコマンドを使って SPFILE を作成できます。

付録 D Oracle の VCS クラスタでの SPFILE の使用
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CREATE SPFILE [= spfile_name] FROM PFILE [= pfile_name ];

SPFILE の絶対パスを指定しない場合は、このコマンドによって SPFILE がデフォルトの
場所（Linux では $ORACLE_HOME/dbs）に作成されます。
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