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Oracle® Recovery Kit  
管理ガイド 

はじめに  
 

LifeKeeper® for Linux Oracle® Recovery Kitは、LifeKeeper環境におけるOracleソフトウェアの障

害回復能力を高めます。Recovery Kitソフトウェアは、Oracleデータベースのデータ整合性と

LifeKeeperによって実現される可用性の向上を結び付けるメカニズムを提供します。  

 
本書の内容  

 

本書は以下のトピックについて説明しています。   

• LifeKeeperのドキュメント。LifeKeeper for Linuxの全ドキュメントの一覧と入手方法。  

•  要件。リカバリ・ソフトウェアをインストールおよびセットアップするには、サー

バが一定のハードウェアおよびソフトウェア要件を満たしている必要があります。

LifeKeeper Oracle Recovery Kitのインストール／アンインストール方法の詳細につ

いては、『LifeKeeper for Linuxプランニングおよびインストールの手引き』を参照し

てください。  
• Recovery Kitの設定。必要とする保護と柔軟性が得られるようにLifeKeeperを設定す

るには、設定ルールを把握している必要があります。設定を適切にプランニングする

には、ネットワーク設定、インタフェースの選択、ユーザ・システムのセットアップ、

階層オプション、Oracle設定作業についての理解が必要です。この「要件」セクショ

ンでは、設定のプランニングだけでなく、設定の例を示し、Recovery Kitを設定する

ために必要な特定のタスクについて説明します。  
• トラブルシューティング。このセクションでは、情報メッセージとエラー・メッセー

ジ、および推奨される対処方法の一覧を示します。   
 

LifeKeeper のドキュメント  
 

SIOS Technology Corp が用意しているLifeKeeper製品マニュアルは次のとおりです。  

• 『LifeKeeper for Linuxリリース・ノート』  

• 『LifeKeeper for Linux Online Product Manual』（LifeKeeper GUIの[ヘルプ]メニュー

から参照できます）  

• 『LifeKeeper for Linuxプランニングおよびインストールの手引き』  

 
これらのマニュアルは、LifeKeeper Recovery Kit関連のLifeKeeper for Linuxの 新マニュアルは、次

に示すSIOS Technology CorpのWebサイトから入手できます。  

http://us.sios.com/support 
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要件  

LifeKeeper Oracle Recovery Kitのインストール／アンインストールを試みる前に、ハードウ

ェア／ソフトウェア要件とインストール／アンインストールの手順を理解しておく必要があ

ります。   

 
キットのハードウェア／ソフトウェア要件  

 
LifeKeeper Oracle Recovery Kitをインストールおよび設定する前に、使用している設定が以

下の要件を満たしていることを確認してください。  

• サーバ。Recovery Kitは、LifeKeeper要件に従って設定された2台以上のコンピュータ

がサポートされていることを必要とします。 このLifeKeeper要件は、本製品のメデ

ィアに付属している『LifeKeeper Online Product Manual』と『LifeKeeperリリース・

ノート』に記載されています。  
•  共有ストレージ。Oracleデータベースは、LifeKeeper環境の共有ディスク上に常駐

していなければなりません。  
• LifeKeeperソフトウェア。各サーバに同じバージョンのLifeKeeperソフトウェアとパ

ッチをインストールする必要があります。詳細なLifeKeeper要件については、

『LifeKeeperリリース・ノート』と『Online Product Manual』を参照してください。 
•  LifeKeeper IP Recovery Kit。リモート・クライアントがOracleデータベースにア

クセスする場合に、このRecovery Kitが必要になります。同じバージョンのRecovery 
Kitを各サーバにインストールする必要があります。  

 
• IPネットワーク・インタフェース。各サーバは、イーサーネット TCP/IPをサポート

するネットワーク・インタフェースを1つ以上必要とします。IP切り替えが正しく作

動するには、ローカル・ネットワークに接続したユーザ・システムが標準TCP/IP仕
様に準拠している必要があります。 注：各サーバが必要とするネットワーク・イン

タフェースが1つだけであっても、異種メディア要件、スループット要件、シングル・

ポイント・オブ・フェイルの排除、ネットワークのセグメンテーションといった多く

の理由のために、複数のインタフェースを使用すべきです。  
 

• TCP/IPソフトウェア。各サーバはTCP/IPソフトウェアも必要とします。  
 

• Oracleソフトウェア。Oracleソフトウェアが各サーバにインストールおよび設定され

ていなければ、LifeKeeperとLifeKeeper Oracle Recovery Kitの設定はできません。各

サーバに同じバージョンをインストールしてください。 新リリースの互換性および

発注情報については、『LifeKeeperリリース・ノート』を参照していただくか、販売

担当者にお問い合わせください。  
 
LifeKeeper Oracle Recovery Kitのインストール／アンインストール方法の詳細については、

『LifeKeeper for Linuxプランニングおよびインストールの手引き』を参照してください。  
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LifeKeeper での Oracle の設定  
 

本セクションでは、Oracleの設定を開始する前に検討すべき情報と、典型的なOracleの設定

例を示します。  

2.4カーネルを使用したLinuxディストリビューションへのOracleのインストール手順につい

ては、LinuxディストリビューションのWebサイトを参照してください。  

LifeKeeperコアのリソース階層の設定手順については、『LifeKeeper Online Product Manual』
を参照してください。  

 
Oracle に特有の設定上の検討事項  

 
 

注：Raw I/OでOracleを使用することを予定している場合は、LifeKeeper Core CDから

LifeKeeper Raw I/O Recovery Kitをインストールする必要があります。また、使用前にRAW 
I/Oデバイスを適切に設定する必要もあります。手順については、「付録」を参照してくださ

い。  
  

Oracle Recovery Kitを設定する前に以下の準備作業を完了し、必ず各サーバからOracleが使

用するファイル・システムとディスク・パーティションをアクセスできるようにしてくださ

い。  

1. 個人用初期化ファイルのプロンプトの削除。Oracle Recovery Kitが正しく動作するため

には、Oracleユーザの個人用初期化ファイル（つまり、profile,bash_profile）のプロンプ

トをすべて削除（またはコメントとして除外）する必要があります。このファイルは

Oracleユーザが使用するシェル専用であり、対話型にはできません。  

注："stty"ステートメントを個人用初期化ファイルで使用する場合は、対話型ターミナル

が使用されているかどうか確認する"if"ステートメントに入れる必要があります。 

2. カーネル・パラメータの設定。linuxカーネル・パラメータ（共有メモリやその他のカー

ネル・リソースなど）の設定方法については、Oracleドキュメントを参照してください。

これらのパラメータの設定方法の例を次に示します。   (注意: Novell SLES上でOracle 
Recover Kit を使用している場合、ディストリビューションに含まれているorarun rpm 
をインストールしてください。これは設定において も注意すべきポイントになりま

す。) 

クラスタ内の各サーバで次のようにします。   

A.LifeKeeperを設定する前に、/etc/sysctl.confで次のようにipcsの限度を設定します。  

 # changes for Oracle  

kernel.shmmax = <value>  

kernel.shmmni = <value>  

kernel.shmall = <value> 

kernel.sem = <value>  
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B. sysctl -pを実行して、上記の変更をカーネルに反映します。   

C. 一部のディストリビューションでは、システム初期化ファイル（boot.localまたは

rc.local）にsysctl -pを追加して、再起動のたびに変更をカーネルに反映させる必要があり

ます。  

 

3. $ORACLE_HOMEディレクトリ。$ORACLE_HOMEディレクトリおよび関連ファイルを

ローカル・ディスク上に設定するときは、$ORACLE_HOMEディレクトリと各ファイル

がすべてのサーバで同じになるように設定します。Linuxの標準ユーティリティを使用し

て、ディレクトリとファイルを作成し、各サーバにコピーしてください。  

注：一部のアクティブ／アクティブ設定では、$ORACLE_HOMEの場所が異なります。 

4. 場所。$ORACLE_HOMEディレクトリは共有ディスクまたは非共有ディスク上に置くこ

とができます。ディレクトリを共有メディアに置く利点は、$ORACLE_HOMEにも同じ

共有ディスクが使用されていれば（たとえば、アクティブ／スタンバイ設定など）、

Oracle_HOME/dbs/<initSID.ora or spfileSID.ora>などのファイルの設定が1回ですむこ

とです。共有ディレクトリの不利な点は、一度に1台のサーバしかファイル・システムへ

の直接アクセスができないことです。SCSIリザベーションは、LifeKeeperによって保護

された共有ドライブへのアクセスを一度に1台のサーバにしか許可しません。 2つ以上の

Oracleインスタンス(SID)がクラスター内で個々に保護されるアクティブ/アクティブ構

成のクラスターを作成する場合は、$ORACLE_HOME をローカルの非共有ストレージ

上に設定する必要があります。 

5. ユーザおよびグループID。Oracleユーザ（oracle）とグループ（dba）をすべてのサーバ

に作成する必要があります。ユーザIDとグループIDの番号は、すべてのサーバで同じで

なければなりません。  (注意: Novell SLES上でOracle Recover Kit を使用している場合、

ディストリビューションに含まれているorarun rpm をインストールしてください。これ

は設定において も注意すべきポイントになります。) 

6. データベース、アーカイブ・ファイル、ログ・ファイル、制御ファイル。すべてのデー

タベース、アーカイブ・ファイル、ログ・ファイル、制御ファイルを共有ファイル・シ

ステムまたはディスク・パーティションに作成する必要があります。これらのロケーシ

ョンは、Oracleパラメータ・ファイルinit<SID>.ora or spfileSID.oraに設定されます。デ

ータベース・パラメータの編集については、Oracleドキュメントを参照してください。

このパス名は全サーバで同じでなければなりません。Oracleは内部的にこの情報を制御

ファイルに保持しているため、Oracleが稼動中でなければ、SYSTEMSデータベースの

スペースとパスは変更できません。  

Oracle ログのアーカイブは、デフォルトでは有効になっていないので注意してください。

LifeKeeper Oracle 階層の作成前に有効になっている場合は、LifeKeeper がアーカイブフ

ァイルの場所を検知し、必要に応じて別のファイルシステム階層を作成します。しかし

ログアーカイブがLifeKeeper Oracle 階層作成後に有効になると、共有アーカイブロケー

ションを保護するために手動でファイルシステム階層を作成および拡張し、Oracle リソ

ースからこの新しいファイルシステム階層へ依存関係を作成してください。 

7.  Oracle の新規インストール時にデータベースインストールプログラムでデータベース

の作成を行わない場合、データベースインスタンスの 後の設定が容易になります。イ

ンストーラーがデータベースの作成を促したら、No を選択してください。インストー
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ル完了したら、Oracle Database Creation Assistant (dbca)を起動してください。Dbcaは、

データベースコンポーネント作成時のインストール先の制御がより優れています。dbca
の起動時に、Flash Recovery AreaがLifeKeeperで保護するストレージ上に作成されるよ

うに指定してください。(これはOracle 11gに適用されます。). 

 

 

重要 Flash Recovery Destination は、共有ドライブ上に配置されなければなりま

せん。 

“runInstaller”ユーティリティ でデータベースの作成を行った場合は、手動でFlash 
Recovery Area を再配置する必要があります。 

 
8. “runInstaller”ユーティリティを使用したOracle のインストール中、Oracle データベース

のインストールに進む前にインストーラがLinux のパッケージおよび構成を確認するポ

イントがあります。LifeKeeper 7.2 (もしくはそれ以降のバージョン)がインストールされ

ている場合に kshパッケージが見つからないというメッセージが表示されます。  

 
このメッセージが表示された場合、画面右上の Ignore All にチェックを入れてください。

LifeKeeper のインストールにより ksh パッケージが削除され、Public Domain Korn Shell, pdksh 
に置き換えられます。Oracle のインストールは pdksh を使用してください。 

9. データベース・エンジンの調整。データの整合性とパフォーマンスのためにデータベー

ス・エンジンを調整するときのガイドラインについては、Oracle のマニュアルを参照して

ください。特に、障害回復能力の向上のためにアプリケーションを 適化するときは、メ

モリ・キャッシングとチェックポイントの頻度の調整が重要です。チェックポイントの間

隔がディスクにコミットされていないデータベーストランザクションの数を判定し、その
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結果、システム障害の発生時に失われるデータベース・トランザクションの数が決まりま

す。  

10. oratab ファイルのデータベース・エントリ。/etc/oratab ファイルにはデータベースに対応した

エントリが必要です。LifeKeeper 設定ルーチンは、このファイルの内容を使用して、

$ORACLE_HOME と$ORACLE_SID の値を関係付けます。通常は、Oracle インストール・プロ

グラムが必要なエントリを作成します。ただし、Oracle ソフトウェアが共有ファイル・システ

ムにインストールされた設定では、管理者が oratab ファイルを、Oracle のインストールが実行

されたサーバから、他の各サーバの/etc ディレクトリにコピーして、すべてのサーバで利用可

能にする必要があります。  

注： サーバごとに設定可能なoratabは1つだけです。ファイル・フォーマットについて

は、『Oracle Product Manual』を参照してください。  

11. 自動スタートアップの無効化。LifeKeeperが制御するデータベースを起動するのは

LifeKeeperの責任であるため、自動スタートアップ・アクションはすべて無効にしてく

ださい。LifeKeeperは、階層が作成されたときに自動スタートアップを無効にします。

これは、oratabファイルを変更することによって実現されます。  

12. Listener設定ファイル、listener.ora。エントリに新しい行を組み込まないでください（た

とえば、SID_NAME=xxは1行にします）。  

 

13. Oracle データベースのユーザー名およびパスワード。 LifeKeeper は、Oracle データベ

ースを制御するために指定されたユーザー名およびパスワードを使用します。Oracle デ
ータベースユーザーは、保護されるデーターベースに対してsysdba 権限として接続可能

である必要があり、各サーバーのOracle データベースが同一のユーザー名とパスワード

を保有している必要があります。この構成がリソースの作成中にスキップされた場合は

LifeKeeper はOracle データベースリソースを制御するためにユーザー名およびパスワ

ードを使用しません。このパラメータはリソース作成後に追加、変更、削除することが

可能です。 

Oracle ユーザー名およびパスワードの作成に関する情報   

a. Oracle データベースが起動しているノード上で、dba グループの一部である

ユーザーで Linux にログインしてください。(“oracle” アカウントが も一般

的です。)  sqlplus ユーティリティを使用して以下のコマンドを実行し、管

理ユーザーとしてデーターベースに接続してください。: 

$ sqlplus / as sysdba 

b. この機能に対する新規ユーザーを作成してください。: 

SQL>  CREATE USER lkdba  IDENTIFIED BY “password”; 

c. このユーザーに対して SYSDBA 権限を与えてください。:  

SQL>  GRANT SYSDBA to lkdba; 

d. Oracle が設定されると、LifeKeeper クラスターの各ノードが

$ORACLE_HOME のローカルコピーを保有するので、クラスタの各ノードで

これらのコマンドを実行してください。LifeKeeper Oracle 階層の作成後、ノー

ド上でデータベースのサービスを開始し、CREATE および GRANT コマンド

(上記)を実行し、Oracle でユーザーをセットアップしてください。 
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注意：同じファイル・システムに2つのデータベースを設定しないでください。どうしてもそ

うしなければならない場合は、十分な注意が必要です。その場合には、両方のデータベース

をLifeKeeperの保護下に置き、両方の階層が同じプライマリ・サーバとバックアップ・サー

バを持つようにする必要があります。  

LifeKeeper 保護用の Oracle Net Listener の設定  
 

Oracleデータベースがリモート・クライアント接続に対応する場合、Oracleデータベース・

サーバに加えて、Oracle Listenerを保護することができます。Oracleネットワーク設定ユー

ティリティを使用してOracleネットワーク設定ファイル（たとえば、listener.ora、
tnsnames.oraなど）を作成する方法については、Oracleドキュメントを参照してください。  

注意: 複数のリソースに対しての、共有Oracle Listenerの作成方法の手順につきましては、こ

のドキュメントの付録の複数リソースに対する共有Oracle Listenerの作成を参照してくださ

い。   

  
Listener の設定  

 

1. クライアントが接続するための切り替え可能IPアドレスを選択する必要があります。こ

のアドレスはDNSに設定できます。（IPリソース階層の作成の詳細については、

『LifeKeeper IP Recovery Kit 管理ガイド』を参照してください。リソース従属関係の作

成の詳細については、『LifeKeeper Online Product Manual』の『GUI Administration 
Tasks』の下の「Creating a Resource Dependency」を参照してください。）  

2. listener.oraファイルで、この切り替え可能IPアドレスまたは切り替え可能IPアドレスの

DNS名を、データベース・サービス名のHOSTとして指定します。（listener.oraファイ

ルの詳細については、Oracleドキュメントを参照してください。）  
listener.ora のサンプルフォーマット: 

. 

. 

. 
<listener name>= 
(DESCRIPTION_LIST = 
 (DESCRIPTION = 
   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <switchable IP>)(PORT = <port 

number>)) 
 ) 
) 
. 
. 
. 
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3. 切り替え可能 IP アドレスまたは切り替え可能 IP アドレスの DNS 名を、tnsnames.ora ファ

イルまたは Oracle 名の HOST として指定します。（tnsnames.ora ファイルの詳細について

は、Oracle ドキュメントを参照してください。）  
 tnsnames.ora ファイルのサンプルフォーマット: 

. 

. 

. 
<SID Name>= 
(DESCRIPTION = 
  (ADDRESS_LIST = 
   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <switchable IP>)(PORT = <port 
number>)) 
 ) 
 (CONNECT_DATA = 
   (SID = <SID Name>) 
 ) 
) 

 

これらのサンプルファイルは、Oracle 10g および 11g の両方で正常に動作します。: 

 
   listener.ora 

 
LISTENER = 
(DESCRIPTION_LIST = 
 (DESCRIPTION = 
   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.0.2.0)(PORT = 1521)) 
 ) 
) 
 
tnsnames.ora 
 
ORA01 = 
(DESCRIPTION = 
 (ADDRESS_LIST = 
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.0.2.0)(PORT = 1521)) 
 ) 
 (CONNECT_DATA = 
  (SID = ORA01) 
 ) 
) 

 

通常の listener.ora の場所は $ORACLE_HOME/network/admin になります。 も一般的な

ポート番号は 1521 です。データーベースのグローバル名は、作成時に定義されます。
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$ORACLE_HOME ディレクトリが非共有ストレージ上にインストールされている場合は、

listener.ora のコピーは両システム上に必要となるので注意してください。  

 
  

注：Oracle Netは、サービスのリスナーが失敗した場合に、クライアント接続を自動的

に他のリスナーにフェイルオーバするオプションを提供しています。この機能を利用す

るには、tnsnames.oraファイルで、FAILOVERパラメータを"ON"に設定します。こうし

ておけば、LifeKeeperによって保護されたOracle SIDのリスナーが失敗しても、

LifeKeeperが保護下にあるリスナーを回復するまで、クライアント接続は別のリスナー

を通じて継続されます。  

 

LifeKeeper での透過的アプリケーション・フェイルオーバの設定  
 

サーバをフェイルオーバしたり、Oracleデータベースに障害が発生したりすると、ユーザは

深刻な影響を受けてしまいます。通常は、データベースへの接続が切断されるだけでなく、

作業中のデータもほとんど失われます。フェイルオーバが完了（またはOracleデータベース

が回復）すると、クライアントはアプリケーションを再起動してデータベースに再接続する

必要があります。Oracleの透過的アプリケーション・フェイルオーバ（TAF）機能を使用す

ると、障害によってはそれにマスクをかけて、その影響を減らしたりなくしたりすることが

できます。LifeKeeper環境でTAFを設定する際には、LifeKeeperサーバ側で行う作業とOracle
クライアント側で行う作業があります。    

このTAF機能の効果的な利用をお考えの場合は、クライアント・アプリケーションでOracle 
Call Interface（OCI）からAPIを呼び出す際に、フェイルオーバを意識した呼び出しを行う必

要があります。また、tnsnames.oraファイルにOracle Netのパラメータを指定して、適切な

TAFの設定を行う必要があります。TAFモードは、tnsnames.oraのCONNECT_DATAセクシ

ョンにFAILOVER_MODEパラメータを指定して設定します。TAFのメカニズムでは、フェイ

ルオーバ時のクライアント接続の動作を制御するサブパラメータをいくつかサポートしてい

ます。LifeKeeper for Linux Oracle Recovery Kitでは、TAF設定時に以下のサブパラメータを

指定できます。  

TYPE= (SELECTまたはSESSION)   

クライアント接続をTAFでどのようにフェイルオーバするかを指定します。SELECTを指定

するとOracleは、移行中に発行されたすべてのselectステートメントを記録します。新しい接

続が確立されるとすべてのselectステートメントが再実行され、カーソルを元の位置に配置し

てクライアントが行のフェッチを継続できるようにします。SESSIONを指定すると接続のみ

が新規に作成され、作業中のデータは失われます。  

METHOD= (BASIC)    

このメソッドを指定するとTAFは、一次接続が失敗したときのみ再接続を試みます。他に

PRECONNECTメソッドがありますが、LifeKeeperでは現在のところPRECONNECTメソッ

ドの使用はサポートしておりません。  

DELAY= (秒数)    

障害発生後、TAFが再接続を試みる間隔を秒数で指定します。クライアント・アプリケーシ

ョンや環境に合った値を指定する必要があります。  

RETRIES= (試行回数)    
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障害発生後、TAFが再接続を試みる回数を指定します。DELAYとRETRIESを組み合わせて使

用する際には、サーバで障害が発生したときにOracleが完全に回復できる、十分な時間を設

定する必要があります。そうすることでTAFは、サーバのフェイルオーバの完了後、十分に

時間的余裕を持って再起動できるようになります。    

以下は、クライアント・システム用サンプルtnsnames.oraファイルからの抜粋です。  

LKproDB= 
 (DESCRIPTION= 
  (ADDRESS_LIST= 
  (ADDRESS = (PROTOCOL=TCP) (HOST=<switchableIP>) (PORT=<port number>)) 
  ) 
  (CONNECT_DATA= 
   (SID=LKroDB) 
   (SERVER=DEDICATED) 
   (FAILOVER_MODE= 
    (TYPE=SELECT) 
    (METHOD=BASIC) 
    (DELAY=5) 
    (RETRIES=30) 
   ) 
  ) 
 ) 
 

通常の tnsnames.ora の場所は、$ORACLE_HOME/network/admin になります。 も一般的

なポート番号は 1521 です。   “tnsnames.ora” ファイルはユーザーのホームディレクトリ

にも同様に配置されます。$ORACLE_HOME ディレクトリが非共有ストレージ上にイン

ストールされている場合は、listener.ora および tnsnames.ora のコピーが両システム上に

必要になるので注意してください。  

  

Oracleデータベースを保護しているLifeKeeperサーバでは、LifeKeeperによって保護されている切

り替え可能なIPアドレスを使用してリスナーを設定する必要があります。Oracle Netとリスナーの

設定に関する詳細については、前述の「LifeKeeper保護用のOracle Net Listenerの設定  
」のセクションを参照してください。  

 
構成例  

 
以下の図は、LifeKeeper環境におけるOracleのアクティブ／スタンバイおよびアクティブ／

アクティブの設定例を示しています。  

本セクションの例を見れば、Oracleデータベース・インスタンスをローカル・ディスクおよ

び共有ディスク上に設定する方法がわかります。それぞれの表は、設定タイプとOracleパラ

メータの関係を示しています。これらの設定は、本書で説明している、Oracleの設定と

LifeKeeperソフトウェアの互換性を保証する設定ルールおよび要件にも適合しています。  

本セクションでは、まず設定の要件を説明し、次にそれぞれの設定例を示します。  

 • Active/Standby  
 • Active/Active  
本セクションの例は、設定のサンプルにすぎませんが、これらの設定を理解し、設定ルール

に従うことにより、使用しているコンピューティング環境に適した効果的なソリューション

の定義およびセットアップが容易にできるようになります。  
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設定の要件  
それぞれの例では、1つまたは2つのデータベース（databaseA、databaseB）が使用されて

います。デフォルトでは、Oracleデータベースのシステム識別子（SID）と一致するタグ名が

LifeKeeperから示されます。ただし、以下のページの画面例では、databaseA-on-server1の
ようにSIDとサーバ名で構成されたタグ名が使用されています。  

構成例を理解するには、次のような設定要件に留意してください。  

•  LifeKeeper階層。LifeKeeperの管理を実行するときに、プライマリ・サーバはOracleイ
ンスタンスが現在実行されている場所を参照します。LifeKeeper階層を作成するときの

システム管理はこのサーバで行われます。この設定例では、プライマリ・サーバはServer 
1、バックアップ・サーバまたは代替サーバはServer 2です。  

•  1つのサーバがロックする共有ディスク。共有ストレージ・リソースがLifeKeeperの保護

下にあると、そのリソースに一度にアクセス可能なサーバは1つだけになります。共有

デバイスがディスク・アレイである場合、LUN全体が保護されます。共有デバイスがデ

ィスクである場合、ディスク全体が保護されます。こうすることで、クラスタ内の他の

サーバが不注意でデータを汚染してしまうことが避けられます。サーバに障害が発生す

ると、 も優先順位の高いバックアップ・サーバが自身の保護を確立し、他のサーバを

すべてロックアウトします。  
• 共有ディスク上のデータベース。LifeKeeper Oracle Recovery Kitが正しく機能するには、

データベースが常に共有デバイス上にあることが必要です。データベースは1つまたは

複数のファイル・システムおよびディスク上に存在することができます。  
   
 
注：それぞれの設定図に付随する表は、プライマリ・サーバ（Server 1）の場合は[リソース

階層の作成]ウィザードに、バックアップ・サーバ（Server 2）の場合は[リソース階層の拡

張]ウィザードに入力される適切な情報の例を示しています。ウィザードに入力する情報の

詳細については、本書で後述する「LifeKeeper設定作業」セクションを参照してください。

これらの表は、Recovery Kitを設定するときに役立つ参照情報となります。   
 

アクティブ／スタンバイ設定  
このセクションでは、2つのアクティブ／スタンバイ設定の例（図1と図2）を紹介します。

これらの構成では、サーバ1がデータベースへの排他アクセスを持っているため、アクティ

ブと見なされます。サーバ2は別の処理を実行します。Server 1に障害が発生すると、Server 
2がデータベースにアクセス可能になり、LifeKeeperがデータベースの稼動を再確立します。  
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図1. アクティブ／スタンバイ設定、例1  
 

 
  

 

        
 
 
 

設定に関する注意：  

1. 各サーバは独自の$ORACLE_HOMEディレクトリを非共有ディスク上に置いています。

各サーバには同じバージョンのOracleアプリケーションが導入されています。  
2. $ORACLE_HOMEパスはどちらのサーバでも同じです。  
3. データベースdatabaseAは共有ディスク上にあります。  

  
  

 

 
 
 

サーバ1でのリソース階層の作成  

サーバ：  Server1  

データベースのORACLE_SID  databaseA  

データベースのユーザー名 system 

ユーザー名のパスワード ********** 

データベースのORACLE_HOME  /home1/oracle  
データベース・タグ  databaseA-on-server1  

 

サーバ2へのリソース階層の拡張：  

テンプレート・サーバ：  Server1  

拡張するタグ  DatabaseA-on-server1  

ターゲット・サーバ  Server2  
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ターゲットの優先順位：  10  

ターゲット・サーバのORACLE_HOME  /home1/oracle  

データベース・タグ  databaseA-on-server2  

 
  
 図2. アクティブ／スタンバイ設定、例2  

  
  

設定に関する注意：  

1. どちらのサーバも共有ディスク上の$ORACLE_HOMEディレクトリを使用します。  
2.  $ORACLE_HOMEパスはどちらのサーバでも同じです。 
3. データベースdatabaseAは共有ディスク上にあります。  
4. Server 1がアクティブである間、Server 2は共有ディスクのファイルおよびディレクト

リにアクセスできません。 
5. $ORACLE_HOMEはデータベースと同じ共有ディスク上または別のディスク上に置く

ことができます。 
  

  
  

 

サーバ1でのリソース階層の作成  

サーバ：  Server1  

データベースのORACLE_SID  databaseA  

データベースのユーザー名 System 

ユーザー名のパスワード ********** 

データベースのORACLE_HOME  /shr1/oracle  

データベース・タグ  databaseA-on-server1  

 
  

サーバ2へのリソース階層の拡張：  

テンプレート・サーバ：  Server1  

拡張するタグ  databaseA-on-server1  
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ターゲット・サーバ  Server2  

ターゲットの優先順位：  10  

ターゲット・サーバのORACLE_HOME  /shr1/oracle  

データベース・タグ  databaseA-on-server2  

 
   
アクティブ／アクティブ設定  

アクティブ／アクティブ設定は、それぞれが別々のデータベース・インスタンスを実行する

2台以上のサーバで構成されます。各データベースは、別々の共有ディスク上にある必要が

あります。  

$ORACLE_HOMEは、設定の要件に応じて、非共有ディスクまたは共有ディスク上に置く

ことができます。たとえば、共通の$ORACLE_HOMEを使用する任意のサーバ上の複数の

データベース・インスタンスは、$ORACLE_HOMEが非共有ディスク上にあることを必要

とします。$ORACLE_HOMEディレクトリが共有ディスク上にある場合は、別々の共有デ

ィスクでなければなりません。  

本セクションでは、図3と図4に示されている2種類のアクティブ／アクティブ設定の例を検

討します。  

• 共有リソース上のデータベースと、非共有リソース上の一般的な$ORACLE_HOME。 
• 共有リソース上のデータベースと、同じ共有リソース上の適切な$ORACLE_HOME  

注： 非共有ストレージ上で複数の$ORACLE_HOMEを使用しているサーバーの複数の

データベースインスタンスは除外されます。 

 図3. アクティブ／アクティブ設定、例1  
  

   
     設定に関する注：  

1. サーバは独自の$ORACLE_HOMEディレクトリを非共有ディスク上に配置します。各

サーバには同じバージョンのOracleアプリケーションが導入されています。  
2. $ORACLE_HOMEパスはどちらのサーバでも同じです。  
3. 2つのデータベース、databaseAとdatabaseBは共有ディスク上にあります。  

 
4. 両方のOracleインスタンスのエントリが含まれているoratabファイルは、両サーバの

/etc/にあります。  
5. 初は、Server 1がdatabaseAを、Server 2がdatabaseBを実行します。切り替えが行

われると、1つのシステムが両方のデータベースを実行できます。  
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サーバ1での1つ目のリソース階層の作成  

サーバ：  Server1  

データベースのORACLE_SID  databaseA  

データベースのユーザー名 System 

ユーザー名のパスワード ********** 

データベースのORACLE_HOME  /home1/oracle  
データベース・タグ  databaseA-on-server1  

  

1つ目のリソース階層のサーバ2への拡張  

テンプレート・サーバ：  Server1  

拡張するタグ  databaseA-on-server1  

ターゲット・サーバ  Server2  

ターゲットの優先順位：  10  

ターゲット・サーバのORACLE_HOME  /home1/oracle  

データベース・タグ  databaseA-on-server2  

 
  
  
サーバ2での2番目のリソース階層の作成：  

サーバ：  Server2  

データベースのORACLE_SID  databaseB  

データベースのユーザー名 System 

ユーザー名のパスワード ********** 

データベースのORACLE_HOME  /home1/oracle  

データベース・タグ  databaseB-on-server2  

 
  

2つ目のリソース階層のサーバ1への拡張  

テンプレート・サーバ：  Server2  

拡張するタグ  databaseB-on-server2  

ターゲット・サーバ  Server1  

ターゲットの優先順位：  10  

ターゲット・サーバのORACLE_HOME  /home1/oracle  

データベース・タグ  databaseB-on-server1  
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 図4. アクティブ／アクティブ設定、例2  
 

                     
  
設定に関する注：  

1. 両サーバが別々の共有ディスク上の$ORACLE_HOMEディレクトリを使用します。  
2.  Oracleアプリケーションはどちらのサーバでも同じです。$ORACLE_HOMEは、サ

ーバに定義されたインスタンスごとに異なります。  
3. 2つのデータベース、databaseAとdatabaseBは共有ディスク上にあります。  

 
4. 両方のOracleインスタンスのエントリが含まれているoratabファイルは/etc/にありま

す。  
5. Oracleインスタンスごとに一意のログインが必要です。それぞれのログインに対する 

Id および gid はサーバー1およびサーバー2で同一である必要があります。 
 

6. 初は、Server 1がdatabaseAを、Server 2がdatabaseBを実行します。切り替えが行

われると、1つのシステムが両方のデータベースを実行できます。  
   

サーバ1での1つ目のリソース階層の作成  

サーバ：  Server1  

データベースのORACLE_SID  databaseA  

データベースのユーザー名 system 

ユーザー名のパスワード ********** 

データベースのORACLE_HOME  /shr1/oracle  

データベース・タグ  databaseA-on-server1  

  

1つ目のリソース階層のサーバ2への拡張  

テンプレート・サーバ：  Server1  

拡張するタグ  databaseA-on-server1  

ターゲット・サーバ  Server2  
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ターゲットの優先順位：  10  

ターゲット・サーバのORACLE_HOME  /shr1/oracle  

データベース・タグ  databaseA-on-server2  

   
サーバ2での2番目のリソース階層の作成：  

サーバ：  Server2  

データベースのORACLE_SID  databaseB  

データベースのユーザー名 System 

ユーザー名のパスワード ********** 

データベースのORACLE_HOME  /shr2/oracle  

データベース・タグ  databaseB-on-server2  

  

2つ目のリソース階層のサーバ1への拡張  

テンプレート・サーバ：  Server2  

拡張するタグ  databaseB-on-serv
er2  

ターゲット・サーバ  Server1  

ターゲットの優先順位：  10  

ターゲット・サーバのORACLE_HOME  /shr2/oracle  

データベース・タグ  databaseB-on-serv
er1  

 
  
  

 
LifeKeeper 設定作業  

 
以下の設定作業をLifeKeeper GUIから実行できます。以下の4つの作業は、Oracleリソース・

インスタンス特有のものであり、Recovery Kitごとに異なるため、本書で説明しています。  

• リソース階層の作成。アプリケーション・リソース階層をLifeKeeperクラスタに作成

します。 
• リソース階層の削除。リソース階層をLifeKeeperクラスタ内のすべてのサーバから削

除します。  
 

• リソース階層の拡張。リソース階層をプライマリ・サーバからバックアップ・サーバ

へ拡張します。  
 

• リソース階層の拡張解除。リソース階層をLifeKeeperクラスター内の1つのサーバか

ら拡張解除（削除）します。  
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• ユーザー名 / パスワードの変更。Oracle データベースを保護するためにログイン

するユーザー名およびパスワードの変更します。  

以下の作業は、すべてのRecovery Kitについて手順が同一の共通作業であるため、

『LifeKeeper Online Product Manual』の「GUI Administration」セクションで説明します。  

• リソース従属関係の作成。既存のリソース階層とその他のリソース・インスタンスの

間の親／子従属関係を作成して、その従属関係の変更をクラスタ内の適用可能なすべて

のサーバに反映させます。  
•  リソース従属関係の削除。リソースの従属関係を削除して、その従属関係の変

更をクラスタ内の適用可能なすべてのサーバに反映させます。  
• サービス中。リソース階層を特定のサーバでサービス中にします。  
• サービス休止。リソース階層を特定のサーバでサービス休止にします。   
• プロパティの表示／編集。特定のサーバでリソース階層のプロパティを表示または編

集します。  
   
注：本セクションの残りの部分では、LifeKeeper GUIの[Edit]メニューから作業を選択する

ことによって、Recovery Kitを設定する方法を説明します。ツールバーから各設定作業を選

択することもできます。状況表示ウィンドウの[リソース階層ツリー]（左側のペイン）のグ

ローバル・リソースを右クリックして、[Edit]メニューと同じドロップダウン・メニューの

選択項目を表示することもできます。もちろん、この方法が利用できるのは、階層がすでに

存在する場合に限られます。   

状況表示ウィンドウの[Resource Hierarchy Table ]（右側のペイン）のリソース・インスタ

ンスを右クリックして、サーバおよび特定リソースの状況に応じて、「Create Resource 
Hierarchy」を除くすべての設定作業を実行することもできます。  

 
Oracle リソース階層の作成  

注：Oracle Netリモート・クライアント・アクセスを利用するには、クライアントの接続

に使用するIPアドレスが、Oracle階層の従属としてLifeKeeper保護下にある必要がありま

す。（詳細については、前述のセクション「LifeKeeper保護用のOracle  Net Listenerの作

成」を参照してください。）  

プライマリ・サーバからリソース・インスタンスを作成するには、以下の手順を実行しま

す。  

1. [LifeKeeper GUI]メニューから[Edit]を選択し、次に[Server]を選択します。ドロップ

ダウン・メニューから、[Create Resource Hierarchy]を選択します。 
 

 
  

重要 リソースを作成するときは、Oracle アプリケーションが実行されてい

る必要があります。 

 

ダイアログ・ボックスが表示され、クラスタ内にインストール済みの認識されているすべ

てのRecovery Kitがドロップダウン・リスト・ボックスに表示されます。ドロップダウン・

リストから[Oracle Database]を選択します。[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボ
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ックスに進みます。  

  

注：どのダイアログ・ボックスでも、[Back]がアクティブになっているときには、直前の

ダイアログ・ボックスに戻ることができます。これは、エラーが発生して、以前に入力し

た情報を訂正する必要がある場合に特に役立ちます。  

  

階層作成手順のどの段階でも、[Cancel]をクリックすると、作成プロセス全体がキャンセ

ルされます。  

  

2.  [Switchback Type]を選択します。この選択によって、バックアップ・サーバへのフ

ェイルオーバの後、Oracleインスタンスがサービス中に戻ったときに、このサーバに

どのようにスイッチバックされるのかが決まります。[intelligent]または[automatic]を
選択できます。[intelligent ]スイッチバックでは、インスタンスをプライマリ／オリジ

ナル・サーバにスイッチバックするときに、管理者の介入が必要になります。

[automatic]スイッチバックでは、プライマリ・サーバがオンラインに戻り、LifeKeeper
通信経路を再確立すると同時にスイッチバックが行われます。   

  

スイッチバック・タイプは、必要な場合、[Resource Properties ]ダイアログ・ボッ

クスの[General]タブで後から変更できます。  

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  

3. Oracleデータベースを配置したい[Server]を選択します（通常これは、プライマリ・サ

ーバまたはテンプレート・サーバと呼ばれます）。クラスタ内のすべてのサーバがド

ロップダウン・リストに表示されます。  
  

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
4. このDatabase IDの[ORACLE_SID]を選択します。 これは、設定するデータベースの

Oracleシステム識別子を指定するタグ名です。/etc/oratabにこのデータベースのエン

トリが存在しなければなりません。  
[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

5.  ORACLE_SID の Username を入力してください。 これはORACLE_SID にログイ

ンする間に指定するOracle データベースのユーザー名になります。このユーザー名は、

フルコントロールを与えるためにデータベースに対してsysdba 権限で接続可能であ

る必要があります。次のダイアログボックスに進むためNext をクリックしてください。 
(この項目は空欄のままでも問題ありません。空欄にした場合は、LifeKeeper はOracle 
データベースユーザーリソースを制御するためにユーザー名およびパスワードを使用

しません。次のステップでInput Password がスキップされます。)  

6. Password を入力してください。このパスワードはORACLE_SID にログインする際に
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指定するパスワードです。このパスワードは、LifeKeeper により暗号化されて保存さ

れます。Next をクリックして次のダイアログボックスに進んでください。  

7. 保護されるDatabase SIDの[ORACLE_HOME]のディレクトリ・パスを選択または入

力します。これは、Oracleアプリケーションが位置するプライマリ・サーバまたはテ

ンプレート・サーバ上のディレクトリの場所です。  
[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
8. Oracleリソースの従属として含まれるListenerのタグ名を選択してください。リストが、

現在サーバ上で保護されている全てのListenerリソースを表示します。Oracle SIDに対

して要求されるListenerに一致したListenerリソースタグを選択してください。

Listenerリソースが存在しない場合は、Noneを選択してください。  
   

9. [Database Tag]を選択または入力します。これは、LifeKeeperがOracle階層に与える

タグ名です。標準のタグ名をそのまま使用するか、独自のタグ名を入力します。  

[Create]をクリックすると、[Create Resource]ウィザードによってOracleリソースが

作成されます。  

  
10. この時点で情報ボックスが表示され、LifeKeeperは、Oracleリソース階層を作成する

のに有効なデータが提供されているか検査します。LifeKeeperが問題を検出すると、

情報ボックスに"ERROR"が表示されます。検査に問題がなければ、リソースが作成さ

れます。  

   

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
11. 別の情報ボックスが表示され、Oracleリソース階層が正常に作成されたことが示され

ます。 Oracleリソース階層をLifeKeeperの保護下に置くには、その階層をクラスタ内

の別のサーバに拡張する必要があります。  
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[Continue]をクリックすると、[Pre-Extendウィザード]が起動されます。このウィザードに

ついては、本セクションで後述します。  

ここで[Cancel]をクリックすると、別のダイアログ・ボックスが表示され、いずれかの時

点でここに戻り、Oracleリソース階層を別のサーバに拡張して、LifeKeeperの保護下に置

く必要があることが警告されます。  

   

12.  [Done]をクリックして、[Create Resource Hierarchy]メニューを終了します。  

 
リソース階層の削除  

 

LifeKeeper環境内のすべてのサーバからリソース階層を削除するには、以下の手順を実行

します。  

1.  [LifeKeeper GUI]メニューから[Edit]を選択し、次に[Resource]を選択します。ドロッ

プダウン・メニューから、[Delete Resource Hierarchy]を選択します。  
2. Oracleリソース階層を削除する[ターゲット・サーバ]の名前を選択します。  
注：右側のペインから個々のリソース・インスタンスを右クリックするか、リソースが1
つのサーバ上だけにある場合に左側のペインからグローバル・リソースを右クリックして

[リソース階層の削除]作業を選択した場合、このダイアログ・ボックスは表示されません。  

   

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
3.  [削除する階層]を選択します。削除するリソース階層を特定して、強調表示にします。  
注：左側のペインからグローバル・リソースを右クリックするか、右側のペインから個々

のリソース・インスタンスを右クリックして[リソース階層の削除]を選択した場合、この

ダイアログ・ボックスは表示されません。  
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[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
4. 選択したターゲット・サーバと、削除の対象として選択した階層を確認する情報ボッ

クスが表示されます。  

   

[Delete]をクリックしてリソースを削除し、 後のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
5. Oracleリソースが正常に削除されたことを示す別の情報ボックスが表示されます。  

   

6.  [Done]をクリックして、[Delete Resource Hierarchy]メニューの選択を終了します。  
注意: 複数のリソースに対しての共有Oracle Listenerの作成方法の手順につきましては、

付録のセクションに記載されている複数のリソースに対する共有Oracle Listenerの作成 
を参照してください。   
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階層の拡張  

 
 

階層は、作成後、クラスタ内の別のサーバに拡張する必要があります。3とおりのシナリ

オで、テンプレート・サーバからターゲット・サーバにリソース・インスタンスを拡張で

きます。 初のシナリオは、作成から[続行]によって、そのリソースを別のサーバに拡張

する場合です。2番目のシナリオは、以下に示すように[Edit]メニューから[Extend Resource 
Hierarchy]リソース階層の拡張]に入る場合です。3番目のシナリオは、左側または右側のペ

インから拡張されていない階層を右クリックする場合です。どのシナリオでも同じダイア

ログ・ボックスが表示されます（いくつかの例外については、以下に詳細を明記します）。  

1. [LifeKeeper GUI]メニューから[拡張]ウィザードに入るときは、[Edit]を選択し、次に

[Resource]を選択します。ドロップダウン・メニューから、[Extend Resource 
Hierarchy]を選択します。これで、[Extend Resource Hierarchy ]ウィザードが起動さ

れます。  
 
2. 初のダイアログ・ボックスが表示され、現在Oracleリソース階層がサービス中の[テ

ンプレート・サーバ]を選択するように指示されます。ここで選択する[テンプレート・

サーバ]と次のダイアログ・ボックスで選択する[拡張するタグ]によって、サービス中

のリソース階層が表されることを認識しておくことが重要です。選択したテンプレー

ト・サーバでサービス中でないリソース・タグを選択すると、エラー・メッセージが

表示されます。このダイアログのドロップダウン・ボックスには、クラスタ内の全サ

ーバの名前が示されています。  
注：Oracleリソース階層の作成に続いて[リソース階層の拡張]作業に入った場合、ウィ

ザードが作成段階にあるテンプレート・サーバをすでに確認しているため、このダイ

アログ・ボックスは表示されません。GUIウィンドウの左側ペインのOracleリソース・

アイコンまたは右側ペインのOracleリソース・ボックスを右クリックして、[Extend 
Resource Hierarchy]を選択した場合も同様です。   

   

階層を拡張する手順の間に[Cancel]をクリックすると、どの時点であってもそのサー

バへの拡張プロセスがキャンセルされるので注意してください。ただし、すでにリソ

ースを別のサーバに拡張している場合は、明示的に拡張解除するまで、そのインスタ

ンスの拡張は有効です。  

たとえば、サーバ1にリソースを作成し、そのリソースをサーバ2へ拡張したとします。

同じリソースをサーバ3に拡張している 中に、気が変わっていずれかのダイアロ

グ・ボックス内の[Cancel]ボタンをクリックしたとします。この場合は、サーバ3への

拡張だけがキャンセルされ、サーバ2への拡張はキャンセルされません。この階層か

らサーバ2を削除したい場合は、サーバ2からリソースを拡張解除する必要があります。  

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
3. [拡張するタグ]を選択します。これは、テンプレート・サーバからターゲット・サー

バに拡張するOracleインスタンスの名前です。前のダイアログ・ボックスで選択した
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テンプレート・サーバ上に作成した全リソース一覧がドロップダウン・リスト・ボッ

クスに表示されます。  
注：ここでも、Oracleリソース階層の作成に続いて[リソース階層の拡張]作業に入った

場合、ウィザードが作成段階にあるOracleリソースのタグ名をすでに確認しているた

め、このダイアログ・ボックスは表示されません。GUIウィンドウの左側ペインの

Oracleリソース・アイコンまたは右側ペインのOracleリソース・ボックスを右クリッ

クして、[Extend Resource Hierarchy]を選択した場合も同様です。  

   

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
4. Oracleリソース階層を拡張する[ターゲット・サーバ]を選択します。ドロップダウン・

ボックスに、選択済みの階層に入っていないクラスタ内のサーバ名の一覧が表示され

ます。  

   

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
5.  [Switchback Type]を選択します。この選択によって、バックアップ・サーバへのフ

ェイルオーバの後、Oracleインスタンスがサービス中に戻ったときに、このサーバに

どのようにスイッチバックされるのかが決まります。[intelligent ]または[自動]を選択

できます。[intelligent]スイッチバックでは、インスタンスをプライマリ／オリジナル・

サーバにスイッチバックするときに、管理者の介入が必要になります。[automatic]ス
イッチバックでは、プライマリ・サーバがオンラインに戻り、LifeKeeper通信経路を

再確立すると同時にスイッチバックが行われます。   

   

スイッチバック・タイプは、必要な場合、[Resource Properties]ダイアログ・ボック

スの[General]タブで後から変更できます。  

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
6.  [テンプレートの優先順位]を選択または入力します。これはサーバ上で現在サービス

中のOracle階層の優先順位です。優先順位は、1～999の範囲で未使用の値が有効で、

小さい数字ほど優先順位が高くなります（数字1が 高の優先順位に相当します）。

拡張操作時には、別のシステムで既に使用中の優先順位をこの階層に対して指定する

ことはできません。デフォルト値を推奨します。注：これは階層を 初に拡張すると

きだけ表示されます。  
7.  [ターゲットの優先順位]を選択または入力します。これは、新しく拡張したOracle階

層が他のサーバ上の同等の階層に対して持つ相対的優先順位です。1～999の範囲で、

まだ優先順位として使用されていない値が有効で、リソースの連鎖フェイルオーバ・

シーケンスにおけるサーバの優先順位を示します。数値が小さいほど優先順位は高く
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なります（1は 高の優先順位を表します）。LifeKeeperのデフォルトでは、階層が作

成されたサーバに「1」が割り当てられることに注意してください。優先順位は連続

している必要はありませんが、特定のリソースについて2つのサーバに同じ優先順位

を割り当てることはできません。  

   

[Next]をクリックします。  

  
8. 情報ボックスが表示され、LifeKeeperが環境のチェックを正常に完了し、このOracle

リソースを拡張するためのすべての要件が満たされていることが示されます。満たさ

れていない要件がある場合、[Next]ボタンは選択できなくなり、[Back]ボタンが有効

になります。  

   

[Back]をクリックした場合、情報ボックスに表示されるエラー・メッセージの内容に従っ

て、リソースの拡張を変更できます。  

ここで[Cancel]をクリックすると、いずれかの時点でここに戻り、Oracleリソース階層を

別のサーバに拡張して、LifeKeeperの保護下に置く必要があります。  

[Next]をクリックすると、[リソース階層の拡張]設定作業が起動されます。  

  
9. 次のダイアログ・ボックスは、[ORACLE_SID]タグ名を表示する「情報表示専用」ボ

ックスです。この指定は変更できません。  

   

[Next]をクリックします。  

  
10.  [ORACLE_HOME for Target Server]を選択または入力します。これは、Oracleアプ

リケーションが位置するバックアップ・サーバまたはターゲット・サーバ上のディレ

クトリの場所です。  

   

[Next]をクリックします。  
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11.  [データベース・タグ]を選択または入力します。デフォルトのタグはSID-on-server
です。  

   

12. [Extend]をクリックします。  

  
13. 拡張が実行されていることを示す情報ボックスが表示されます。   

   

同じOracleリソース・インスタンスをクラスタ内の別のサーバに拡張したい場合は、[Next 
Server]をクリックします。その場合は、[リソース階層の拡張]の操作が繰り返されます。  

[Finish]をクリックすると、Oracleリソースの拡張が正常に完了したことを示す別のダイア

ログ・ボックスが表示されます。  

   

14.  [Done]をクリックして、[Extend Resources Hierarchy]メニューの選択を終了します。  
注：必ず両方のサーバで新しいインスタンスの機能をテストしてください。  

階層の拡張解除  
1.  [LifeKeeper GUI]メニューから[Edit]を選択し、次に[Resource]を選択します。ドロッ

プダウン・メニューから、[Unextend Resource Hierarchy]を選択します。  
 
2. Oracleリソースを拡張解除したい[ターゲット・サーバ]を選択します。Oracleが現在サ

ービス中のサーバは選択できません。  
 
注：右側のペインから個々のリソース・インスタンスを右クリックして拡張解除作業を選

択した場合、このダイアログ・ボックスは表示されません。  
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[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
3. [拡張解除する階層]を選択します。 注：左側のペインからグローバル・リソースを右

クリックするか、右側のペインから個々のリソース・インスタンスを右クリックして

拡張解除作業を選択した場合、このダイアログ・ボックスは表示されません。  

   

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

  
4. 拡張解除のために選択したターゲット・サーバとOracleリソース階層を確認する情報

ボックスが表示されます。  

   

[Unextend]をクリックします。  

  
5. Oracleリソースが正常に拡張解除されたことを示す別の情報ボックスが表示されます。  

   

6.  [Done]をクリックして、[Unextend Resource Hierarchy]メニューの選択を終了します。  
 

Oracle データベースアカウントに対するユーザー名/パスワードの変

更 
階層作成後、以下の手順のうちの１つを使用してユーザー名およびパスワードを変更し

てください。 

$ORACLE_HOME が共有(もしくは複製)ストレージ上にある場合(一般的なアクティブ-
パッシブ構成): 
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1. Oracle データベースリソースがサービス中のシステムで、LifeKeeper の設定ファイル 
/etc/default/LifeKeeper を編集し、以下の行をファイルに追加してください。: 

LK_ORA_NICE=1 

2. sqlplus (およびパスワードコマンド) を使用して Oracle ユーザーのパスワードを変更

してください。 

$ sqlplus  lkdba/old-password 

SQL>  password 

3. LifeKeeper GUI から、Oracle データベースリソースを右クリックし、 Change 
Username / Password をクリックしてください。 

4. New Username を入力し、Next をクリックしてください。 

5. Password を入力し、Next を選択してください。認証後、ユーザー名およびパスワー

ドが更新されます。 

6. Done を選択してください。 

7. パスワードの変更が完了した時点で LifeKeeper の設定ファイルを編集し、以下の修正

を行ってください。: 
LK_ORA_NICE=0  

 

$ORACLE_HOME がローカルストレージ上にあり、クラスタの各ノードがそれらの

$ORACLE_HOME のコピーを保有している場合(一般的なアクティブ-アクティブ構成): 

1. Oracle データベースインスタンスが動作可能なシステム上で LifeKeeper の設定ファ

イル/etc/default/LifeKeeper を編集し、以下の行をファイルに追加してくださ

い。: 

LK_ORA_NICE=1 

Oracle リソースが定義されているクラスタ内の各システムで同様の処理を行ってく

ださい。 

2. sqlplus (およびパスワードコマンド) を使用してプライマリシステムの Oracle ユーザ

ーのパスワードを変更してください。 

$ sqlplus  lkdba/old-password 

SQL>  password 

3. LifeKeeper GUI から、Oracle データベースリソース階層上で右クリックし Change 
Username / Password を選択してください。 

4. New Username を入力し、Next を選択してください。 

5. Password を入力し Next を選択してください。認証後、ユーザー名およびおパスワ

ードが更新されます。   

6. Done を選択してください。 

7. バックアップシステムで Oracle データベースリソースを “In Service” にしてくださ

い。 
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8. バックアップシステムでデータベースが起動したら、sqlplus を使用して Oracle アカ

ウントパスワードを変更してください。 

$ sqlplus  lkdba/new-password 

SQL>  password 

sqlplus の“password” コマンドは、 “Old Password” および “New Password.” を入力す

るよう促します。 パスワード変更を行う場合、手順 2 で設定した新しいパスワード

および古いパスワードの新しいパスワードを使用してください。この手順は

$ORACLE_HOME のセキュリティトークンをリセットします。 

9. データベースをクラスタ内の各ノード上で“In Service” にし、手順８を繰り返してく

ださい。 

10. 全てのクラスタノード上でパスワードが変更されたら、適切なノードで Oracle デー

タベースを“In Service”に戻してください。 

11. 全てのクラスタノード上で LifeKeeper の設定ファイルを編集し、以下の変更を行って

ください。: 

LK_ORA_NICE=0 

 
 

リソース階層のテスト  
 

手動切り替えを開始することによって、Oracleリソース階層をテストできます。これは、

プライマリ・サーバからバックアップ・サーバへのリソース・インスタンスのフェイルオ

ーバをシミュレートします。  

GUI からの手動切り替えの実行  
 

手動切り替えを開始するには、 [LifeKeeper GUI]メニューから [Edit]を選択し、次に

[Resource]を選択し、 後にドロップダウン・メニューから[In Service]を選択します。た

とえば、バックアップ・サーバで[サービス中]要求を実行すると、アプリケーション階層

はバックアップ・サーバでサービス中になり、プライマリ・サーバではサービスが停止さ

れます。この時点で、元のバックアップ・サーバがプライマリ・サーバになり、元のプラ

イマリ・サーバがバックアップ・サーバになります。  

[Out of Service]要求を実行すると、アプリケーションは他のサーバでサービス中にならず

に、サービスが停止されます。  

リカバリー操作  
 

プライマリ・サーバに障害が発生すると、Oracle Recovery Kitソフトウェアは以下の作業

を実行します。  

• バックアップ・サーバのいずれかの物理ネットワーク・インタフェースで論理インタフ

ェースをサービス中にすることによって、Oracleをバックアップ・サーバでサービス中

にします。（注：これは、IPリソース・インスタンスがOracle階層の子として定義され

ている場合にのみ実行されます。）  
• ファイル・システムをそのサーバの共有ディスク上にマウントします。 
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•  Oracleに関連するデーモン・プロセスを開始します。  
 
リカバリ後はセッション・コンテキストが失われているため、Oracleユーザーは 初の接

続に使用したのとまったく同じ手順で再接続する必要があります。  

  

トラブルシューティング  
 

本セクションでは、LifeKeeper Oracleリソース階層の作成と拡張、およびリソースの削除

と復元のプロセス中に出される可能性のあるメッセージの一覧を提示し、必要に応じて、

エラーの原因と、エラー状態を解決するために必要な処置について詳しく説明します。他

のLifeKeeperスクリプトおよびユーティリティからメッセージが出されることもあります。

そのような場合は、それぞれのスクリプトまたはユーティリティのマニュアルを参照して

ください。このセクションのメッセージは、次のトピックに分類されています。  

•  階層の作成および拡張   
• 階層の削除、復元、リカバリ  
• トラブルシューティングに関するヒント  
 

階層の作成および拡張エラー  
 

"An error occurred while creating Oracle database hierarchies.” （Oracleデータベー

ス階層の作成中にエラーが発生しました。）   

LifeKeeperはOracle階層を作成できませんでした。詳しいトラブルシューティング情報は、

LifeKeeperのログを参照してください。  

  
"*ERROR10* Create Oracle Database dependency failure." （*エラー10* Oracleデータ

ベースの従属関係の作成に失敗しました。）  

LifeKeeperはOracle階層とそれに従属する1つのリソースの間に従属関係を作成できませ

んでした。   

  
"ERROR: Failed to get oracle login for $DBPATH." （エラー： $DBPATHに対応する

Oracleのログインを取得できませんでした。）   

Oracleのログインを判別できませんでした。ログインが存在すること、およびファイルと

ディレクトリに対する許可が正しいことを確認してください。  

  
"ERROR: Database is not running or open for  $SID." （エラー： $SIDに対応するデ

ータベースが稼動されていないか、開かれていません。）   

指定されたSIDに対応するデータベースは稼動されていません。階層作成を正常に完了す

るには、データベースが稼動されていなければなりません。  

  
"ERROR: Can not determine Oracle dbspaces and logfiles on $PRIMACH." （エラー： 
$PRIMACH上のOracleのDBスペースとログ・ファイルを特定できません。）   

Oracleデータベース・ファイルの場所を特定できません。Oracleの設定をチェックしてく
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ださい。  

  
"ERROR: Oracle Database Instance Create on machine $PRIMACH failed." （エラー： 
マシン$PRIMACHでのOracleデータベース・インスタンスの作成に失敗しました。）   

LifeKeeperはOracleリソース階層を作成できませんでした。詳しいトラブルシューティン

グ情報は、LifeKeeperのログ・ファイルを参照してください。  

  
"ERROR: Oracle Database Instance set switchback type on failure." （エラー： 
Oracleデータベース・インスタンスのスイッチバック・タイプの設定に失敗しました。）  

LifeKeeperはリソースのスイッチバック・タイプを設定できませんでした。手動で設定し

てください。   

  
"ERROR(10): Create Oracle Database hierarchy failure." （エラー(10)： Oracleデータ

ベース階層の作成に失敗しました。）   

LifeKeeperはデータベース階層を作成できませんでした。詳しいトラブルシューティング

情報は、LifeKeeperのログを参照してください。  

  
"*ERROR<xx>* Create Oracle Database file system hierarchy failure." （*エラー<xx>* 
Oracleデータベース・ファイル・システム階層の作成に失敗しました。）（xxはエラー番

号）  

LifeKeeperは、Oracleデータベースが従属するファイル・システムを保護できませんでし

た。  

  
"ERROR: No oratab file exists." （エラー： oratabファイルがありません。）   

/etc/oratabファイルがありません。Oracleの設定ガイドを参照してください。  

  
"An error occurred during creation of LifeKeeper Application=Database on 
$MACH." （$MACHでLifeKeeper Application=Databaseの作成中にエラーが発生しまし

た。）   

LifeKeeperはアプリケーション・タイプの"Database"を作成できませんでした。詳しいト

ラブルシューティング情報は、LifeKeeperのログを参照してください。  

  
"An error occurred during creation of LifeKeeper Resource Type=Oracle on 
$MACH." （$MACHでLifeKeeper Resource Type=Oracleの作成中にエラーが発生しま

した。）  

LifeKeeperはリソース・タイプの"Oracle"を作成できませんでした。詳しいトラブルシュー

ティング情報は、LifeKeeperのログを参照してください。  

  
"ERROR: There are no mounted file systems on shared disks." （エラー： 共有ディ

スク上にマウントされたファイル・システムがありません。）   

マウントされた共有ディスク・ファイル・システムがありません。Linuxシステムの管理マ

ニュアルを参照してください。  
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"ERROR: Oracle Database file $DB_file is not on a shared filesystem." （エラー： 
Oracleデータベース・ファイル$DB_fileが共有ファイル・システム上にありません。）   

Oracleデータベース・ファイルが共有ディスク上にありません。LifeKeeperによって保護

されるファイルは共有ディスク上になければなりません。  

  
"ERROR: Oracle Database file(s) can not be determined." （エラー： Oracleデータベ

ース・ファイルを特定できません。）  

LifeKeeperはOracleデータベース・ファイルの場所を特定できません。Oracleデータベー

スの設定をチェックしてください。  

  
"ERROR: Can not determine Oracle dbspaces/chunks (shared) on $PRIMACH." （エ

ラー： $PRIMACHでOracleのDBスペース／チャンク（共有）を特定できません。）  

LifeKeeperはOracleデータベース・ファイルの場所を特定できません。Oracleデータベー

スの設定をチェックしてください。  

  
"ERROR: No other LifeKeeper system(s) available for designated (fs/dev)  
$FSNAME!" （エラー： 指定された（fs/dev）$FSNAMEに対して利用可能なLifeKeeper
システムが他にありません。）  

Oracleが従属するファイル・システムは、LifeKeeperを実行する別のシステムと共有され

ていません。2次システムがLifeKeeperを実行しているか確認してください。  

  
"ERROR: $ORACLE_SID not found in oratab file on $SYSTEM." （エラー： $SYSTEM
のoratabファイルに$ORACLE_SIDがありません。）   

指定されたSIDが/etc/oratabファイルにありません。Oracleの設定をチェックしてください。  

  
"ERROR: LifeKeeper Oracle Database Instance already exists for $SID." （エラー： 
$SIDに対応するLifeKeeper Oracleデータベース・インスタンスがすでに存在します。）   

指定されたSIDはすでにLifeKeeperによって保護されています。  

  
"ERROR: $TAG already exists on machine $MACH." （エラー： $TAGはすでにマシン

$MACH上にあります。）   

指定されたタグは一意ではありません。  

  
"ERROR: Directory path: ORACLE_HOME does not exist on $PriMach." （エラー： デ
ィレクトリ・パスORACLE_HOMEは$PriMach上にありません。）   

指定されたORACLE_HOMEディレクトリはシステム上にありません。正しい

ORACLE_HOMEパスを入力してください。  

  

"ERROR: "dbs" subdirectory of ORACLE_HOME on $PriMach does not contain 
Oracle init$SID.ora." （エラー： $PriMachのORACLE_HOMEの"dbs"サブディレクト
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リはOracle init$SID.oraを含んでいません。）   

2つの原因が考えられます。  

 • 指定されたSIDに対応するパラメータ・ファイルがありません。Oracleの設定をチェ

ックしてください。   
 • パラメータ・ファイルがデフォルトの場所にありません。dbsディレクトリからパラ

メータ・ファイルへのリンクを作成してください。  
  
 
"ERROR: $COMMAND failed to connect to Oracle Database." （エラー： $COMMAND
はOracleデータベースへの接続に失敗しました。）   
データベースへの接続を確立できませんでした。Oracleの設定をチェックしてください。  

  
"ERROR: ORACLE_HOME on $PriMach does not contain Oracle Database 
commands." （エラー： $PriMachのORACLE_HOMEはOracleデータベース・コマンド

を含んでいません。）   

入力されたORACLE_HOMEは無効です。正しいパスを入力してください。  

  
"ERROR: ORACLE_HOME on $SecMach does not contain Oracle DBA command." 
（エラー： $SecMachのORACLE_HOMEはOracle DBAコマンドを含んでいません。）   

入力されたORACLE_HOMEは無効です。正しいパスを入力してください。  

  
"ERROR: "bin" subdirectory of ORACLE_HOME on $SecMach does not exist." （エ

ラー： $SecMachのORACLE_HOMEの"bin"サブディレクトリはありません。）   

入力されたORACLE_HOMEは無効です。正しいパスを入力してください。  

  
"ERROR: Oracle sid = $SID: svrmgrl command not in subdirectory "bin" of 
ORACLE_HOME." （エラー： Oracle sid = $SID: svrmgrlコマンドはORACLE_HOME
の"bin"サブディレクトリにありません。）   

入力されたORACLE_HOMEは無効です。正しいパスを入力してください。  

  
"ERROR: Machine $SECMACH is not on the list of supported systems." （エラー： マ
シン$SECMACHは、サポートされているシステムの一覧にありません。）   

指定されたシステムはサポートされていません。『LifeKeeperリリース・ノート』を参照

してください。  

  
"ERROR: Invalid system for $FSNAME which is designated as shared on 
$PRIMACH!" （エラー： $PRIMACH上で共有されているものとして指定された$FSNAME
に対して無効なシステムです。）  

共有ファイル・システムは、入力されたサーバ名で共有されていません。正しいサーバ名

を入力してください。  

  
"ERROR: Invalid system for $DEV which is designated as shared on $PRIMACH!" 
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（エラー： $PRIMACH上で共有されているものとして指定された$DEVに対して無効なシ

ステムです。）  

共有ファイル・システムは、入力されたサーバ名で共有されていません。正しいサーバ名

を入力してください。  

  
"ERROR: The $CHUNKPATH is an Unknown file system or disk sector type for 
LifeKeeper." （エラー： $CHUNKPATHはLifeKeeperにとって未知のファイル・システ

ムまたはディスク・セクタのタイプです。）   

データベース・ファイルは、サポートされていないファイル・システムまたはディスク・

セクタにあります。『LifeKeeperリリース・ノート』を参照してください。  

“ERROR: Oracle database {SID} startup FAILED 
SQL> {SID}078: failure in processing system parameters 
LRM-00109: could not open parameter file 
'/opt/Oracle11gR2/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/init{SID}.ora' 
SQL> Disconnected” 

例えば、ORA01 の Oracle SID では、以下のようなメッセージが表示されます。: 

ERROR: Oracle database ORA01 startup FAILED 
SQL> ORA-01078: failure in processing system parameters 
LRM-00109: could not open parameter file 
'/opt/Oracle11gR2/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/initORA01.ora' 
SQL> Disconnected 

この事象は Oracle 11gR2 バイナリおよびプログラムファイル($ORACLE_BASE) を
非共有ストレージ上にインストールする際に発生します。 

$ORACLE_BASE/admin をデータベースインスタンスが作成さされているプライマ

リシステムからバックアップシステム(階層が拡張される場所)の
$ORACLE_BASE/admin.にコピーしてください。またこのディレクトリの所有権を

oracle:oinstall. に変更してください。 

また全ての*{$ORACLE_SID}* (ORA01 今回の例です。) ファイルをプライマリシス

テムの$ORACLE_BASE/product/11.2.0/dbhome_1/dbs からバックアップシステムの 
ORACLE_BASE/product/11.2.0/dbhome_1/dbs にコピーしてください。 

例えば、これらはプライマリシステムからバックアップへコピーされたファイルであ

り、ORACLE SID が ORA01 であるとします。 

-rw-r----- 1 oracle oinstall 1536 2010-09-08 18:25 orapwORA01 

-rw-r----- 1 oracle oinstall   24 2010-09-08 18:25 lkORA01 

-rw-r----- 1 oracle oinstall 2560 2010-09-08 18:30 spfileORA01.ora 

-rw-r----- 1 oracle oinstall 1544 2010-09-08 18:30 hc_ORA01.dat 

and a directory 

peshm_ORA01_0/: 

 

 35



階層の復元および削除エラー  
 

Oracle リソースをサービス中にするとき（復元）  
  
"LifeKeeper: *ERROR* xxx $ORACLE_SID **REQUIRES ORACLE 
ADMINISTRATION**" （LifeKeeper: *エラー* xxx $ORACLE_SID **Oracleの管理が必要

です***） （xxxはORA-と0～9の数字。 たとえば、ORA-5など）  

SIDのためのOracle設定作業が完了していません。詳しいトラブルシューティング情報は、

LifeKeeperのエラー・ログを参照してください。  

  

"LifeKeeper: *ERROR* Oracle database $ORACLE_SID startup FAILED." 
（LifeKeeper: *エラー* Oracleデータベース$ORACLE_SIDのスタートアップに失敗しま

した。）  

LifeKeeperはSIDのためのOracleインスタンスを開始できませんでした。詳しいトラブルシ

ューティング情報は、LifeKeeperのエラー・ログを参照してください。  

 

Oracle リソースをサービス停止にするとき（削除）  
 
  

"*ERROR* Oracle database $ORACLE_SID failed to shutdown." （*エラー* Oracleデ
ータベース$ORACLE_SIDのシャットダウンに失敗しました。）  

SIDのためのOracleインスタンスを停止できませんでした。詳しいトラブルシューティン

グ情報は、LifeKeeperのエラー・ログを参照してください。  

  

大接続の枯渇  
徴候: クライアントが接続されている間、LifeKeeper quickCheck がデーターベース・イ

ンスタンスのダウンを検出します。  

原因: Oracleデーターベース・インスタンスへの接続が 大まで使われ、quichCheckは状

態を決定するためのデーターベースを呼び出すことができません。その結果、ローカル・

リカバリーが行われます。  

処置: Oracleが有効な“processes” および “sessions” の現在の設定を 決定し、その二つの

数値を増強して下さい。  

  

  

トラブルシューティングに関するヒント  
 
 

制御ファイルの切り替えの失敗  
$ORACLE_HOMEディレクトリが回復されない場合、データベース制御ファイルが正しく

セットアップされていない可能性があります。自動切り替えの場合は、データベースの作

成中に制御ファイルを共有デバイス上に設定する必要があります。制御ファイルを別々の
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サーバに置く場合は、変更が必要になったときに両方のサーバを手動でアップデートする

必要があります。  

出力の打ち切り  
Oracleの一部のバージョンでは、show parameters control_filesをsqldbaモードで実行する

ときに、出力が打ち切られることがあります。使用しているOracleのバージョンがそのよ

うな動作をする場合は、以下の点を確認してください。  

• controlfileパラメータ。controlfileパラメータが、$Oracle_HOME/dbs/init#SID.ora
ファイルにあることを確認します。  

• controlfileデバイス。controlfileデバイスが、新規行ではなく、継続行で指定され、

各デバイスがコンマで区切られていることを確認します。  
 
Oracle関連のデバイスが正しく設定されていない場合は、LifeKeeper Application管理の下

で利用可能なファイル・システム・アプリケーションを使用して、手動で設定できます。  

 

 

共有ドライブ上に配置された Flash Recovery Destination  
構成のセクションでも記載されているように、Flash Recovery destinationが、共有ドライ

ブ上に配置されていることが重要です。Flash Recovery Area がどこに配置されているか

を確認する場合は、SYSDBAとして以下のクエリーを発行してください。: 

SQL> SELECT substr(Name,1,30) Name,  
 (SPACE_LIMIT/1024/1024/1024) Space_Limit_GB, 

       SPACE_USED/1024/1024/1024 Space_Used_GB, 
       SPACE_RECLAIMABLE, NUMBER_OF_FILES 
FROM V$RECOVERY_FILE_DEST; 
 
NAME               SPACE_LIMIT_GB SPACE_USED_GB SPACE_RECLAIMABLE 

------------------ -------------- ------------- ----------------- 

NUMBER_OF_FILES 

--------------- 

/U01/flash_recovery_area    3.76171875    .156448364           0 

              4 
 

下記は、 このタスクを完了させるために$ORACLE_HOME/dbs/spfile<sid>に変更を行う

場合の例です。  
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST='/oracledb/oracle/flash_recovery_area' 
scope=both;  

  

System altered. 

  

SQL> show parameter DB_RECOVERY_FILE_DEST; 

  

NAME                        TYPE        VALUE 
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---------------------------------------------------------------------- 

db_recovery_file_dest       string      /oracledb/oracle/flash_recovery_area 

db_recovery_file_dest_size  big integer 2G 

 

SQL> commit; 

   
  

 

データベース作成時の問題  
  

問題：  dbcaを使用してデータベース作成中に、

次のメッセージが表示された。
"ORA-00439 feature not enabled: 
string"（ORA-00439 この機能は使用でき

ません。： 文字列）   
処置：  環境変数$ORACLE_SIDの値を調べて、作

成しているSIDと同じか確認してくださ

い。  

問題：  スクリプトでデータベース生成中に、次の

メッセージが表示された。"ORA-01092 
ORACLE instance terminated. 
Disconnection forced"（ORA-01092 
Oracleインスタンスが終了しました。強制

的に切断されます。）   
処置：  bdumpディレクトリにある警告を参照し

てください。"ORA-12714 invalid 
national character set specified"
（ORA-12714無効な各国語キャラクタ・

セットが指定されました）というメッセー

ジが表示される場合は、環境変数

$ORA_NLS33の値を調べて、正しいロケ

ーションに設定されているか確認してく

ださい。  

問題：  dbcaで生成されたスクリプトでデータベ

ース作成中に問題が発生したら、次の手順

を実行してください。  
処置: 1. 次のディレクトリがなければ、必ず作

成してください 

 

Bdump 

cdump  

udump  
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<oracleデータベース・ディレクトリ
>/oradata sid  

<oracleデータベース・ディレクトリ>/dbs  

<oracleデータベース・ディレクトリ
>/admin/<SID>  

bdumpディレクトリとudumpディレクト

リのパスを調べる場合は、初期化ファイル

（init<SID>.ora）で調べてください。  

2. ファイル$ORACLE_HOME/dbs/orapw
が存在するか確認してください。 存在し

ない場合には、orapwdユーティリティを

使用して作成してください。 
 

  
 
  
  

  

 
 
 
 
データベース起動時の問題  

 

  

問題：  sqlplus を使用してデータベースを起動中に次のメッセージ

が表示された。"ORA-03113 end-of-file on communication 
channel"（ORA-03113 通信チャネルでファイルが終りにな

りました。）  
処置：  初期化ファイル（init<SID>.ora）とパスワード・ファイル

（orapw<SID>）がディレクトリ$ORACLE_HOME/dbs に

あるか確認してください。  
問題：  データベース起動中に次のメッセージが表示された。

"ORA-01092 ORACLE instance terminated. 
Disconnection forced"（ORA-01092 ORACLE インスタン

スが終了しました。強制的に切断されます）   
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処置：  bdump ディレクトリにある警告を参照してください。

"ORA-12701 CREATE DATABASE character set is not 
known"（ORA-12701 CREATE DATABASE で指定したキ

ャラクタ・セットが不明です）というメッセージが表示され

る場合には、環境変数$ORA_NLS33 の値を調べて、正しい

ロケーションに設定されているか確認してください。  
  

 
LifeKeeper の inqfail エラー・ログ   

 
フェイルオーバーに続いて、下記に表示されている例に似た inqfail エラーが

LifeKeeper のエラー・ログに表示された場合は、filesystemio の設定を変更する必要

があります。  

注意: ディスクIDおよびサーバ名はそれぞれの設定に対して異なります。   

Fri Apr 18 00:10:44 EDT 2008 quickCheck: 001001: Calling sendevent for resource 
"ppath8843" on server "satlcallcldb006"   
RECOVERY class=disk event=inqfail name=60060160A00D0000359F89C0BF1AD811   
この問題を解決するには、filesystemio=”SETALL” を filesystemio=”ASYNCH” へ設定

変更する必要があります。  

以下のSQLコマンドで設定を変更してください。:   

1. SQL> show parameter filesystemio;   

2. 以下のコマンドを使用して設定を変更してください:   

SQL> alter system set filesystemio_options=<XXXXXXX> scope=spfile;   

<XXXXXXX> can be set to   

<XXXXXXX> = {none | setall | direction | asynch}   

NONE - no optimization  

ASYNC - enable asynchronous I/O  

DIRECTIO – enable direct I/O  

SETALL – enables all available features  

重要: Oracle は、パラメータの再設定の後、再スタートする必要があります。  

 

付録 
Raw I/O を使用するための Oracle のセットアップ  

以下の手順に従って、ファイルの代わりに共有Raw I/Oデバイスを使用するOracleデータ

ベースを作成します。  

1. データベースを作成するために 低限必要なファイルの数とサイズを決めます。 これ

には、制御ファイル、テーブルスペース、リドゥログが含まれます。それらのアイテ

ムの一部をファイルとし、それ以外をRaw I/Oデバイスとする混合セットアップも可

能です。すべてのRaw I/Oデバイスが共有ディスク・パーティションを使用する必要
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があります。  

2. 必要な数のRaw I/Oデバイスを使用して、Raw I/Oセットアップを作成します。   

 
a.Oracleデータベースを作成するときに指定するサイズ以上のサイズでロー・デバイスを

作成します。  
 
b. rawコマンドを使用して、システム初期化ファイル（つまり、boot.localまたはrc.local）
にロー・デバイス・マッピングを作成します。どのロー・デバイスがどのOracleファイル

を表すのかを識別するために、意味のあるコメントを追加してください。これは、システ

ムのリブートを行う場合に、マッピングを再確立できるようにするために必要です。Raw 
I/OデバイスがLifeKeeperの保護下に置かれたら、これらのマッピングは手動でファイル

から削除してください。  
 
3. 以下のコマンドを使用して、ロー・デバイスをOracleデータベースに書き込み可能に

します。    chown oracle:dba /dev/raw[0-9]*  

4. マッピングを含むファイルを実行して、ロー・デバイスの設定をアクティブにします。    

5. データベース作成スクリプトがすでに存在している場合は、ステップ6へ進みます。

データベース作成スクリプトがない場合は、Oracle Java GUIツールの1つ（dbassist
またはdbca）を使用して作成できます。どちらのツールを使用する場合も[スクリプ

トとして保存]を選択してください。データベースの作成を選択しないでください。  
注：   

  
 • この時点でDB作成プロセスを開始しないでください。dbassistツールは、テーブルスペ

ースごとに指定されたファイルがすでに存在するかチェックし、それが存在する場合には

処理を行いません。dbcaツールはファイルを上書きするかどうかを確認するメッセージを

表示しますが、ロー・デバイスでは失敗します。どちらの場合も、これらのツールからロ

ー・デバイスを直接使用することはできません。  
 
  
6. データベース作成スクリプト（既存のもの、もしくはdbassistまたはdbcaで作成した

もの）を編集する必要があります。該当するファイル名（パスを含む）を、Raw I/O
デバイスのフル・パス名に置き換えます。対象となるファイルには（ 低限）データ

ベース作成ファイル（CREATE DATABASEコマンド用）とテーブルスペース作成フ

ァイル（CREATE TABLESPACEコマンド用）があります。選択したdbassistまたは

dbcaのオプションによっては、さらに別のファイルを編集しなければならない場合が

あります。また、必要に応じて、初期化ファイルを編集し、制御ファイルをRaw I/O
デバイスに変更します。初期化ファイルは、作成スクリプトが存在するディレクトリ

にあります。データ・ファイルの場合、編集結果は以下のようになります。  
...  

CREATE DATABASE "LK"  
maxdatafiles 254  
maxinstances 8  
maxlogfiles 32  
character set US7ASCII  
national character set US7ASCII  
DATAFILE '/dev/raw/raw1' SIZE 260M AUTOEXTEND ON NEXT 10240K  
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logfile '/ora/LK/redo01.log' SIZE 500K,  
'/ora/LK/redo02.log' SIZE 500K,  
'/ora/LK/redo03.log' SIZE 500K;  
...   
  
Raw I/Oデバイスのサイズは、格納するデータのためにOracleが必要とする 低限のサイ

ズにします。  
 
  
7. ここで、ステップ5で作成したスクリプトを実行してデータベースを作成します。  

8. 作成ログをチェックして、データベースまたはテーブルスペースのエラーが発生して

いないか確認します。  

9. 作成スクリプトでデータベースを作成中に問題が発生するか、後でロー・デバイスに

テーブルスペースを追加する場合、適切なツール（dbassistまたはdbca）でデータベ

ースを作成する必要があります。その後、sqlユーティリティから次のようなコマンド

を実行して、Raw I/Oデバイス・データ・ファイルを追加します。  
tablespace RAWTS  
DATAFILE ‘/dev/raw/raw217’ SIZE 50M REUSE  
DEFAULT STORAGE (INITIAL 50K NEXT 50K  
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 4) ONLINE  
  
 

階層作成後のテーブルスペースの追加  
LifeKeeperでOracle階層を作成したあとにRaw I/Oデバイスでテーブルスペースを追加す

る場合は、GUIを使用してLifeKeeper Raw I/O階層を作成し、Oracleリソース（親）とRaw 
I/Oリソース（子）の間に従属関係を手動で作成する必要があります。  

  

 
 
複数のリソースに対する共有 Oracle Listener の作成   

共有Oracle Listenerを作成する場合は、システム設定において以下のどれかのステー

トメントに当てはまるでしょう。:   

• 複数のOracle SIDに対して、複数のListenerが定義されている。  

• Oracle Listener が設定において重要なコンポーネントである。  

• 複数のOracle Listenerに対して1つの Listenerが定義されている。  

このプロセスで、LifeKeeper内のListenerの保護が様々なListenerおよびSIDの組み合わ

せを提供します。  

複数のリソースに対して共有のOracle Listenerを作成する場合は、下記の手順に従っ

てください。   

1. LifeKeeper GUI メニューから, EditそしてServerを選択してください。ドロップダ

ウン・メニューから、Create Resource Hierarchyを選択してください。   
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重要   リソースを作成するときは、Oracle アプリケーションが実行されてい

る必要があります。 

 

2. ダイアログ・ボックスが表示され、クラスタ内にインストール済みの認識されて

いるすべてのRecovery Kitがドロップダウン・リスト・ボックスに表示されます。

ドロップダウン・リストから[Oracle Database Listener]を選択します。[Next]を
クリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。  

3. 下記の情報を入力してください。どのダイアログ・ボックスでも、[Back]ボタンが

アクティブになっているときには、直前のダイアログ・ボックスに戻ることができま

す。これは、エラーが発生して、以前に入力した情報を訂正する必要がある場合に特

に役立ちます。階層作成手順のどの段階でも、[Cancel]をクリックすると、作成プロ

セス全体がキャンセルされます。  

  

フィールド   ヒント   

Switchback Type  intelligent もしくは automaticのどちらか

を選択してください。これは、サーバがフ

ェイルオーバした後、どのようにListener
リソースがサーバにスイッチバックされる

かを指示します。データ・レプリケーショ

ンを使用する場合は、スイッチバック・タ

イプはintelligentに選択してください。   
注意: スイッチバック・タイプはListener
リソースによって使用されるリソース(IP
およびファイルシステムリソースなど)に
依存するものと一致している必要がありま

す。そうでない場合は、作成に失敗します。  

Server  階層を作成したいサーバを選択してくださ

い。   

Listener 
Configuration File 
Path   

Oracle listener 設定ファイルへのフルパス

を選択してください。   

Listener Names(s)  Oracle Listener(s)の名前を選択し、リソー

ス・インスタンスを保護してください。   

Listener 
Executable(s)  

Oracleリスナープログラムの実行パスを選

択します。このパスはOracleリスナー を起

動・停止・監視・回復する際に必要となり

ます。  
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Listener Protection 
Level  

以下のレベルの1つを選択してください:   

Full Control (開始、停止、監視および回復)   

Intermediate Control (開始, 監視および回

復)   

Minimal Control (開始および監視のみ)   

Listener Recovery 
Level 

指定されたlistenerに対するリカバリ・レベ

ルの設定:   

Standard (On) –標準のLifekeeper リカバ

リを可能にします。Standard (On)が選択さ

れている場合は、全てのlistener障害がロー

カルで発生し、必要であれば、有効なバッ

クアップ・サーバへとフェイルオーバを行

います。   

Optional (off) – オプションのLifeKeeperリ
カバリを有効にします。 Optional (Off) を
選択した場合は、全てのlistener障害が局所

的に 発生しますが、有効なバックアップ・

サーバへフェイルオーバが行われません。  

IP Address 
Name(s) 

このリソース階層の依存関係として保護さ

れるIPアドレスのリソース名を選択してく

ださい。選択されたlistenerに関連したIPア
ドレスは選択リストに表示されます。IPリ
ソースが設定に必要がない場合は Noneを
選択してください。 

Listener Tag   サーバ上のリソースに対するユニークな名

前を入力してください。名前に対する有効

な文字は、アルファベット、数字および以

下の特別な記号になります。: - _ . /   

 
  
  
 
 

4. Create ボタンを選択し、階層の作成を開始します。インフォメーション・ボックスが

表示され、LifeKeeperがデータベースlistener リソース階層を作成するために提供し

た有効なデータを確認します。LifeKeeper が問題を検知した場合は、インフォメーシ

ョン・ボックスにエラーが表示されます。認証に成功すると、リソースが作成されま

す。  

5. Pre-Extend ウィザード・ダイアログはリソース階層の作成が完了した場合に表示され、

以下の情報を入力することになります。Extendのオペレーションに慣れていない場合
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は、それぞれのダイアログで選択をした後Nextを選択してください。  LifeKeeper 
Extend Resource Hierarchy のデフォルトに詳しく、入力/確認に対するプロンプトを

迂回したい場合は, Accept Defaultsを選択してください。  

フィールド   ヒント   

Target Server   階層が拡張されるターゲット・サーバ

を選択してください。リソースが少な

くとも1つのサーバへ拡張される前に

キャンセルを選択した場合は、

LifeKeeperは階層のアプリケーション

に対して保護をしません。   

Switchback Type   バックアップ・サーバへフェイルオー

バした後、サービスを起動する場合

に、どのようにOracle Listener インス

タンスがこのサーバにスイッチバッ

クするかを指示します。intelligent も
しくは automaticのどちらかを選択す

ることが可能です。switchback type 
は後で、Resource Properties dialog 
boxのGeneralタブより変更が可能で

す。注意: スイッチバック・ストラテ

ジーは、Oracle Listenerリソースによ

って使用されるリソースに依存する

ものと一致している必要があります。   

Template Priority   このフィールドは、作成機能から直接

拡張しなかった場合に表示されます。

リソースに対する連鎖フェイルオー

バ・シーケンスにおいて、テンプレー

ト・サーバの優先順位を1から999まで

の間の値を入力してください。低い数

値は高い優先順位となります。

LifeKeeperは、階層が作成されたサー

バの値を”1”に割り当てています。 ２
つのサーバは与えられたリソースに

対して同じ優先順位をもつことはで

きません。  

Target Priority   リソースに対する連鎖フェイルオー

バ・シーケンスにおいて、ターゲッ

ト・サーバの優先順位を1から999まで

の間の値を入力してください。低い数

値は高い優先順位となります。

LifeKeeperは、階層が拡張される 初

のサーバのデフォルト値を10にする
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ことを推奨します。  

 
  
  

6. pre-extend チェックに成功したというメッセージを受けた後、Nextをクリックし、

以下の情報を入力してください。  

  
  

フィールド   ヒント   

Listener Configuration File 
Path   

 Oracle Listener 設定ファイルに

たいするフルパスを選択してくだ

さい。   

Listener Executable(s) Path   Oracleリスナープログラムの実行

パスを選択します。このパスは

Oracleリスナー を起動・停止・監

視・回復する際に必要となります。  

Listener Tag   このフィールドはプライマリ・サー

バ上の新しいOracle Listenerリソ

ースにたいしてユニークな名前で

自動的に割り当てられます。デフォ

ルトのネーミング・パターンが表示

されます。他のユニークな名前を入

力することもできます。Listener tag
にたいする有効な文字は、アルファ

ベット、 数字および以下の特別な

記号になります。- : . /   

 
  

7. Extendをクリックしてください。階層の整合性を確認するウィンドウが,階層完了

のメッセージと共に表示されます。Next Server もしくは Finishをクリックして

ください。  

  

 
  

Listener 保護レベルのアップデート   
1. リソースを選択後、リソースツールバーから  ボタンを選択し、リソースの保護レ

ベルをアップデートしてください。   
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2. 以下の情報を入力してください。   

  
フィールド   ヒント   

Listener Protection Level  以下の1つを選択してください:   

Full Control (開始、停止、監視および回復)   

Intermediate Control (開始、監視および回

復)   

Minimal Control (開始および監視のみ)   

 
  

3. Updateを選択し、現在の状態から新しい状態へと保護レベルを選択してください。現

在の状態を変更しない場合は、Cancelを選択してください。   

Listener リカバリ・レベルのアップデート   
1. listenerを選択後、リソースツールバーから ボタンを選択し、リソースのリカバリ・

レベルをアップデートしてください。   

2. 以下の情報を入力してください。   

 

  

フィールド   ヒント   

Listener Recovery 
Level  

指定されたlistenerに対してリカバリ・レベル

を選択してください。   

Standard (On) – 標準の LifeKeeper リカバ

リを可能にします。Standard, (On) が選択さ

れている場合は、全てのlistener障害がローカ

ルで発生し、必要であれば、有効なバックア

ップ・サーバへとフェイルオーバを行います。  

Optional (Off) – オプションのLifeKeeper リ
カバリを可能にします。Optional (Off) を選択

した場合は、すべてのlistener障害が局所的に

発生しますが、有効なバックアップ・サーバ

へのフェイルオーバは行われません。   

Update Confirmation  Updateボタンを選択し、リカバリ・レベルを

現在の状態から新しい状態へと変更してくだ

さい。   

現在の状態を変更しない場合はCancelを選

択してください。   
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3. Updateを選択し、リカバリ・レベルを現在の状態から新しい状態へと変更してくださ

い。現在の状態を変更しない場合は、Cancelを選択してください。   

  

保護された Listener のアップデート   

1. Listenerを選択後、ツールバーから ボタンを選択し、保護されたListenerのアップ 

デートを行ってください。  

2. 以下の情報を入力してください。   

  
フィールド   ヒント   

Listener 
Name(s)   

リソース・インスタンスに対して、保護するOracle 
Listenerの名前を選択してください。   

IP Address 
Name(s)  

このリソース階層の依存関係として追加するIP アドレ

スのリソース名を選択してください。   

この設定に対して追加するIPリソースが存在しない場

合はNoneを選択してください。   

 
  

3. Updateを選択し、保護されたListenerおよびIPの割り当てを現在の状態から新しい状態

へと変更してください。現在の状態を変更しない場合は、Cancelを選択してください。   

Updateを選択した場合、ダイアログは特定のリソースに対する保護されたListenerがアッ

プデートされている状態を表示します。Finishをクリックしてください。  
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