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本書の目的 
本書には、Oracle SOA Suite Cloud on Marketplaceのディザスタ・リカバリ・ソリューションの構成についての説明、要件
の要約、設定手順が記載されています。本書の対象読者は、Oracle Cloud、Oracle SOA Suite、Oracle WebLogic、Oracle 
Database、Data Guard、およびOracle Databaseのバックアップとリカバリに関する知識を持つ技術者です。 

改訂履歴 
このホワイト・ペーパーには下記の改訂が行われてきました。 

 

日付 改訂 コメント 

2020年6月 1 初版 

2020年9月 2 ベスト・プラクティスのポイントを追加 
その他のライフサイクル操作に関する付録D（スケール・アウト、検証でスタンバイを開く）
を追加  
DRSのためのOracle RACのサポートとOracle RACのための手動DG構成を追加 
付録Aに、自動化されたData Guardでのリストアに関する注意点を追加 

2020年12月 3 「セカンダリSOA Suite on Marketplaceをプロビジョニングする」の表を更新 

2021年1月 4 「検証のためのセカンダリ・サイトのオープン」に注意点を追加  
入力ミスの訂正と表現の改善 

2021年3月 5 「付録D – その他のライフサイクル操作」に「スタンバイDBシステムの再作成」を追加 

2021年4月 6 OCI FSS/rsyncを使用したWLSドメイン構成レプリケーションのための追加のDRの方法を説明
するように改良。複数のセクションを更新 

2021年7月 7 “MFT Cluster”サービス・タイプのサポートも追加 
リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションを使用したWLSドメイン構成レプリ
ケーションのための追加のDRの方法を説明するように改良。「付録E – リージョン間ブロッ
ク・ボリューム・レプリケーションをベースとしたディザスタ・リカバリ」を追加 

2021年8月 8 OEL8ボックスから実行可能なDRSパッケージ・バージョンを追加 

2021年9月 9 5ページの脚注を追加 
スイッチオーバー操作にOCI DNSスイッチオーバーの例を追加 

2021年10月 10 ダイアグラムを更新。「前提条件」→「データベース」に情報を追加 

2022年1月 11 “RTOおよびRPOの概要”のポイントを追加 
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はじめに 

Oracle Maximum Availability Architecture（Oracle MAA）は、オンプレミス、プライベート・クラウド、パブリック・クラ
ウド、またはハイブリッド・クラウドにデプロイされるオラクル製品（データベース、Oracle Fusion Middleware、アプリケー
ション）のデータを保護し可用性を高めるためのベスト・プラクティス構想です。Oracle Maximum Availability Architecture
のベスト・プラクティスは、Oracleデプロイメントの重要な要件の1つとなっています。Oracle Fusion MiddlewareとOracle 
Databaseには、豊富な高可用性機能が含まれています。これらは、アプリケーション環境を計画外停止時間から保護し、 
計画停止時間を最小限に減らすことができます。高可用性機能には、プロセス停止の検出と再起動、クラスタ化、サーバーの
移行、クラスタウェアの統合、GridLinkデータソース、ロードバランシング、フェイルオーバー、バックアップとリカバリ、
ローリング・アップグレード、ローリング構成の変更などがあります。 

 
Oracle SOA Suite on Marketplace（SOAMP）は、クラウドでSOAアプリケーション（Oracle SOA Suite、Oracle Service Bus、
Oracle B2B、Oracle Managed File Transferなど）を実行するためのPlatform as a Service（PaaS）コンピューティング・プラッ
トフォーム・ソリューションです。Oracle SOA Suite on Marketplaceは、Oracle SOA Cloud Serviceとは異なる独自の新しい
PaaSソリューションであり、Oracle Cloud Infrastructureに完全に依存しています。OCI Console Marketplaceを使用してプロ
ビジョニングされ、（OCIロードバランサのような）他のOCIコンポーネントおよび（バックアップとリカバリのような）OCI
インフラスト ラクチャ ・ライフ サイクル 手順と完 全に統合 されてい ます。基 本インフ ラストラ クチャと して、Oracle 
Compute Infrastructure、Oracle Cloud Infrastructure Database、Oracle WebLogicを使用します。SOAMPでは、Oracle 
Platform Security Servicesの情報、インスタンス追跡、コンポジットとドキュメント・メタデータ、および他のOracle FMW 
Infrastructureスキーマを格納するためにOracle Databaseが必要です。標準的なOracle SOAデプロイメントでは、トランザク
ション一貫性の保持と管理の簡素化を目的として、アプリケーション・データ（アプリケーション固有のスキーマ、jmsスト
アなど）とSOA固有のスキーマを同じデータベースに格納します。SOA Suite on Marketplaceインスタンスでは、Oracle 
Cloud Infrastructure Databaseインスタンスを使用してこれらのスキーマを格納します。 

 
Oracle Cloud Infrastructure内のものも含め、どのOracle SOAデプロイメントも予期せぬ障害や自然災害から保護する必要が
あります。このディザスタ・リカバリによる保護機能では、中間層（Oracle SOA Suite on Marketplace）、データ層（Oracle 
Cloud Infrastructure Database）、LBR層（OCI LBRまたはサードパーティ）を対象とする必要があります。そのためのソリュー
ションとして、プライマリ本番サイトとは地理的に異なる場所にあるOracleクラウド・データセンターにスタンバイ・システ
ムをセットアップする必要があります。スタンバイ・システムのサービスとリソースの数は、本番サイトのサービスとリソー
スの数以下になることが普通ですが、オラクルでは、同じ容量でミラー構成を実行することを推奨します。スタンバイ・シス
テムは通常パッシブ・モードになっており、プライマリ・サイトが使用できなくなるとアクティブ化されます。このデプロイ
メント・モデルは、アクティブ-パッシブ・モデルとも呼ばれます。 

 
このホワイト・ペーパーは、Oracle SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリ（DR）に対応することを念頭に特に
作成されています。全体的なトポロジとセットアップ手順はSOA Cloud Service DR1の場合と非常によく似ていますが、手順
とスクリプトはSOA Suite on Marketplace固有の仕様に合わせて更新されています。 

 
 

 
 
 

1 SOA Cloud Service Disaster Recovery on OCI - Production and DR in the Cloud 

https://www.oracle.com/a/tech/docs/maa-soacs-dr-oci.pdf
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Oracle SOA Suite on Marketplace（Oracle SOAMP）では、Oracle Fusion MiddlewareとOracle Databaseに搭載された高可用
性機能とディザスタ・リカバリ機能を活用することにより、極めて厳しいリカバリ時間目標（RTO）とリカバリ・ポイント 
目標（RPO）を達成できます。クラウド・ディザスタ・リカバリ構成に特有の考慮事項もありますが、すべてのOracle 
Fusion Middleware（FMW）およびOracle Databaseのデプロイメントの場合と同様のOracle MAAベスト・プラクティスが適
用されています。このOracle MAA構想では、Oracle MAAのベスト・プラクティスについて詳しく説明し、SOA Suite on 
MarketplaceのDRをデプロイする手順の概要を示します。Oracle SOA on Marketplace Serviceディザスタ・リカバリ・ 
ソリューションでは、SOAコンポーネントのブートストラップに必要とされる構成ファイルの限定セットをレプリケートしま
す。アプリケーションによっては、他の構成ファイルをレプリケートすることが必要な場合もあります。このホワイト・ペー
パーでは、さまざまなアプリケーション・パラダイムに適合するように複数のオプションを示します。Oracle SOAで使用す
るOracle Cloud Infrastructure Databaseは、Oracle Data Guardを使用して災害から保護します。 

 
本書は、Oracle SOA Suite on Marketplaceの“SOA with SB & B2B Cluster”と“MFT Cluster”のサービス・タイプに適用さ
れます。 

 
本書の対象読者は、Oracle WebLogic Server、Oracle FMW SOA、Oracle Database、Data Guard、Oracle Databaseのバッ
クアップとリカバリに関する知識を持ち、Oracle Cloud2で提供されるサービスについて基本的に理解している技術者です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2  https://www.oracle.com/jp/index.html 

https://www.oracle.com/jp/index.html
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SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリ 

トポロジの説明 
Oracle SOA Suite on Oracle Cloud Marketplaceのディザスタ・リカバリ・ソリューションは、アクティブ-パッシブ・モデ
ルです。SOA Suite on Marketplaceデプロイメント、ロードバランサ、Oracle Cloud Infrastructure DBシステムから構成さ
れるプライマリ・シ ステムを1つ のリージョンに 配置し、SOA Suite WLSドメイン、ロードバ ランサ、Oracle Cloud 
Infrastructure DBシステムから構成されるスタンバイ・システムを別のリージョンに配置します。この同じトポロジを、 
複数の可用性ドメインが設定された1つのリージョンのスコープ内に実装することもできますが3、ディザスタ・リカバリに
よる保護を最大化するために、異なるリージョンを使用することが推奨されます。 

このドキュメントでは、“リージョン”、“データセンター”、または“サイト”という用語が、明確な区別なくOracle OCIリー
ジョンを表すために使用されています。“リージョン”、“データセンター”、または“サイト”は、同じ障害に影響を受けない
ほど（十分遠く）地理的に離れている、物理的に実在する場所です。たとえば、次のとおりです。AshburnとPhoenixは、
本書の文脈では2か所の異なるデータセンター、サイト、またはリージョンとなります。 

プライマリとスタンバイのOracle Cloud Infrastructure DBシステムは、Data Guardで構成されます。Data Guardの機能を
頼りに、プライマリ・データベースに適用されるすべての変更がセカンダリ・データベース（”スタンバイ"データベースと
して動作）にレプリケートされます。 

スタンバイのSOA Suite on Marketplaceドメインは、プライマリ・ドメインのレプリカです。プライマリ・ドメインと同じ
名前、スキーマ、パスワードなどを使用しますが、セカンダリ・データベースを参照します。WebLogic Serverのリスナー・
アドレスはプライマリ中間層ホスト名で構成されるため、セカンダリ中間層ホストでは、セカンダリIPに解決されるよう 
ホスト・ファイル内に関連する別名が作成されます。このドキュメントでは、このスタンバイ・システムを作成および構成
する手順を示します。 

フロントエンドでは、システムで実行されるアプリケーションにアクセスするため、一意の名前が設定されます。この 
“仮想”フロントエンド名は、プライマリ・サイトのOCIロードバランサのIPを参照します。スイッチオーバーの場合、この
フロントエンド名は、セカンダリ・サイトのOCIロードバランサのIPを参照するように更新されます。フロントエンド名は 
必ず、スイッチオーバーごとに、プライマリ・ロールを持つサイトのLBR IPを参照する必要があります。 

 

図1 SOA Suite on OCI Marketplaceのディザスタ・リカバリ・トポロジ 
 
通常の業務におけるスタンバイ・データベースはフィジカル・スタンバイです。マウント状態か、Active Data Guardを 
使用する場合は読取り専用モードで開かれます。スタンバイ・データベースは、プライマリからREDOを受け取り、適用し
ますが、読取り/書込みモードで開くことはできません。 

 
3  SOA Marketplaceでは、複数の可用性ドメインが構成されたリージョンでの可用性ドメイン障害に対処するため、中間層向けの保護機能を標準提供していま

す。この保護のために、SOAMPをリージョンのサブネットにデプロイする必要があります。このタイプのネットワーク内にデプロイした場合、Oracle SOA 
Suite on Marketplaceクラスタのノードは、稼働中のすべての可用性ドメインに均等に分散されます。ただし注意点として、Oracle Databaseでは異なる可用
性ドメインに同じRACクラスタのインスタンスを配置する構成はサポートされていません。そのため、リージョンを横断したDR保護を使用しない場合でも、
可用性ドメイン・レベルの障害からデータベース層を保護するために、Oracle Data Guardを使用する必要があります。 

https://www.oracle.com/database/technologies/high-availability/dataguard.html
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このドキュメントで説明するDRのセットアップとライフサイクルの手順の実行中、一部の動作の場合には、スタンバイ・
データベースがフィジカル・スタンバイからスナップショット・スタンバイに変換されます。スナップショット・スタンバ
イ・モードのデータベースは全体的に更新可能なデータベースです。スナップショット・スタンバイ・データベースは、プ
ライマリ・データベースからREDOデータを受け取ってアーカイブしますが、適用はしません。スナップショット・スタンバ
イに対して実行されたすべての変更は、そのスタンバイが再びフィジカル・スタンバイに変換されるときに破棄されます。 

データベース内に存在するすべての情報が、Data Guardによって自動的にセカンダリ・サイトにレプリケートされます。 
これには、SOAスキーマ、OPSS情報、カスタム・スキーマ、TLOG、JDBC永続ストアなどが含まれます。各サイトのローカ
ル・ファイル・システム内にあるWebLogicドメイン構成についても、プライマリ・サイトからセカンダリにレプリケートす
る必要があります。このレプリケーションは必須であり、初期DRセットアップ中に実行されます。また、システムの運用ラ
イフサイクルの間でも、構成変更のための保守をプライマリ・ドメインで実行するたびに、このレプリケーションが必要に
なります。オラク ルはこのWebLogicドメイン構成 レプリケーシ ョンを実行す る上で、Oracle Database File System
（Oracle DBFS）、OCI File Storage Service（FSS）とrsync、リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションの3
つの方法をサポートしています。これらはすべて同じトポロジを使用し、その仕組みも似ています。違いは、プライマリ・
サイトからスタンバイへの情報の送信方法にあります。 

• DBFSベースの方法では、ドメイン構成のコピーがDBFSファイル・システムのマウント・ポイントにステージング
され、Data Guardによってセカンダリ・サイトにレプリケートされます。DBFSマウントはデータベース内に存在す
るファイル・システムであり、NFSボリュームと同様にマウントできます。プライマリ・ドメイン構成がそのDBFS
マウントにコピーされ、それが基盤のData Guard機能によって自動的にスタンバイにレプリケートされます。セカ
ンダリ・サイトでは、中間層ホストでスタンバイ・データベースから同じDBFSマウント・ポイントをマウントでき
ます。これで、レプリケートされたドメイン構成データが利用できるようになり、DBFSマウントからセカンダリ・
ドメインにコピーされます。本書では、このプロセスをプライマリとスタンバイで自動化するためのスクリプトを
提供しています。 
この方法ではData Guardレプリカの堅牢性を活かすことができます。この方法はあらゆるシナリオで使用でき、
リージョン間の待機時間が中程度であるか長くかかるDRシナリオの場合に強く推奨されます。 

 

図2：WLSドメイン構成レプリケーションにDBFSの方法を使用する場合の、SOA in Marketplace DRトポロジ 
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図3：DBFSの方法によるWLSドメイン構成レプリケーションの論理フロー・ダイアグラム 
 

• OCI File Storage Service（FSS）とrsyncの方法では、プライマリのファイル・システムとセカンダリのファイル・
システムの2つの間で直接rsyncを実行することで、ドメイン構成をセカンダリ・サイトに送信します。この方法で
は、DBFSの方法と同様に、共有ファイル・システムを中間的な“ステージング”ポイントとして使用します。そのた
めに、FSSマウントを各リージョンで使用します。プライマリ・ドメイン構成をレプリケートするために、WLSド
メインがまずローカルのステージング用FSSマウントにコピーされ、次にrsyncによってリモートのFSSマウントに
コピーされます。その後、セカンダリ内で、ドメイン構成がセカンダリ環境のデータセンターのFSSからセカンダ
リ・ドメイン・ディレクトリにコピーされます。本書では、このプロセスをプライマリとスタンバイで自動化する
ためのスクリプトを提供しています。 
この方法は、データセンター間の待機時間が短く、接続が信頼できる場合に限り推奨されます。そのような状況で
あれば、Oracle OCIリージョン間での通信に動的ルーティング・ゲートウェイが使用されるからです。 

図4：WLSドメイン構成レプリケーションにOCI FSS/rsyncの方法を使用する場合の、SOA Suite in Marketplace DRトポロジ 
青色の矢印は構成のコピーの論理フローを示しています。rsyncコマンドは、プライマリ・サイトまたはスタンバイ・サイトのいずれかの
WebLogic管理ホストで実行します。つまり、リモート・コピーの場合、プライマリ・サイトのWebLogic管理ホストは、rsyncによって 
スタンバイのWebLogic管理ホストに接続します。 
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図5：OCI FSS/rsyncの方法によるWLSドメイン構成レプリケーションの論理フロー・ダイアグラム 
 

DBFSの方法はFSS/rsyncの方法と比較して、Oracleドライバの再試行ロジックが使用されるため可用性が高くなり、動作の
レジリエンスもより優れています。DBFSの方法はあらゆるシナリオで使用でき、データセンター間の待機時間が中程度であ
るか長くかかるDRシナリオの場合に強く推奨されます。ただし、構成レプリケーションにOracle DBFSを使用すると、セッ
トアップ、データベース記憶域、ライフサイクルの観点で追加の影響があります。 

FSS/rsyncの方法は、保守と構成が容易です。ただし、この方法は、動的ルーティング・ゲートウェイを使用するOracle OCI
データセンター間のDRシナリオでのみ推奨されます。データセンター間の通信で、たとえばパブリック・インターネットが
使用される場合は、十分短い待機時間とならず、FSS/rsyncの動作が信頼できなくなる可能性があります。また、FSS/rsync
の方法には、FSSの使用と、プライマリとスタンバイの中間層間で必要となる接続に追加のコストがかかる点にも注意が 
必要です（顧客の請求状態は本書の対象外です。この点の詳細については、オラクルのライセンス・チームにお問い合わせ
ください）。 

ドメイン構成のレプリケートにどの方法を使用するかにかかわらず、スタンバイ・データベースは、通常の業務を行ってい
る期間にシャットダウン・ステータスになると、プライマリから更新データを受信せず、非同期の状態になることに注意し
てください。この状態になると、スイッチオーバーを実行することが必要になった場合にデータを損失する可能性があるた
め、通常の業務の遂行中にスタンバイ・データベースを停止させることはお奨めしません。スタンバイの中間層ホストは停
止させることが可能ですが4、スタンバイ・サイトの管理サーバー・ホストが停止している場合、プライマリ・サイトから
レプリケートされる構成変更はセカンダリ・ドメイン構成にプッシュされません。スイッチオーバー・イベントの場合は、
スタンバイ中間層ホストを起動し、ドメインをプライマリの変更と同期させることが必要になると、RTOの値が増加します。 

 

• 3つ目のDRモデルは、リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションをベースとした方法です。この方法
では、WebLogicドメイン構成が格納された中間層ホストのブロック・ボリューム全体が、OCIのリージョン間ボ
リューム・レプリケーション機能を使用してセカンダリ・サイトにレプリケートされます。この機能によって、 
ブロック・ボリュームとブート・ボリュームの他リージョンへの非同期レプリケーションを継続的に自動で実行で
きます。構成レプリケーションでステージング・ロケーションを使用しないので、セットアップや継続的なレプ
リケーションのプロセスがDBFSやFSSの方法とは大きく異なります。このモデルでは、DBFSやFSS/rsyncの方法と
比較して、RTOは悪化し、スイッチオーバー操作も複雑です。しかし、このモデルによって、ミドルウェアベース
のPaaSサービスに加えて、コンピュート・インスタンスにアタッチされたブロック・ボリューム内に存在するすべて
のデータに適用可能な汎用ソリューションを実現できます。また、継続的、自動的にレプリカを生成できます。 
このモデル固有の利点と欠点、トポロジ、セットアップについて詳しくは、「付録E – リージョン間ブロック・ボ
リューム・レプリケーションをベースとしたディザスタ・リカバリ」を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 SOA Marketplaceでは、停止したコンピュート・インスタンスの請求はOCIコンピュート・モデルに従い、コンピュート・シェイプに依存します。
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Compute/Tasks/restartinginstance.htm#resource-billingを参照してください。 

 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Compute/Tasks/restartinginstance.htm#resource-billing
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前提条件 

ロードバランサ 
ディザスタ・リカバリ・ソリューションは、SOA Suite in Oracle Cloud MarketplaceがOCIロードバランサと一緒に構成され
ることを前提としています。ロードバランサは、着信するリクエストを分散できるようにするため、クラスタに複数のサー
バーが含まれる場合には必須です。 

SOA Suite on Marketplaceのプロビジョニング時に作成されるデフォルトのOCIロードバランサは、スコープ内のリージョン
に配置されます。リージョン内に複数の可用性ドメインが存在する場合は、1つのプライマリ・ロードバランサと1つのスタ
ンバイ・ロードバランサが同じリージョン内に作成されますが、それぞれ別々の可用性ドメイン内に配置されます。プライ
マリ・ロードバランサが停止すると、パブリックIPアドレスは、同じリージョン内のスタンバイ・ロードバランサに切り替
わります。サービスでは2つのロードバランサが同等に扱われ、どちらか片方を"プライマリ"に指定することはできません。
この方法によりロードバランサは、ロードバランサ層でローカル（リージョン内部）の高可用性を実現します。 

セカンダリ・リージョンにも同じトポロジが存在することになります。スタンバイ・サイトのドメイン用のOCI LBRは、 
スタンバイ・サイトのリージョンの可用性ドメインの1つに配置された1つのプライマリ・ロードバランサと、同じリー
ジョンの2つ目の可用性ドメインに配置された別のロードバランサで構成されます。 

これは、ディザスタ・リカバリ構成として十分な構成です。プライマリ・サイトおよびスタンバイ・サイトのロードバラン
サは、それぞれのローカルWebLogicクラスタにのみルーティングすればよいため、ロードバランサ間の構成レプリケー
ションは必要ありません。プライマリ・サイトのデフォルトのロードバランサ構成が手動で変更された場合に限り、セカン
ダリ・サイトのロードバランサでも同じ構成変更を手動で行う必要があります。 

詳しくは、OCIのロードバランシングに関するドキュメントを参照してください。 

データベース 
Oracle SOA Suite on Marketplaceには、Oracle Platform Security Servicesの情報、SOAインスタンス追跡、コンポジットおよ
びドキュメント・メタデータ、他のOracle FMW Infrastructureスキーマを格納するためデータベースが必要です。また、
WebLogic Serverドメインによって格納される、JMS永続ストアやJTAログなどのすべての永続情報用のデータベースを1つ使
用することも、MAAのベスト・プラクティスです。このベスト・プラクティスは、SOA Marketplaceでのデフォルトの標準構
成に含まれています。これはディザスタ・リカバリのトポロジで特に有用かつ重要な構成です。フェイルオーバーとスイッ
チオーバーのケースでは、Data Guardレプリケーションによって、スタンバイ・サイトでもこの情報が自動的に利用可能に
なります。 

ディザスタ・リカバリ・ソリューションでは、Oracle SOA Suite on OCI MarketplaceがOracle Cloud Infrastructure DBシス
テムで構成されていることを前提としています。本書では、記載される例および構成として、データベース・システムVMを
OCIで使用する場合に特化して説明します。本書に記載されるDRトポロジでは、プライマリ・データベースあたり1つのスタ
ンバイ・データベースのみがサポートされています。これは、DG構成をプライマリ・データベースあたり1つのスタンバイ・
データベースのみに制限しているOCIコンソールとも一致しています。5 

本書で説明されているDRのセットアップ手順はOracle RACデータベースでも動作保証されています。 

Oracle Autonomous Processing（ATP）は、このドキュメントの適用範囲外です。ATP（ATP-D）はリージョンを横断して
Data Guardをサポートするようになりましたが、PaaS DRに必要な多数の機能には対応しておらず（スナップショット・スタン
バイ変換、DGBrokerアクセスなど）、Oracle ATPはSOA Marketplaceのディザスタ・リカバリ トポロジでは使用できません。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Database/Tasks/usingdataguard.htmの「Oracle Data Guardの使用」を参照してください。   

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Balance/Concepts/balanceoverview.htm
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Database/Tasks/usingdataguard.htm
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要件 

フロントエンド・アドレス 
クライアントからSOAMPシステムへのアクセスは、プライマリとして使用中のサイトには依存しないようにする必要があり
ます。これを実現するには、システムへのアクセスに使用されるフロントエンド・アドレス名を一意にし、必ずその時の 
プライマリ・システムを参照するようにする必要があります。この名前は通常、"仮想フロントエンド"や"バニティURL"など
と呼ばれます。 

既存システムのフロントエンド・ホスト名アドレス（すでに存在する場合）は、障害に対する保護用の仮想フロントエンド
として再利用することが可能です。たとえば、元のシステムで“soampdrs.mycompany.com”をプライマリのバニティURLと
して使用していた場合は、スイッチオーバーまたはフェイルオーバー後にこの同じ仮想ホスト名をセカンダリ・サイトの
ロードバランサのIPアドレスに再度マッピングできます。 
どちらかのサイトにフロントエンド名がマッピングされるようにする場合は、適切なDNSサービス（Oracle Cloud DNS、
その他の商用DNS、ローカルDNS、またはローカルでのホスト解決）を使用する必要があります。仮想フロントエンド名
を使用するようにSOA WebLogicドメインを構成する方法については後述します。 

インスタンス名接頭辞 
SOA Suite on Marketplaceをプロビジョニングする際には、"インスタンス名接頭辞"を指定する必要があります。このプロパ
ティは、15文字以下に制限され、すべてのリソース名（WebLogic Serverドメイン名、クラスタ名、WebLogicサーバー名、
VMのホスト名など）の作成に使用されます。 
このプロパティは、プライマリとセカンダリのSOAシステムで同じ値に設定し、両方のシステムでWebLogicリソースの名
前が同じになるようにする必要があります。同じ名前を使用することによって一貫性が保証され、これは、JMSメッセー
ジやTLogのリカバリで必要になります。インスタンス名が同じであれば、両サイトでのカスタマイズや操作も容易になり
ます。 

異なるリージョンやコンパートメントで作成されている場合は、同じCloudテナンシーの複数のインスタンスで同じ"イン
スタンス名接頭辞"を使用することに制約はありません。各インスタンスは、その特定のリージョンとコンパートメントに
のみ表示されます。 

サイト間のネットワーク通信 
REDO転送のために、プライマリ・データベースとスタンバイ・データベースがそれぞれのリスナー・ポート経由で相互に通
信する必要があります。セカンダリの中間層ホストも、初期セットアップ時にプライマリ・データベースと通信する必要が
あります。 
FSS/rsyncの方法を使用する場合、rsyncによるコピーを正常に実行するためには、各サイトのWebLogic管理ホストに
対して、リモートのWebLogic管理ホストとのSSH（TCP/22）による通信を許可する必要があります。 
具体的なネットワーク要件について詳しくは、本書の「付録C - DRセットアップのネットワーク要件のサマリー」を 
参照してください。 
プライマリ・サイトとセカンダリ・サイト間の通信は動的ルーティング・ゲートウェイを使用したOracle内部ネットワークに
よって実現でき、この方法が推奨されます（ネットワーク構成についてさらに詳しくは、「動的ルーティング・ゲートウェイ」
に関するドキュメントを参照）。サイト間の通信はインターネット・ゲートウェイを介して行うこともできますが（Oracle 
Netのトラフィックは暗号化されます）、この方法は推奨されません。使用する方式に応じて、該当する受信ルールを有効に
する必要があります。セキュリティ・ルールは、仮想クラウド・ネットワークごとにSecurity Listsで構成します（OCIコン
ソールで、「Core Infrastructure」→「Networking Section」→「Virtual Cloud Network」の順に選択）。これについてさら
に詳しくは、OCIドキュメントの「セキュリティ・ルール」セクションで説明されています。 

レプリケートされるデータの量は、プライマリ・データベースによって生成されるREDOに応じて異なります。これは、 
アプリケーションの負荷、トランザクション能力、同時実行性などと直接的な関連があります。構成をレプリケートする場
合のDBFSのオーバーヘッドは一般に、Data Guardが同期する実行時データと比較するとあまり影響しません。スタンバ
イ・データベースに向けてREDOログ・ファイルが確実にタイミングよく配信されるようにするには、プライマリ・サイト
とセカンダリ・サイトの間に適切なネットワーク接続を確立する必要があります。Oracle Cloud Infrastructureのリージョン
は、高帯域幅のフォルトトレラントなネットワークと相互接続されており、99.95パーセント以上の信頼性（パケット損失
率は5/10,000以下）を達成し、待機時間も一貫しています。詳しくは、「Oracle Cloud Infrastructureデータセンターの地域」
を参照してください。 

WebLogicドメイン構成レプリケーションのためのステージング・ファイル・システム 
本書では、サイト間でSOA WLSドメイン構成をレプリケート するための2種類の方法 を説明しています（DBFSおよび
FSS/rsync）。いずれの方法でも、WebLogicホスト内にマウントされるアシスタンス・ファイル・システム（それぞれDBFS、
FSS）が必要になります。以降のセクションでは、各ケースでのステージング・ファイル・システムの構成について、固有の
情報を詳しく説明します。  

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Network/Tasks/managingDRGs.htm
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Network/Concepts/securityrules.htm
https://www.oracle.com/jp/cloud/architecture-and-regions/
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カスタム・ファイル 
MDS、SOAコンポジット・デプロイメント、ポリシーは、データベースに格納されているため、Data Guardによってサイト
間で自動的に同期されます。Oracle SOA Suite on Marketplaceで使用されるWebLogic Serverドメイン構成のほとんどは、 
以下の点を考慮して最初にサイト間で同期されます。 

• 各SOAシステムは、DRのセットアップが完了した後も、ローカルDBへの接続に使用する元のJDBC URLを保持しま
す。両方のロケーションから同じスキーマが参照されるように、スキーマ接頭辞のみが変更されます。 

• weblogic_domain_name/config以下の構成はすべて、WebLogic Infrastructureにより、WebLogicクラスタ機能ご
とに同じサイトの他のノードに自動的に配布されます。 

• カスタム・アプリケーションのデプロイメント（ワークフロー・タスクear、カスタムear/warファイル、デプロイメ
ント・プラン、JMSリソースなど）および管理サーバーのWLSドメイン・ディレクトリ以下に存在する（一時データ
を除く）すべてのデータは、本書で説明されている手順を使用してサイト間で最初に同期されます。このドキュメ
ントの以降のセクションでは、構成レプリカの実行方法について詳しく説明します。 

他のノードまたはWebLogic管理サーバーのドメイン・ディレクトリ外に他のデータが存在する場合は、セカンダリ・ロケー
ションに手動でコピーする必要があります。 

SLA要件 
Oracle SOA Suite on Marketplaceはユーザー管理の環境です。ユーザーは、可用性、データ保護、およびパフォーマンスにつ
いて、所定の構成およびアプリケーションの場合に期待する実際的なサービス・レベルを決める必要があります。サービス・
レベルは、すべてのData Guard構成に適用される、ディザスタ・リカバリに関係した次の3つの次元ごとに設定する必要があ
ります。 

可用性：リカバリ時間目標（RTO）は、停止した場合の最大許容停止時間を表します。これには、停止の検出に要す
る時間と、データベース、Web層、SOAサーバーをフェイルオーバーしてサービスを再開するまでに要する時間が 
含まれます。詳しくは、このドキュメントのRTOおよびRPOの概要セクションで説明します。 

• データ保護：リカバリ・ポイント目標（RPO）は、許容可能な最大データ損失量を表します。SOAの場合でRPOが 
特に関係するのは、トランザクション・ログ、JMSメッセージ、SOAインスタンス情報です。これらはすべて同じ
データベースに格納されているためです。実際に達成可能なRPOは次の要因によって異なります。 

• 使用可能なネットワーク帯域幅。 
• ネットワークの信頼性。 
• 使用するData Guard転送方式：非同期（データ損失ほぼゼロの保護を実現）または同期（データ損失ゼロ

の保護を実現）のいずれか。 
詳しくは、このドキュメントのRTOおよびRPOの概要セクションで説明します。 

• パフォーマンス：スタンバイ・システムにプロビジョニングされている容量（コンピュート、メモリ、I/Oなど）が
プライマリ・システムより少ないと、データベースと中間層の応答時間がフェイルオーバー後に変わる可能性が 
あります。これは、コストを削減するためにユーザーが意図的にスタンバイ・リソースを控えめに構成し、DRモデ
ル内の間はサービス・レベルが低下することを容認している場合に発生します。Oracle MAAのベスト・プラクティ
スでは、Web、アプリケーション、データベースの各層でプライマリとスタンバイの両方を同容量のリソースで構
成し、フェイルオーバー後も応答時間が変わらないようにすることをお奨めします。クラウドでは迅速なプロビ
ジョニングが可能なため、当初は容量を少なめにデプロイし、フェイルオーバーが必要な場合は新しいプライマリ
を迅速にスケール・アップするという妥協案が可能です。 

 
加えて、セカンダリ・サイトのホストおよびサービスのステータスが、RTOとRPOに影響する可能性があります。「はじめに」
で述べたように、スタンバイ・データベースは、通常の業務を行っている期間にシャットダウン・ステータスになると、 
プライマリから更新データを受信せず、非同期の状態になります。この状態になると、スイッチオーバーを実行することが
必要になった場合にデータを損失する（RPOに影響）可能性があるため、通常の業務の遂行中にスタンバイ・データベースを
停止させることはお奨めしません。 
スタンバイの中間層ホストは停止させることが可能ですが、停止している間はプライマリ・サイトからレプリケートされる
構成変更はセカンダリ・ドメイン構成にプッシュされません。スイッチオーバー・イベントの場合は、中間層ホストを起動
してプライマリと同期することが必要になると、RTOの値が増加します。したがって、セカンダリの中間層ホストを起動して
おくこと（WebLogic管理対象サーバーは停止）をお奨めします。詳しくは、付録Dの「スタンバイ・サイトでコンピュート・
インスタンスを停止させる場合」を参照してください。 
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注：DRに関連したサービス・レベルに関係なく、該当するDatabase Cloud Service6で定義されているサービス記述に従ってすべて
のデータベース・インスタンスが作成されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6 http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/paas-iaas-public-cloud-2140609.pdf 

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/paas-iaas-public-cloud-2140609.pdf
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SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリのセットアップ 
このドキュメントでは、開始点として、OCI DBシステム、SOA Suite on Oracle Cloud Marketplaceシステム、ロードバランサ
（OCI LBR）で構成されるプライマリ・サイトが稼働していることを前提としています。地理的に離れたサイトに存在する 
セカンダリDR構成は、この既存のプライマリ・システムに対して作成されます。 

プライマリ・システムはすでに本番環境で稼働している可能性があるため、DRの構成プロセスは停止時間が最小限になるよ
うに設計されています（フロントエンド・アドレスを変更した場合のみ、WebLogicサーバーの再起動が必要となります）。 

次のフロー・チャートは、本書で説明する3つのモデルについて、ディザスタ・リカバリのセットアップ・プロセスの手順を
示しています。 

 

 

図6：本書で説明するすべてのモデルに関するDRセットアップ手順のフロー・チャート 
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[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ more /etc/hosts 
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 
… 

# 仮想フロントエンド名 
111.111.111.111 soampdrs.mycompany.com 

 

 

「トポロジの説明」で説明したとおり、WebLogicドメイン構成のセカンダリ・サイトへのレプリケート方法に応じて、DBFS、
FSS/RSYNC、リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションの3つのDRモデルが存在します。 

このセクションではこれ以降、DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルを使用する場合のDRセットアップの実行方法を説明しま
す。以下は、セットアップ・プロセスの手順の概要です。 

1. 仮想フロントエンド名を選択する 
2. 仮想フロントエンドのプライマリ中間層を準備する 
3. セカンダリ・サイトのデータベースをセットアップする 
4. セカンダリ・サイトのSOA Suite on Marketplaceをプロビジョニングする 
5. 仮想フロントエンドのセカンダリ中間層を準備する 
6. WebLogicドメイン構成レプリケーションのためのステージング・マウントを構成する 
7. DRSツールをダウンロードして実行する 

リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションをベースとするDRモデルは他の2つのモデルと大きく異なるため 
（ステージング・ロケーションを使用しません）、このモデルについては別途説明しています。「付録E – リージョン間ブロッ
ク・ボリューム・レプリケーションをベースとしたディザスタ・リカバリ」を参照してください。 

1. 仮想フロントエンド名を選択する 
MarketplaceでSOA Suiteインスタンスが作成されると、プロビジョニングされているロードバランサが特定のフロントエン
ドIPアドレスをリスニングします。フロントエンドの完全修飾ドメイン名（FQDN）がシステムで入力されることや構成され
ることはありません。プライマリ・サイトのLBRが1つのフロントエンドIPアドレスをリスニングし、セカンダリ・サイトの
LBRが別のフロントエンドIPアドレスをリスニングします。各WLSクラスタの“Frontend Host”プロパティが、対応するロー
ドバランサのフロントエンドIPアドレスと共にデフォルトでプロビジョニングされます。 
ディザスタ・リカバリ・トポロジでは、クライアントは、"クラウドのリージョンやデータセンター"に依存しないフロント
エンドFQDNによるURLを使用してシステムにアクセスする必要があります。これは通常、"仮想"フロントエンド名や"バニ
ティURL"などと呼ばれます。この仮想フロントエンド名は、その時点でアクティブなプライマリ・サイトのLBR IPアドレス
に 解 決 さ れ ま す 。 ユ ー ザ ー は 、 DNS ド メ イ ン の 範 囲 内 で シ ス テ ム の 仮 想 フ ロ ン ト エ ン ド 名 を 選 択
（“soampdrs.mycompany.com”など）し、外部から解決できるようにする必要があります。プライマリ・システムにアクセ
スするためにこの名前がすでに構成されている場合は、DR構成に再利用できます。 
この仮想フロントエンド名を外部から解決するには、その名前を任意の公式パブリックDNSに登録する必要があります（あ
るいは、その名前をクライアントのローカルのホスト・ファイルに追加することもできます）。WebLogicホストのスコープ
内で仮想フロントエンド名をローカルに解決するには、次のポイントで説明するように、DRSツールを実行する前に、そのシ
ステムのホスト・ファイルを手動で構成する必要があります。 

システム内のLBRのパブリックIPアドレスを確認するには、OCIコンソールにログインし、適切なリージョンとコンパートメ
ントを選択し、「Load Balancers」セクションに移動し、使用中のLBRをクリックして、そのLBRがリスニングしているパブ
リックIPアドレスを調べます。 

a. 仮想フロントエンドのプライマリ中間層を準備する 
プライマリ中間層をDR構成のために準備するには、プライマリ中間層でいくつかのアクションを実行する必要があります。 

a) すべてのプライマリ中間層ホストの/etc/hostsファイルに仮想フロントエンドの名前とIPアドレスを追加する。 

どれがDNS経由でクライアント向けに解決されているかにかかわらず、各サイトで常にそのローカルのLBRを解決す
る必要があります。rootユーザーとして、/etc/hostsファイルを編集し、プライマリLBRのパブリックIPを仮想フロ
ントエンドのFQDNにマッピングします。すべてのプライマリWebLogicホストで同じ手順を繰り返します。例： 

注：プライマリSOAホストの/etc/hostsファイルを、スイッチオーバーまたはフェイルオーバーの際に変更しないでくださ
い。プライマリSOAホストは常に、仮想フロントエンド名を自らのフロントエンドのIPアドレスへと解決します。スイッチ
オーバーおよびフェイルオーバーの実行中に必要となるDNS更新は、DNSまたはSOAクライアントが使用するホスト・ファ
イル内で実行されます。 

b) WebLogic SOAクラスタのフロントエンド名プロパティを構成する。自分のインスタンスのWebLogicコンソールに
ログインし、次の手順を実行します。 
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• 「Environment」→「Cluster」の順に移動し、クラスタを選択します。 
• 「Configuration」→「HTTP」の順に移動します。 
• Frontend Hostを仮想フロントエンドのFQDN（“soampdrs.mycompany.com”など）に設定します。 
• 保存して有効化します。 
• この変更を有効にするには、クラスタを再起動する必要があります。 

図7：クラスタのフロントエンド・ホストの構成 

 

c) クラスタ構文でt3/rmi URL（使用する場合）を更新する。 

WebLogicクラスタでのRMI呼出しに使用されるURLは、各サイトで使用されるIPまたはホスト名を認識しないように
する必要があります。host:port,host:portJNDIのURL構文を使用するのではなく、クラスタ構文を使用するように 
変更します。クラスタ構文はcluster:t3://cluster_nameです7。たとえば、JMSアダプタのファクトリ・プロパティを
この構文を使用したものに変更する場合は、次の手順を実行します。 

a. SOAインスタンスのOracle WebLogic Server管理コンソールにログインします。 
b. Domain Structureの左ペインで「Deployments」をクリックします。 
c. 右側のペインのSummary of Deploymentsの下にある「JmsAdapter」をクリックします。 
d. 「Configuration」→「Outbound Connection Pools」タブの順にクリックします。 
e. oracle.tip.adapter.jms.IJmsConnectionFactoryを展開し、構成済みのコネクション・ファクトリを表示し

ます。 
f. 使用している特定のインスタンス（例：eis/wls/Queue）をクリックします。コネクション・ファクトリの

Outbound Connection Propertiesが開きます。 
g. 「Lock & Edit」をクリックします。 
h. FactoryPropertiesフィールド（Property値の下の対応するセルをクリック）で、java.naming.provider.url

フィールドを、クラスタ構文java.naming.provider.url= cluster:t3://cluster_nameを使用するように変更し
ます（残りのフィールドはそのままにしておきます）。 

i. プロパティを更新したら「Save」をクリックします。Save Deployment Planページが表示されます。 
j. デプロイメント・プランのロケーションを入力します。 
k. SOAノード1のデプロイメント・プランをSOAノード2のまったく同じディレクトリ/ロケーションにコピー

するか、SOAシステムに存在するデフォルトのDBFSマウント・ポイントを、デプロイメント・プランを 
ホ ス テ ィ ン グ す る ロ ケ ー シ ョ ン と し て 使 用 し ま す （ SOA ク ラ ス タ 内 の す べ て の ノ ー ド が 
/u01/soacs/dbfs/shareにアクセスできます）。 

l. 「Save and Activate」をクリックします。 
m. 「Lock & Edit」をクリックします。 
n. 「Deployments」をクリックし、「JMS Adapter」を選択して「Update」をクリックします。 

 
 

7  t3/RMI URLでクラスタ名構文を使用できるのはドメイン間の呼出しの場合のみです。SOAドメインの外部にあるt3/rmiクライアントではこのアプローチを使
用することができず、セカンダリ・サイトへの切替えでは、host:portリスト形式の適切なDNSマッピングを使用する必要があります。JNDI InitialContext取
得ではTCPロードバランサを使用可能ですが、JMSクライアントからの後続のリクエストはそれぞれのhost:portに直接接続するため、この場合にはセカンダ
リ・サイトのホストIPへのDNSマッピングも必要になります。 
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o. 「Update this application in place with new deployment plan changes (A deployment plan must be 
specified for this option)」を選択し、共有ストレージの場所に保存したデプロイメント・プランを選択し
ます。クラスタに含まれるすべてのサーバーからこのプランにアクセスできる必要があります。 

p. 「Finish」をクリックして変更を有効化します。 

同様に、システムで使用されるその他のすべてのカスタムJNDI URLも更新し、スイッチオーバーやフェイルオー
バーが発生したときにセカンダリ・サイトでもURLが有効であるようにする必要があります。 

2. セカンダリ・サイトのデータベースをセットアップする 
セカンダリ・サイトのデータベースは、プライマリ・データベースのData Guardフィジカル・スタンバイとして作成され
ます。これを実現する方法のオプションとしては、OCIコンソールを使用してData Guardを有効化する方法（このドキュメ
ントでは、"自動化Data Guard"と呼びます）と、dgmgrlコマンドを使用してスタンバイ・データベースを手動で作成および
構成する（このドキュメントでは、"手動Data Guard"と呼びます）方法の2つがあります。 

推奨アプローチは、OCIコンソールを使用してData Guardを構成する方法（オプション1）です。この方法では、OCIコン
ソール・ユーザー・インタフェースと統合され、このコンソールを使用してDBシステム内のOracle Data Guard対応付けを
管理することができます。また、Data Guardでのバックアップの標準構成を備えています。OCIコンソールを使用してData 
Guardを有効化するには、「オプション1）OCIコンソールを使用したData Guardの構成」の指示に従ってください。 

何らかの理由で使用環境においてData Guardを有効化する機能を使用できない場合（各DBシステムのフレーバー/エディ
ションでData Guardのリージョン横断機能の可用性を確認する方法については、DBシステムのドキュメントを参照してくだ
さい）でも、このホワイト・ペーパーで示すスクリプトを使用してData Guardを手動で構成できます。これについては、
「オプション2）Data Guardの手動構成」を参照してください。 

3.1. オプション1）OCIコンソールを使用したData Guardの構成 
OCIコンソールを使用してData Guardを有効化する場合は、プライマリDBシステムで「Enable Data Guard」をクリックする
と、セカンダリDBシステムがフィジカル・スタンバイとして自動的にプロビジョニングおよび構成されます。このための要
件は、両方のDBシステムが同じコンパートメント内に存在すること、両方のDBシステムが同じシェイプ・タイプであること、
DBシステムが異なるリージョンに存在する場合はそれらがリモートVCNピアリングを介して接続されていることなどです。
これらの要件について詳しくは、Oracle Cloud Infrastructureのドキュメントで「Oracle Data Guardの使用」を参照してくだ
さい。 

プライマリ・データベースに対してData Guardを有効にするには、OCIコンソールにログインし、プライマリDBシステムに
移動して、プライマリ・データベースをクリックします。Data Guardは、"Data Guard Associations”セクションで有効化で
きます。セカンダリDBシステムの構成プロパティのほとんど（バージョンやDB名など）は、プライマリから継承されるため
事前定義されていますが、一部の構成プロパティについては指定する必要があります。次の表に、これらのプロパティの例
と要件を示します。 

 

DBシステム構成プロパティ 既存のプライマリDB 
システム/例 

セカンダリDB 
システム/例 

自動化DGの要件 

Oracle Cloudテナンシー XXXX/paasmaa YYYY/paasmaa 必ず同じ値 

コンパートメント XXXX/soadr XXXX/soadr 必ず同じ値 

リージョン XXXX/Ashburn YYYY/Phoenix 必ず異なる値（DRでは異なるリー
ジョンの使用を推奨） 

可用性ドメイン XXXX/efEXT:US-ASBURN-
AD1 

YYYY/efXT:PHX-AD-1 必ず異なる値 

ピアDBのシステム名 XXXX/drdba YYYY/drdbb 必ず異なる値 

シェイプ XXXX/VM.Standard2.1 XXXX/VM.Standard2.1 必ず同じ値 

仮想クラウド・ネットワーク XXXX/soadrvcn1ash YYYY/soadrvcn1pho システムは遠隔地にあると想定して
いるため、プライマリとは異なる 
（リモートVCNピアリングを介して
接続） 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Database/Tasks/usingdataguard.htm
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クライアント・サブネット XXXX/soadrvcn1ashAD1 XXXX/soadrvcn1phoAD

1 

必ず異なる値 

ホスト名接頭辞 XXXX/drdba YYYY/drdbb 必ず異なる値 

管理者パスワード XXXX/acme1234# XXXX/acme1234# 必ず同じ値 

3.2. オプション2）Data Guardの手動構成 
プライマリとスタンバイで同じクラウド・テナンシーを使用できない場合、およびOCIで提供される自動化Data Guard構成オ
プションがDR構成に関係するDBフレーバーやロケーションに関して有効化されていない場合は、Data Guardを手動で構成す
る必要があります。この場合、セカンダリ・データベースは通常DBシステムとしてプロビジョニングされる必要があり、その
後、このドキュメントで示すいくつかのセットアップ・スクリプトを実行することによってスタンバイとして構成されます。 

3.2.1 セカンダリ・データベースのプロビジョニング 

注：Data GuardがOCIコンソールを使用して有効化されている場合は、これらの手順を省略し、「セカンダリ・サイトのSOA Suite  
on Marketplaceをプロビジョニングする」から続行します。 

 

Data Guardを手動構成する場合は、まず、プライマリで使用されているものと同じデータベース名、PDB名、リリース、
パッチ・レベル、エディションを使用して、セカンダリ・データベースをプロビジョニングする必要があります。そのため
には、スタンバイを作成する前にプライマリ・システムにパッチを適用することが必要になる場合があります（特に、プラ
イマリ・システムの使用期間が長い場合）。オラクルでは、プライマリで使用されるのと同じコンピュート・シェイプと 
ストレージ・サイズを使用するようお奨めします。Cloud DBシステムに記載される手順に従って、スタンバイ・データセン
ターで必要なデータベース・システムをプロビジョニングしてください。 

次の表に、スタンバイDBシステムの作成プロセスで使用する必要があるプロパティの例と要件を示します。 
 

DBシステム構成プロパティ 既存のプライマリDB 
システム/例 

セカンダリDB 
システム/例 

手動DGの要件 

Oracle Cloudテナンシー XXXX/paasmaa YYYY/paasmaa 異なる値でも可 

コンパートメント XXXX/soadr YYYY/soadr 異なる値でも可 

リージョン XXXX/Ashburn YYYY/Phoenix 必ず異なる値 

可用性ドメイン XXXX/efEXT:US-ASBURN-
AD1 

YYYY/efXT:PHX-AD-1 必ず異なる値 

DBシステム名 XXXX/drdba YYYY/drdbb 必ず異なる値 

シェイプ XXXX/VM.Standard2.1 XXXX/VM.Standard2.1 必ず同じ値 

合計ノード数 N/1 N/1 必ず同じ値 

Oracle Databaseソフト 
ウェアのエディション 

EE、EE-HPまたはEE-EP EE、EE-HPまたはEE-EP 必ず同じ値 

使用可能なストレージ XXXX/256 XXXX/256 必ず同じ値 

ライセンス・タイプ LI、BYOL/BYOL LI、BYOL/BYOL 異なる値でも可 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Database/Tasks/creatingDBsystem.htm
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[opc@drDBb ~]$ nc -vw 5 -z 10.0.0.79 1521 
Ncat:Version 7.50 ( https://nmap.org/ncat ) 
Ncat:Connected to 10.0.0.79:1521. 
Ncat:0 bytes sent, 0 bytes received in 0.07 seconds. 

 

 
SSH公開鍵 XXXX YYYY 異なる値でも可 

仮想クラウド・ネットワーク XXXX/soadrvcn1ash YYYY/soadrvcn1pho 必ず異なる値 

クライアント・サブネット XXXX/soadrvcn1ashAD1 XXXX/soadrvcn1phoAD1 必ず異なる値 

ホスト名接頭辞 XXXX/drdba YYYY/drdbb 必ず異なる値 

データベース名 XXXX/ORCL XXXX/ORCL 必ず同じ値 

データベースのバージョン XXXX/18c XXXX/18c 必ず同じ値 

PDB名 XXXX/PDB1 XXXX/PDB1 必ず同じ値 

管理者パスワード XXXX/acme1234# XXXX/acme1234# 必ず同じ値 

自動バックアップの有効化 X/チェックを入れる Y/チェックを外す スタンバイでは無効にすることが必須 

 

注：セカンダリ・サイトに作成されるデフォルト・データベース・インスタンスは、Data Guardスタンバイ・データベースとして 
使用できないため後で削除します。必要なライフサイクル・スクリプトがプライマリDBと同じ構成でシステムにシードされるよう
にするために、スタンバイ・データベースはプライマリと同じ名前で作成します。 

 

必要なパッチを両方のロケーション（プライマリとセカンダリ）のDBに適用し、両方のパッチ・レベルが同じになるように
してください。より正確には、Data Guard構成には、12cバージョンのバグ22611167に対する修正が必要です。opatch出力
にチェックを入れてプライマリとセカンダリの両方のDBシステムでこのバグのパッチが適用されているかどうか確認し、 
未適用の場合には適用してください。最新のOCI 12cR2 DBシステムは、このバグのパッチが事前インストールされています。 

3.2.1. プライマリとセカンダリの間でのData Guardの構成 

注：Data GuardがOCIコンソールを使用して有効化されている場合は、これらの手順を省略し、「セカンダリ・サイトのSOA Suite  
on Marketplaceをプロビジョニングする」から続行します。 

 

プライマリとセカンダリの既存のデータベース間でData Guardを手動構成するには、次の手順を実行します。 

シングル・インスタンス・データベースの場合： 

a) Data Guard内のプライマリとスタンバイのデータベースは、リスナー・ポートで相互に通信する必要があります。
また、それぞれのデータベースが、適切なリスナー・ポートでそれ自体のIPに到達できるようになっている必要もあ
ります。これらの接続を可能にするため、各VCN（プライマリとスタンバイ）で必ず適切な受信ルールを定義してく
ださい。 
この通信は、ncコマンドを使用して検証できます（ネットワーク・トポロジに応じてパブリック/プライベートIPを
使用）。 
プライマリからセカンダリの場合： 

 [opc@drDBa ~]$ nc -vw 5 -z  <secondary_db_ip> 1521  

セカンダリからプライマリの場合： 

 [opc@drDBb ~]$ nc -vw 5 -z <primary_db_ip> 1521  

正しい出力の例： 

https://nmap.org/ncat
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[opc@drdbb ~]$ chmod o+r /tmp/ORCL.GZ 

DGMGRL> show configuration 
Configuration - ORCL_lhr2bb_ORCL_fra22g_12:09: 
Protection Mode:MaxPerformance 

Members: 
ORCL_lhr2bb - Primary database 
ORCL_fra22g – Physical standby database 

Fast-Start Failover:Disabled 
Configuration Status: 
SUCCESS (status updated 33 seconds ago) 

 

 
 

注：プライマリ・サイトとセカンダリ・サイトでインターネット・ゲートウェイを使用して相互に通信する場合はパブ
リックDBシステムを使用し、プライマリVCNとセカンダリVCNの間の通信が動的ルーティング・ゲートウェイを使用して
内部で実行される場合には内部DBシステムのIPを使用してください。 

 
b) dataguardit_primary.shスクリプトをダウンロードし、プライマリ・データベース・ノードにアップロードします。 
c) oracleユーザーでそのスクリプトを開き、説明を読み、最初のセクションで説明されている変数をカスタマイズしま

す。カスタマイズが済んだら、oracleユーザーでスクリプトを実行します。出力として、プライマリからスタンバイ
にコピーする必要があるtarファイルが作成されます。tarファイルが作成されるロケーションは、スクリプトの変数
を使用してカスタマイズできます。 

d) 出力tarファイルをスタンバイ・データベース・ノードにコピーします。Oracleユーザーがファイルの読取り権限を
持っていることを確認します。opcユーザーとしてアップロードされた場合は、他のユーザーも読取り可能にしてく
ださい。例： 

e) dataguardit_standby_root.shスクリプトをダウンロードし、セカンダリ・データベース・ノードにアップロードします。 
f) rootユーザーでそのスクリプトを開き、説明を読んで、最初のセクションで説明されている変数をカスタマイズします。 
g) カスタマイズが済んだら、rootユーザーでスクリプトを実行します。スクリプトにより、既存のデータベース・イン

スタンスが削除され、プライマリを複製した新しいデータベースが作成されます。また、Oracle Data Guard Broker
に必要なデータベース・リスナーと構成もセットアップされます。 

h) スクリプトの実行状況を監視し、エラーがないか確認します。 
スクリプトによりログ・ファイル（/tmp/dataguardit_date.log）が作成されます。トラブルシューティング情報が
ないかどうかこのログを調べます。スクリプトが失敗した場合は再実行することができます（前に失敗したときの
内容はすべてクリーンアップされます）。 

i) スクリプトが完了したら、プライマリ・システムからData Guard Broker CLIを入力して構成を確認します（REDOを
適用して処理が完了するまでにはしばらく時間がかかる場合があります）。 

Oracle RACデータベースの場合： 

Oracle RACの場合は、OCIコンソールを使用してData Guardを構成するよう強く推奨します。特定のシナリオにおいてこれが
実現不可の場合にのみ、Oracle RAC DBシステム用にOracle Data Guardを手動で構成するため、RAC-DG-setup-scripts.zipの
スクリプトを代わりに使用できます（これらのスクリプトは、シングル・インスタンスDBでOracle DGを手動構成するための
スクリプトとは異なる点に注意してください）。この場合は、RAC-DG-setup-scripts.zipパッケージをダウンロードし、
README.txtの指示に従ってください。これらのスクリプトでは、『Creating a Physical Standby using RMAN Duplicate (RAC 
or Non-RAC)(Doc ID 1617946.1)』で説明されている、2つのOCI Oracle RAC DBシステム間でData Guardを構成するための手順
を自動化しています。 

プライマリとスタンバイのOracle RACが（同じバージョン、エディション、ノード数などで）すでにプロビジョニングされ
ており、動的ルーティング・ゲートウェイを介して通信可能であることが要件です。 

3. セカンダリ・サイトのSOA Suite on Marketplaceをプロビジョニングする 
また、セカンダリ・ロケーションにプロビジョニングされるセカンダリSOAMPのバージョンとパッチ・レベルが、プライマリ・
サイトで稼働中のものと一致していることを確認してください。SOAMPのプロビジョニングでは、4つの最新バージョンが提
供されます。つまり、顧客は同じSOAMPバージョンを3～6か月の時間枠でプロビジョニングできます。セカンダリのプロビ
ジョニング時に、プライマリSOAMPのPSUまたはパッチ・レベルを使用できない場合は、新たにプロビジョニングされたセ
カンダリ・サイトと同じレベルまで、プライマリSOAPMにパッチを適用する必要があります。それぞれのSOAMPバージョン
でプロビジョニングされるパッチ・レベルについては、「What’s New in Oracle SOA Suite on Marketplace」で確認してくだ
さい。 
セカンダリSOAシステムは、スナップショット・スタンバイ・モードで開いている必要があるセカンダリDBシステムを参照し
て作成されます。セカンダリSOA Suite on OCI Marketplaceをプロビジョニングする前に、スタンバイ・データベースを 
スナップショット・スタンバイに変換します。これにより、スタンバイ・データベースがプライマリからの変更を適用するの
を中止して、セカンダリSOAを作成するために必要なことから、読み書き可能で開くようにします。このため、プライマリ
DBホストでoracleユーザーとして以下のコマンドを実行します。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/dataguardit-primary.zip
http://www.oracle.com/a/tech/docs/dataguardit-standby.root.sh.zip
http://www.oracle.com/a/tech/docs/RAC-DG-setup-scripts.zip
http://www.oracle.com/a/tech/docs/RAC-DG-setup-scripts.zip
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/whats-new-soa-suite-marketplace.html
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前の手順でスナップショットに変換されたセカンダリDBシステムを参照してセカンダリ・サイトのSOAシステムを作成する
には、SOA Suite on OCI Marketplaceのドキュメントの手順に従う必要があります。 

注意点として、Stack Nameは異なっていても構いませんが、プライマリ・ロケーションで使用したものとまったく同じイン
スタンス名接頭辞を使用する必要があります。オラクルでは、理想的なフェイルオーバーやスイッチオーバーの動作のため、
プライマリとスタンバイの両方のロケーションでまったく同じ容量とコンピュート構成を使用するようお奨めします。 

以下の表に、プロビジョニング・ウィザードで設定するオプションをまとめます。 
 

SOA Suite on Marketplaceの 
プロパティ 

プライマリでの値/例 セカンダリでの値/例 DRの要件 

リージョン XXXX/Ashburn YYYY/Phoenix 必ず異なる値 

バージョン XXXX/12.2.1.4 XXXX/12.2.1.4 必ず同じ値 

スタック名 XXXX/soampdrsPrim YYYY/soampdrsStby 異なる値でも可 

インスタンス名接頭辞 XXXX/soampdrs XXXX/soampdrs 必ず同じ値 

サービス・タイプ XXXX/SOA with SB & B2B 
Cluster 

XXXX/SOA with SB & B2B 
Cluster 

必ず同じ値。 

このドキュメントでは“SOA with 
SB & B2B Cluster”と“MFT Cluster”
のサービス・タイプをサポート 

コンピュート・シェイプ XXXX/VM.Standard2.1 XXXX/VM.Standard2.1 必ず同じ値 

SSH公開鍵 XXXX YYYY 必ず同じ値 

クラスタ・ノード数 N/2 N/2 必ず同じ値 

管理ユーザー名 XXXX/weblogic XXXX/weblogic 必ず同じ値 

管理者パスワード XXXX/acme1234# YYYY/acme1234# 必ず同じパスワード（KMSで暗号
化されている場合、暗号化された
値は異なっていても可） 

KMS復号化の使用 X/チェックを外す X/チェックを外す 異なる値でも可。 

KMSは任意で、プロビジョニング
でのみ使用 

ネットワーク・コンパートメン
ト 

XXXX/soadr YYYY/soadr 異なる値でも可 

VCN XXXX/soadrvcn1ash YYYY/soadrvcn1pho 必ず異なる値 

サブネット XXXX/soadrvcn1ashAD1 YYYY/soadrvcn1phoAD1 必ず異なる値 

    

ロードバランサのプロビジョニ
ング 

必ずチェックを入れる 必ずチェックを入れる 両方にチェックを入れる 

データベース戦略 データベース・システム データベース・システム 必ず同じ値 

[oracle@drdba ~]$dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname 
DGMGRL> CONVERT DATABASE “secondary_db_unqname” to SNAPSHOT STANDBY; データベース
" secondary_db_unqname"をスナップショット・スタンバイ・データベースに変換しています。
しばらくお待ちください...データベース"secondary_db_unqname"の変換が終了しました 

https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-oracle-soa-suite-marketplace.html
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DBシステム XXXX/drdba YYYY/drdbb 必ず異なる値 

DBシステム内のデータベース XXXX/ORCL XXXX/ORCL 必ず同じ値 

PDB XXXX/PDB1 XXXX/PDB1 必ず同じ値 

データベース管理者 SYS SYS 必ず同じ値 

データベース管理者パスワード XXXX/acme1234# XXXX/acme1234# 必ず同じパスワード（KMSで暗号
化されている場合、暗号化された
値は異なっていても可） 

カスタムRCUスキーマ接頭辞を
指定する 

チェックを入れる/チェッ
クを外す 

チェックを入れる/チェック
を外す 

自分でカスタム・スキーマを指定
するか、プロビジョニング担当者
に無作為のスキーマ接頭辞を作成
してもらうことができます。 

（「カスタムRCUスキーマ接頭
辞を指定する」にチェックを入
れた場合のみ） 
カスタム・スキーマ接頭辞 

XXXX / PREFIXA YYYY / PREFIXB 必ず異なる値 
チェックを入れてカスタムRCUス
キーマ接頭辞を指定することにし
た場合は、プロビジョニング問題
を回避するため、セカンダリのプ
ロビジョニング時に別のRCUス
キーマ接頭辞を指定する必要があ
ります。 
セカンダリ・スキーマは後ほど破
棄され、DRをセットアップした
後は、プライマリ・スキーマのみ
が使用されます。 

RCUスキーマのカスタム・パス
ワードを指定する 

チェックを入れる/チェッ
クを外す 

チェックを入れる/チェック
を外す 

同じ設定にすることができる 

（「RCUスキーマのカスタム・
パスワードを指定する」に
チェックを入れた場合のみ） 
カスタムRCUスキーマのパス
ワード 

XXXX / acme124# XXXX / acme124# 同じ設定にすることができる 

高度なサービス・インスタンス
（ポート） 

XXXX XXXX 必ず同じ値 
必ずプライマリの場合と同じポー
トを使用する 

 

注：プロビジョニング時に鍵管理サービスを使用するかどうかは任意です。チェックを入れると、KMSサービスは、SOA Suite on 
Marketplaceのプロビジョニング時のパスワードの暗号化と復号化でのみ使用されます。実行時またはライフサイクルのタスクでは
使用されません。プライマリとセカンダリのプロビジョニングでは、同じ鍵管理サービス・エンドポイントと鍵IDを使用することも、
異なる値にすることもできます。この最後のケースでは、プロビジョニング・ウィザードに入力される暗号化パスワードは、暗号化
前のパスワードが同じでも異なります。 

 

プロビジョニング・プロセスが完了したら、SOA Suiteサーバーが正常に動作するか検証できます。 
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[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ more /etc/hosts 
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 

… 
# 仮想フロントエンド名 
222.222.222.222 soampdrs.mycompany.com 

[oracle@soampdr14-soa-1 ~]$ df -h | grep dbfs 
dbfs-@ORCL:/ 229G 128K 229G 1% /u01/soacs/dbfs 
dbfs-@ORCL:/ 229G 128K 229G 1% /u01/soacs/dbfs_directio 

 

 
 

注：Oracle SOA Suite on Marketplaceでは、それぞれのSOAクラウド・インスタンスに固有の接頭辞を使用してSOAスキーマをプロ
ビジョニングします。これは、最初のプロビジョニングの時点では、セカンダリ・ロケーションのサーバーがプライマリとは異なる
スキーマ名を使用するということを意味します。これにより、セカンダリ・ロケーションにある初期状態のSOAMPドメインによる
コンポジットやフローの実行が阻止されるため、すでに稼働しているシステムにとっては重大な問題となります。どの時点において
も、1つのサイトにのみ、使用可能なデータベースを参照するアクティブなSOAサーバーが存在する必要があります。 
そうでな い場合 、メッ セージ やコー ルバッ クの重 複が発 生し、SOA システ ムの一 貫性が 損なわ れるこ とにな りかね ません。 
 
セカンダリ・ロケーションのJDBC文字列を更新し、本番と同じスキーマが参照されるようにする（DRがセットアップされた後）と、
スナップショットへの変換を行った場合は、本番サーバーから参照されていたデータと同じデータがセカンダリ・ロケーションにあ
るSOAサーバーから参照されるようになります。SOAのフロー、コールバックなどに保留中のものがあれば、セカンダリ・ロケー
ションにあるサーバーは処理を完了させようとします。そのため、スタンバイ・データベースからスナップショットへの変換や複製
が発生する前に、プライマリ・サイトでインスタンスがドレインされて完了していることが重要です。 

4. 仮想フロントエンドのセカンダリ中間層を準備する 
すべてのセカンダリSOA中間層ホストの/etc/hostsファイルに、フロントエンドの名前とIPアドレスを追加する必要があり
ます。rootユーザーで/etc/hostsファイルを編集し、セカンダリLBRのパブリックIPを仮想フロントエンド名にマッピングし
ます。すべてのセカンダリ中間層ホストで同じ手順を繰り返します。例： 

セカンダリWebLogicクラスタのフロントエンド・アドレスは、プライマリWebLogicドメイン構成からコピーされるため、
WebLogicコンソールでその情報を更新する必要はありません。 

 

注：セカンダリSOAホストの/etc/hostsファイルを、スイッチオーバーまたはフェイルオーバーの際に変更しないでください。セカンダ
リSOAホストは常に、仮想フロントエンド名を自らのフロントエンドのIPアドレスへと解決します。スイッチオーバーおよびフェイル
オーバーの実行中に必要となるDNS更新は、DNSまたはSOAクライアントが使用するホスト・ファイル内で実行されます。 

5. WebLogicドメイン構成レプリケーションのためのステージング・マウントを構成する 
WLSドメイン構成をレプリケートするための前述の2つの方法のうち1つを使用する場合は、このセクションの手順に従って、
使用するディザスタ・リカバリ・トポロジ向けのオプションを構成します。 

6.1. オプション1）DBFSベースの方法を使用する場合のDBFSマウントの構成 
SOA Suite on OCI Marketplaceは、データベース・ファイル・システム（DBFS）マウントがすでに構成およびマウントされた
状態で届きます。DBFSファイル・システムは、データベース表に格納されるファイルやディレクトリの最上位に位置する 
標準のファイル・システム・インタフェースです。DBFSファイル・システムは、データベースに格納されるため、すべての
中間層ホストがアクセス可能な共有ファイル・システムとして使用できます。そのため、SOA Suite on OCI Marketplaceで構
成されるDBFSファイル・システム（direct-ioアクセスの場合は/u01/soacs/dbfs or /u01/soacs/dbfs_directio）により、イン
スタンスの中間層ノード間でファイル（たとえば、デプロイメント計画のxmlファイル）を共有できます。 

このドキュメントで説明するディザスタ・リカバリ・ソリューションでは、このDBFSファイル・システムがSOA Suite on 
OCI Marketplaceインスタンスでも動作可能であることを前提としています。このソリューションは、ディザスタ・リカバリ
の初期セットアップでプライマリからスタンバイに変更を同期するためのアシスタンス・ファイル・システムとして使用され、
システムのライフサイクル期間における構成変更のレプリケートでも使用されます。DBFSマウントは、ディザスタ・リカバ
リに関連したそのほかのWebLogic実行時操作では使用されないため、サービスにとって重要ではなく、システムのパフォー
マンスに大きな影響を与えることもありません。 
SOAMPホストをプロビジョニングすると、デフォルトでDBFSファイル・システムが構成されマウントされた状態になります。 

マウントされていない場合は、スクリプト$DOMAIN_HOME/dbfs/dbfsMount.shを使用してマウントできます。 
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SOAMP DRではこのDBFSマウント（/u01/soacs/dbfs）を利用してプライマリのWebLogicドメイン構成をセカンダリ・サイ
トに送信します。 

DBFSベースの方法のトポロジを使用する場合は、「手順7.ディザスタ・リカバリ・セットアップ（DRS）ツールを実行する」に
進んでください。 

6.2. オプション2）FSS/rsyncの方法を使用する場合のFSSマウントの構成 
FSS/rsyncの方法でWebLogic構成をレプリケートする場合、プライマリ・サイト用とセカンダリ・サイト用の2つのFSSファ
イル・システムを作成する必要があります。これらのファイル・システムのマウント先はローカル・ホストのみになります。
セキュリティとパフォーマンスの理由から、このトポロジでリージョンを横断して直接NFSマウントを実行することはありま
せん。これらのファイル・システムのマウントは、サイト間でrsyncコマンドを使用してデータをレプリケートするための 
ステージング領域として使用されます。この領域にドメイン構成のコピーが保存されます。これらが実行時に使用されるこ
とはありません。 

初期DRセットアップの実行時、プライマリFSSボリュームをプライマリ・サイトの管理サーバー・ホストにマウントし、 
セカンダリFSSボリュームをすべてのセカンダリ・サイトのSOAホストにマウントする必要があります。セカンダリ・サイト
のマウントはすべてのホストで利用できるようにする必要があります。このマウントが、DRセットアップ・フェーズですべ
てのセカンダリ・サイトのSOAホストにレプリケートされるドメイン構成の初期コピー用のソースとして使用されるためです。 

 

注：最初の構成同期（初期DRセットアップ時に実行される処理）が完了した後は、FSSマウントはプライマリとスタンバイのWLS 
管理ホストのみで必要になります。すべてのノードでのマウントに必要となる他のアーティファクトを保存していない場合は、他の
WLSノードからはアンマウントしても構いません。 

 
図8：アシスタンスFSSファイル・システムを使用した、rsyncによるWLSドメイン構成のレプリケート 
青色の矢印は構成のコピーの論理フローを示しています。rsyncコマンドは、プライマリ・サイトまたはスタンバイ・サイトのいずれかの
WebLogic管理ホストで実行します。つまり、リモート・コピーの場合、プライマリ ・サイトのWebLogic管理ホストは、rsyncによって  
スタンバイのWebLogic管理ホストに接続します。 

OCI FSSマウントを構成しマウントするには、以下の手順を実行します。 
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 FSSの構成と 

マウントの手順 
詳細 プライマリのサンプル値 セカンダリのサンプル値 

1 各リージョンで
マウント・ター
ゲットを作成す
る（まだ存在し
ていない場合） 

-OCIコンソールに接続する 
-適切なリージョンとコンパートメント 
（プライマリまたはセカンダリ）を選択する 

-「File storage」→「Mount target」に移動す
る 

-「Create Mount target」をクリックする 
-作成後、それぞれのIPアドレスをメモしてお
く 

新規マウント・ターゲット名： 
soampdrPri_mt 
可用性ドメイン： 
<プライマリSOAと同じ>  
仮想クラウド・ネットワー
ク： 
<プライマリSOAと同じ>  
サブネット： 
<プライマリSOAと同じ> 

新規マウント・ターゲット名： 
soampdrStby_mt 
可用性ドメイン： 
<セカンダリSOAと同じ>  
仮想クラウド・ネットワーク 
<セカンダリSOAと同じ>  
サブネット： 
<セカンダリSOAと同じ> 

2 各リージョンで
File Storage 
Service（FSS）
ファイル・シス
テムを作成する 

-OCIコンソールに接続する 
-適切なリージョン（プライマリまたはセカン
ダリ）を選択する 

-「File storage」→「File System」に移動する 
-「Create File System」をクリックする 
-各ケースで適切なマウント・ターゲットを選
択する 

名前： 
soampdrPri_fss 
可用性ドメイン： 
<プライマリSOAと同じ>  
エクスポート： 
/fssmount 
マウント・ターゲット： 
soampdrPri_mt（前の手順で
作成） 

名前： 
soampdrStby_fss 
可用性ドメイン： 
<セカンダリSOAと同じ>  
エクスポート： 
/fssmount 
マウント・ターゲット： 
soampdrStby_mt（前の手順
で作成） 

3 FSSマウントに
必要となる 
ネットワーク・
セキュリティ・
ルールを確認/設
定する 

ホストとマウント・ターゲット間のNFSトラ
フィックを許可するために、各サブネットで一
部のネットワーク・ルールが必要になります。
使用するファイル・システムに適したセキュ
リティ・ルールをセットアップするには、
「Configuring VCN Security Rules for File 
Storage」の説明を参照してください。 

 

4 SOAホストに
ファイル・シス
テムをマウント
する 

すべてのSOAホストで実行： 
-ローカルのマウント・ポイントを作成する# 
sudo mkdir /fssmount 

注：/fssmountをマウント・ポイントとして使
用してください。これがDRセットアップ・ス
クリプトによってマウント・ポイントとして
期待される値です。 

プライマリ・ホストの/etc/fstabに追加する行のサンプル（必
ず1行で記述）： 
10.1.0.49:/fssmount /fssmount nfs 
defaults,nofail,nosuid,resvport 0 0 

  -rootユーザーで、/etc/fstabを編集しマウント
を追加して、適切なマウント・ターゲットの
リージョン固有IPアドレス（プライマリ・サイ
トのプライマリ・マウント・ターゲットIP、セ
カンダリ・サイトのセカンダリ・マウント・
ターゲットIP）を指定する： 

<mount_target_ip_address>:<export_name> 
<your_local_mount_point> nfs 
defaults,nofail,nosuid,resvport 0 0 

 
セカンダリ・ホストの/etc/fstabに追加する行のサンプル（必
ず1行で記述）： 
 
10.2.0.52:/fssmount /fssmount nfs 
defaults,nofail,nosuid,resvport 0 0 

  -新しいファイル・システムをマウントする： 
# sudo mount –a 

 

  参照：Mounting File Systems From Unix- Style 
Instances 

 

5 マウントされた
ファイル・シス
テムを確認する 

すべてのSOAホストで実行： 
# df -h | grep fssmount # ls -la /fssmount 

プライマリSOAホストでの実行結果のサンプル： 
[root@soampdrs-soa-0 opc]# df -h | grep fssmount 
10.1.0.49:/fssmount 8.0E 0 8.0E 0% /fssmount 
 
セカンダリWLSホストでの実行結果のサンプル： 
[root@ soampdrs-soa-0 opc]# df -h | grep fssmount 
10.2.0.52:/fssmount 8.0E 0 8.0E 0% /fssmount 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/securitylistsfilestorage.htm#Configuring_VCN_Security_Rules_for_File_Storage
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/securitylistsfilestorage.htm#Configuring_VCN_Security_Rules_for_File_Storage
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/mountingunixstyleos.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/mountingunixstyleos.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/mountingunixstyleos.htm
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java -classpath /u01/app/oracle/middleware/wlserver/server/lib/weblogic.jar utils.dbping ORACLE_THIN system 
<system_password> <primary_ip_to_check>:1521/<primary_db_service> 

 

 
6 後で使用す

るフォルダ
を作成する 

-FSSボリュームのマウント後、oracleユーザー
でフォルダ“domain_config_copy”を作成する
（両方のサイトのSOAホストの1つで以下のコ
マンドを実行）： 
# sudo chown oracle:oracle /fssmount  
# sudo su - oracle 
# mkdir -p /fssmount/domain_config_copy 
 
注：記載のとおり、
/fssmount/domain_config_copyという名前の
フォルダを作成してください。これがDRセッ
トアップ・スクリプトによって期待される値
です。 

このコマンドをプライマリ
WLS管理ホストで実行する 

このコマンドをセカンダリWLS
管理ホストで実行する（FSSマ
ウントが残りのセカンダリWLS
ホストで共有されているため、
繰り返し実行する必要なし） 

6. ディザスタ・リカバリ・セットアップ（DRS）ツールを実行する 
ディザスタ・リカバリ・セットアップ（DRS）ツールは、SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリ・セットアップ
の構成手順を編成し、実行するフレームワークです。 

a) 必須のサイト間の接続性を確認する 

現行のDRSツールでは、サイト間で次の通信を許可する必要があります。 

• セカンダリ中間層ホストからプライマリDBのIP、ポート1521（および、RACデータベースを使用する場合はプラ
イマリ・スキャンIP）。 

リモート・ピアリングと動的ルーティング・ゲートウェイを介し、プライマリとセカンダリのデータベースがOCI内
部のネットワーク・インターコネクトを使用して接続する場合、セカンダリ中間層ホストはプライマリDBホストの
プライベートIP（および、RACデータベースを使用する場合はプライマリ・スキャンIP）に接続します。これが推奨
アプローチです。 

プライマリとセカンダリのデータベースがそれぞれのパブリックIPを介して接続する場合（サイト間でリモート・  
ピアリング/DRGが使用されないため）、セカンダリ中間層ホストはプライマリDBホストのパブリックIPに接続します。
これは一般には推奨されるアプローチではなく、Oracle RAC DGに適していません。 

ネットワーク・シナリオに応じて、DRSを実行する前に、oracleユーザーとしてすべてのセカンダリ中間層でクイック・
チェックを実行して、プライベート/パブリック・プライマリ・データベースIPへの接続を検証することができます。 

• プライマリWLS管理ホストからセカンダリWLS管理ホストのIP、ポート22 

FSS/rsyncの方法の場合のみ、プライマリからセカンダリへのWebLogicドメインのrsyncコピーを実行するために必
要です。 
リモート・ピアリングと動的ルーティング・ゲートウェイを介し、プライマリとセカンダリのサイトがOCI内部の
ネットワーク・インターコネクトを使用して接続する場合、プライマリWLS管理ホストはセカンダリWLS管理ホス
トのプライベートIPに接続します。これが推奨アプローチです。 
プライマリとセカンダリのホストがそれぞれのパブリックIPを使用して接続する場合（サイト間でリモート・ピアリ
ング/DRGが使用されないため）、プライマリWLS管理ホストはセカンダリWLS管理ホストのパブリックIPに接続し
ます。これは推奨アプローチではありません。 

具体的なネットワーク要件について詳しくは、本書の「付録C - DRセットアップのネットワーク要件のサマリー」を
参照してください。 

b) DRSを実行するホストを選択する 

このツールは、両方のサイトにわたるDRトポロジ内にあるSOAおよびDBホストへのSSH接続が可能なすべてのホスト
（OEL 7またはOEL 8のオペレーティング・システムを搭載）から実行できます。次のいずれかの方法を使用できます。 
• SOAノードの1つからDRSを実行します。 

• クラウド・テナンシー内の別のコンピュート・インスタンス（OEL 7またはOEL 8）からDRSを実行します。このコ
ンピュート・インスタンスはDRSツールの実行用に使用でき、DR構成が終わってDRSが不要になったら、後で削除
できます。 

DRSを実行するホストを選択する際には、次のDRS SSHアクセス要件について考慮してください。 
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• パブリック・ネットワークがSOAMP中間層ホストとDBホストによって使用されており、これらのホストにSSHでパ
ブリックIPアドレス経由で到達できる場合は、SSHを介してそれらのパブリックIPに接続可能な任意のホストでDRS
を実行できます。DRSを実行する前にDRSプロパティ・ファイルを構成する場合は、そのホストのパブリックIPを指
定してください。 

• プライベートのみのネットワークを使用しており、ホストにパブリックIPが設定されない場合は、DRSが実行されて
いるホストを同じネットワーク・インフラストラクチャに併置して、サイト間通信用に構成されているサイト間接
続を使用してすべてのホストにプライベート接続で到達できるようにする必要があります。DRSを実行する前にDRS
プロパティ・ファイルを構成する場合は、そのホストのプライベートIPを指定してください。 

DRSの実行中のSSHアクセスにパブリック・ネットワークを使用するかプライベート・ネットワークを使用するかは、
DRのためのプライマリとセカンダリのサイト間通信の方法とは別の問題として検討する必要があります。 

c) DRSツールをダウンロードして実行する 

DRSツールの実行手順： 

• oel7のDRS（DRSが実行されるホストがOEL7の場合）、またはoel8のDRS（そのホストがOEL8の場合）からDRS
ツールをダウンロードし、ツールの実行先ホストにアップロードします。 

• コマンド‘‘tar -xzf drs-mp.tar.gz’を使ってこのファイルの内容を展開し、作成された‘drs_mp_soa’ディレクトリに移
動します。 

• README.mdを開き、手順と推奨事項を確認します。注：正常に実行して環境を適切に構成するには、すべての仕様
を満たしていることが重要です。 

• drs_user_config.yamlファイルのプロパティを構成します。 

• 適切なパラメータを指定してDRSツールを実行します。 
 

DRSツールは、セカンダリSOAMPをスタンバイSOAMP DRサイトとして構成するために必要な手順を自動的に実行し
ます。手順の概要は次のとおりです。 

• 環境でDRセットアップの準備ができていることを確認するための初期チェックを実行します。 

• プライマリとセカンダリのSOAサーバーで、/etc/hostsファイルに必要なホスト・エイリアス構成を追加します。
セカンダリ中間層ホストの名前がプライマリ中間層の/etc/hostsにエイリアスとして追加され、プライマリ中間
層ホストの名前がセカンダリ中間層の/etc/hostsファイルにエイリアスとして追加されます。 

• DBFSベースの方法を使用する場合、プライマリとセカンダリの中間層ホストのDOMAIN_HOME/dbfsフォルダ内
にDBFSのアーティファクトを再作成します。tnsnames.oraファイルに必要なエイリアスを追加し（リモート 
およびローカルCDBのエイリアスは、その後のドメイン構成レプリケーションで使用されます）、DBFSウォ
レットを再作成し、dbfsMount.shスクリプトを適切に更新します。dbfsマウントは、DRセットアップ・プロセ
ス中に、プライマリ管理ノードとセカンダリ・ノードに再マウントされます。 

• セカンダリ・ドメイン構成の変更前のバックアップを実行します
（/u01/data/domains/soampdrs_domain_backup_<timestamp>）。 

• プライマリ・ドメイン構成のコピーをセカンダリ・サイトにコピーします。プライマリのドメイン構成をステージ
ング・マウント（DBFSまたはFSS）にコピーした後、セカンダリ・サイトで、そのステージング・マウントか
らセカンダリ・ホストのドメイン・フォルダにコピーします。 

• プライマリ・ドメインからセカンダリ・ドメインにドメイン構成をコピーした後、データベース接続文字列を
置換します。プライマリ・データベースの接続文字列はセカンダリ・ドメイン構成でのセカンダリ・データ
ベースの接続文字列に置き換えられます。プライマリ・ドメインとセカンダリ・ドメインの間ではDB接続文字
列のみが異なります。これは、いったんDRが構成されると、セカンダリ・ドメインはプライマリと同じスキー
マ名を参照するためです。 

• セカンダリ・ドメインがDR用に正しく構成されていることを確認します。スナップショット・モードのデータ
ベースを使用して、DRの構成後にセカンダリ管理対象サーバーをローリング方式で起動し、セカンダリ・フロ
ントエンドのsoa-infra URLへの接続をチェックします。この確認は、DRSの実行時にフラグを指定することで 
任意にスキップできます。 

• このプロセスの間、ツールによって、セカンダリ・データベースでデータベース・ロールの変換がいくつか 
実行されます（スナップショット・スタンバイに変換し、フィジカル・スタンバイに再び変換）。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/drs-mp.tar.gz
https://www.oracle.com/a/tech/docs/drs-mp-oel8.tar.gz
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実行中、フレームワークにより、"logfile_<date-time-stamp>.log"という名前のログ・ファイルに記録されます。セット
アップ・プロセスは、このファイルの内容とプロセスの出力を監視することによって監視できます。終了すると、セカ
ンダリ・データベースはフィジカル・スタンバイ・ロールのままになり、セカンダリ管理サーバーとセカンダリ管理対
象サーバーは停止したままになります。 

これで、セカンダリ・サイトはDRの準備が整いました。 
 

重要：この時点まで、セカンダリ・サイトのSOAサーバーから参照されていたのは、デプロイされているコンポジットがなく、実行が
保留になっているポリシーやフローもない"空の"SOAINFRAスキーマです。上記の手順に沿ってセカンダリ・ロケーションのJDBC
文字列を更新し、本番と同じスキーマが参照されるようにしたら、セカンダリ・ロケーションにあるSOAサーバーから参照される
データは本番のサーバーから参照されていたものと同じになります。実行が保留されていたフローやコールバックなどがある場合
は、セカンダリ・ロケーションにあるサーバーを起動すると、処理を完了させるための実行がこの時点で再開されます。そのため、
すでに指摘したように、スタンバイ・データベースをスナップショットに変換する前にプライマリ・サイトでインスタンスの処理を
すべて完了させておくことが重要です。 
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SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリのライフサイクル手順 

構成レプリケーション 
データベースに格納されているすべてのデータは、Data Guardによってスタンバイ・サイトに自動的にレプリケートされま
す。これらのデータには、SOAコンポジット・デプロイメント、ドメインおよびWSMポリシー、MDSデータ、SOA実行時
データ、JMS、TLOG（JDBC永続ストアを使用する場合に限り）、顧客データなどがあります。ただし、WebLogicドメイン
の構成のほとんどは、WebLogicドメイン・フォルダのファイルに存在します。プライマリWebLogicドメインで構成に変更
が加えられると（新しいデプロイメント、新しいデータストア、デプロイメント計画における変更など）、その変更は何ら
かの方法でセカンダリ・ドメインにレプリケートされる必要があります。両方のロケーションで対応するWebLogicドメイン
構成を維持するため、主に2つのアプローチを使用できます。それぞれのアプローチを適用可能かどうかは、この“ファイル・
システムの中身”構成の変更頻度によって決まります。 

a) SOAドメイン構成が変更される頻度が低い場合は、単に構成変更を手動で2回（プライマリ・サイトのドメインで 
1回、スタンバイで1回）適用することを推奨します。その場合は、保守の手順を追加して、セカンダリ・データ
ベースを一時的にスナップショット・スタンバイに変換し、管理サーバーを起動し、必要な変更を行ってから、
管理サーバーをシャットダウンしてセカンダリ・データベースを再びフィジカル・スタンバイに変換することが必
要になります。詳細は、以下の表を参照してください。 

b) ドメイン構成が定期的に変更される場合は、WLSドメイン構成をプライマリからセカンダリにレプリケートするス
クリプトを使用できます。この目的で、config_replica.shスクリプトが提供されています。DRセットアップで使用
する方法（DBFSまたはFSS/rsyncの方法）に応じて、このスクリプトは選択した方法を使用したWLSドメイン構成の
レプリケーションを実行します。DRセットアップがDBFSの方法を使用して行われた場合は、Data Guardを使用して
Oracle Database File System（Oracle DBFS）によって構成が同期されます。FSS/rsyncの方法が使用された場合は、
リモート・サイトへのrsyncを使用して構成がレプリケートされます。 

この2つの方法については、以下で詳しく説明します。 

a) ドメイン構成の変更を両方のサイトで適用する 

セカンダリ・サイトで構成変更を繰り返すことによってファイル・システム構成を同期された状態に維持するには、
次の手順を実行します。 

 

 手順 詳細 

1 プライマリ・サイトで通常どおり構成変更
を適用する 

プライマリ・ロケーションのWLS管理コンソールを使用して構成変更
を適用します。変更を有効化し、必要に応じて必要なWLSサーバーを
再起動して、想定どおり変更が機能していることを確認します。 

2 スタンバイ・データベースをスナップ
ショット・スタンバイに変換する 

プライマリのデータベース・ホストでoracleユーザーとして次の手順
を実行します。 
 
[oracle@drdba]$ dgmgrl 
sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> CONVERT DATABASE secondary_db_unqname to 
SNAPSHOT STANDBY; 
データベース" secondary_db_unqname"をスナップショット・スタ
ンバイ・データベースに変換しています。しばらくお待ちください... 
データベース" secondary_db_unqname"の変換が終了しました 

3 セカンダリ・サイトのWebLogic管理サー
バーを起動する（起動していない場合）8 

Oracle Cloudのドキュメントの手順に沿って管理サーバーを起動しま
す。セカンダリ・ロケーションでは、管理サーバーのみが起動し、
管理対象サーバーは起動していないことが重要です。 

 

 
8 SOAとOracle Secure Backupの構成アーティファクトの数を減らす変更の場合は、サーバーが稼働していなければ変更を適用できないこともあります。その
場合は、管理対象サーバーの起動が必要になります。該当するアーティファクトは、それぞれの製品ドキュメントで確認してください。こうしたケースで、
データベースに保留中のメッセージがある場合は、スタンバイ・ロケーションでメッセージが再実行されることもあります。そのようなシナリオでは、SOA 
WLSサーバーを起動する前に、スナップショット・データベースのSOAデータベース・スキーマをSOAの標準の手順に沿ってドレインするか切り捨てること
を推奨します。 
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4 セカンダリ・サイトで構成変更を

繰り返す 
セカンダリ・ロケーションのWLS管理コンソールを使用して構成変
更を適用します。変更を有効化し、想定どおり変更が機能している
ことを確認します。 

5 データベースをフィジカル・スタンバイに
戻す 

プライマリのデータベース・ホストでoracleユーザーとして次の手
順を実行します。 
[oracle@drdbaa ~]$ dgmgrl 
sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> CONVERT DATABASE secondary_db_unqname to 
PHYSICAL STANDBY; 
データベース" secondary_db_unqname"をフィジカル・スタンバ
イ・データベースに変換しています。しばらくお待ちください... 
Oracle Clusterware is restarting database "orclb" ... 
データベース" secondary_db_unqname"の変換を続行しています...
データベース" secondary_db_unqname"の変換が終了しました 

b) スクリプトを使用して構成変更を伝播する 

システムのライフサイクルでドメイン・ファイル・システムへの更新が頻繁に行われる場合は、スクリプトを使用
してこのプロセスを自動化できます（config_replica.shを参照）。このスクリプトは、DRトポロジに対して選択し
た方法に応じて、DBFSまたはFSS/rysncによって変更をレプリケートするものです。 

 

オプション1）DBFSの方法 

このアプローチでは、プライマリ・サイトのドメイン構成のコピーが存在するアシスタンス・ファイル・
システムとしてDBFSファイル・システムが使用されます。各SOA MPインスタンス（/u01/soacs/dbfs）で
デフォルトで自動構成されるDBFSファイル・システムが使用されます。 

 

注：WebLogic Serverドメインの構成は、DBFSマウント上に直接格納することはできません。中間層の起動が
DBFSインフラストラクチャに依存することになるためです（データベースだけでなく、FUSEライブラリやマウ
ント・ポイントなども依存することになります）。 

 

このファイル・システムにある情報は、Data Guardを介しスタンバイ・ロケーションに自動的にレプリ
ケートされます。スタンバイ・サイトでは、スタンバイ・データベースが読取り専用モードで開いていな
ければ利用できません（Active Data Guardを使用する場合）が、データベースがスナップショット・スタ
ンバイに変換される場合はDBFSファイル・システムもマウント可能です。 

 
また、このホワイト・ペーパーの設計では、ドメイン内の各サイトにJDBC接続文字列に含まれるローカル
DBサービスへの参照が含まれるため、WebLogic Serverドメインの構成を"現状のまま"コピーすることは 
できません。ドメインの構成は、各サイトにコピーした後に変更する必要があります。 

これを行う手順は、以下のとおりです。 
• プライマリWebLogicドメイン構成ディレクトリのコンテンツがローカルDBFSファイル・システムに

コピーされます。無関係または不要なファイルやフォルダ（tmpフォルダなど）は除外されます。 
• DBFSにコピーされるファイルはデータベースに格納され、Data Guardを介してスタンバイ・デー

タベースに自動的に転送されます。 
• スタンバイ・サイトで、その時点で本番となっているWLSドメインの構成ファイルがDBFSマウン

トからスタンバイ・ドメイン・フォルダにコピーされます。この手順の実行中の、一部のファイ
ルが変更されます（DB URLがセカンダリDBを参照するように更新されます）。 
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図9：DBFSの方法を使用した、スタンバイSOAへのドメイン構成変更のレプリケート 

 
この手順のメリットは、スタンバイ・サイトで構成の更新を適用するために、Data Guardレプリケーショ
ンの堅牢性を頼りにできることです。レプリカ方向はサイトのロールと全体的に一貫しており、スイッチ
オーバーやフェイルオーバーが発生すると自動的に変更されます。 

 
このレプリカを使用する方法は、以下の手順を実行して、素早く簡単に検証できます。 

• DBFSマウントがプライマリsoa node1で使用可能なことを検証する 

• プライマリsoa node1マウントでサンプル・ファイルを作成する 
 

• DBFSマウントがセカンダリで使用可能なことを検証する。これには、スタンバイ・データベースが 
読取り専用モードで開いているか（Active Data Guardを使用する場合に可能）、スタンバイ・デー
タベースがスナップショット・スタンバイに変換される必要があります。DBが読取り専用モードか 
スナップショット・モードになったときにセカンダリにDBFSファイル・システムが存在しない場合は、
dbfsMount.shスクリプトを使用してマウントできます。 

• ファイルがセカンダリ・サイトに表示されるかどうか確認する 

 

注：TNSエイリアスを使用してローカルPDBデータベースに接続することで、中間層はDBFSマウントをマウント
します。このエイリアスは、$DOMAIN_HOME/dbfs/tnsnames.oraファイルにあります。このエイリアスは、再試
行のパラメータ化を使用して作成されているため、DBFSマウントからのコピー中、またはDBFSマウントへのコ
ピー中にデータベース接続に問題が発生した場合は、この再試行が役立ちます。固有の要件に合わせて、デフォ
ルトで構成された値（合計10分。最小限のDBホストの再起動をサポートするための時間）を必要に応じて調整し
たり、少なくしたりすることができます。PDBのサービスに到達できない場合に、DBFSファイル・システムから
情報を取得するオペレーティング・システム・コマンド（"df -h"や、DBFSマウント・フォルダでの"ls"など）で
リトライが発生して、実行完了までに長い時間がかかる点に注意してください。 

 

オプション2）FSS/rsyncの方法 

rsyncコマンドを使用して、プライマリ・サイトのWLSドメイン構成をセカンダリ・サイトに定期的にレプ
リケートできます。これを行う手順は、以下のとおりです。 
• プライマリ・サイトで、ドメイン構成がローカルのFSSファイル・システムに同期され、それが完了する

と、ローカルのFSSファイル・システムがリモート・サイトのFSSファイル・システムに同期されます。 

[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ echo "test" > /u01/soacs/dbfs/share/test.txt 

[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ df -h | grep dbfs 
dbfs-@PDB1:/ 244G 388M 243G 1% /u01/soacs/dbfs_directio 
dbfs-@PDB1:/ 244G 388M 243G 1% /u01/soacs/dbfs 

[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ ls /u01/soacs/dbfs 
share 

[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ cd $DOMAIN_HOME/dbfs  
[oracle@soampdrs-soa-0 dbfs]$ ./dbfsMount.sh 

[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ ls -la /u01/soacs/dbfs/share/test.txt 
-rw-rw-r--.1 oracle 5 Mar 27 16:09 /u01/soacs/dbfs/share/test.txt 
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• セカンダリ・サイトで、ドメイン構成がローカルのFSSファイル・システムからWLSドメイン・ディレ
クトリに同期され、その後に環境固有の構成の値が更新されます（DB URLがセカンダリDBを参照する
ようになります）。 

図10：FSS/rsyncの方法を使用した、WebLogicドメイン構成のレプリケート 
 

この手順は、DBFS、FSS/rsyncの両方の方法で提供されているconfig_replica.shスクリプトを使用して自動化できま
す。同じスクリプトがプライマリとスタンバイで使用され、これは両方の方法に対して有効です。このスクリプト
により、サイトの現在のロールがチェックされ、そのサイトがプライマリなのかセカンダリなのか、および使用 
する方法がDBFSなのかFSS/rsyncなのかに応じて、必要なアクションが実行されます。 

 
WebLogic構成のレプリケートでconfig_replica.shスクリプトを使用するには、次の手順を実行します。 

1. config_replica.shスクリプトには、次の通信に関する要件があります。 
a. DBFSの方法の場合：DBロールの変更を行う目的で、各WebLogic管理ホストからリモートのデー

タベース・リスナー・ポートへのアクセスが必要です（スクリプトがスタンバイ・ロールで実行
される場合は、DBFSマウントをマウントするために、スタンバイ・データベースをスナップ
ショットに変換する必要があります）。 

b. RSYNCの方法の場合：各WebLogic管理ホストからリモートのWebLogic管理ホスト（SSHポート）
へのSSHアクセスが必要です。リモートrsyncコピーを実行するために、リモートの管理ホストに
接続する必要があります。 

適切なルールを作成して、この通信が必ず開いているようにします。この通信は、パブリックIP（サイト間
の接続にインターネット・ゲートウェイが使用されている場合）または内部IP（各サイトが動的ルーティン
グ・ゲートウェイを介して接続されている場合。この方法が推奨されます）を介して確立できます。 

2. config_replica.shスクリプトをダウンロードして、プライマリ管理ノードとセカンダリ管理ノードにアッ
プロードします。 

3. 最初にプライマリ・サイトのWebLogic管理ホストで（oracleユーザーとして）スクリプトを実行します。
実行状況を監視し、エラーがないか確認します。このスクリプトでは、Data Guardのステータスの検証と、
プライマリWebLogicドメインからセカンダリ・サイトへのドメイン構成のコピーが行われます（DBFS、 
またはFSS/rsyncの方法が使用されます）。 

 
構文は次のとおりです。 

 ./config_replica.sh <DR_METHOD> [REMOTE_ADMIN_NODE_IP] [REMOTE_KEYFILE]  

パラメータは次のとおりです。 
 

入力パラメータ 詳細 

DR_METHOD 構成のレプリケートに使用する方法。有効な値はDBFSまたはRSYNC。
DBFS： DBFSベースの方法を使用する場合はこの値を指定します。 
RSYNC：FSS/rsyncの方法を使用する場合はこの値を指定します。 

REMOTE_ADMIN_NODE_IP DR_METHODがRSYNCの場合のみ必須。DR_METHODがDBFSの場合は省略
してください。 
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./config_replica.sh DBFS 

 

 
 リモート・サイトのWLS管理ホストのIPアドレスを指定します。つまり、このスク

リプトをプライマリで実行する場合は、セカンダリのWLS管理ホストのIPアドレス
を指定し、このスクリプトをセカンダリで実行する場合は、プライマリのWLS管理
ホストのIPアドレスを指定します。 
ここでは、ホスト名/FQDNは指定しないでください。 
 
注：両方のサイトのOCI Network Security Listsで、このホストとリモート・ホスト
の間でTCP/22通信を許可する必要があります。 

REMOTE_KEYFILE DR_METHODがRSYNCの場合のみ必須。DR_METHODがDBFS の場合は省略してくだ
さい。 

リモート・サイトのWebLogic管理ホストへのSSH通信に必要となる秘密鍵ファイル
への完全なパス。このファイルがこのホストにアップロードされており、oracleユー
ザーのみが読み取れる状態であることを確認してください。 

スクリプトにより、データベースのsysパスワードを入力するよう促されます。 

DBFSの方法での実行例： 

FSS/rsyncの方法での実行例： 

 

注：これらの値はスクリプト内にハードコードできます。スクリプト内にはそのためのセクションが存在します。
ハードコードする場合は、ｓｙｓパスワードを暗号化した値を設定してください。sysパスワードを暗号化した値
を取得するには、プライマリWLS管理ホストで（oracleユーザーとして）次のように実行します。 
 cd $DOMAIN_HOME/bin 
 . ./setDomainEnv.sh 
 java -Dweblogic.RootDirectory=<domain_home> weblogic.security.Encrypt 
平文のsysパスワードを指定すると、暗号化された値が返されます。スクリプト内でパスワードを設定するときに
は、この暗号化された値を使用してください。 

 

4. 完了したら、セカンダリ・サイトのWebLogic管理サーバー・ホストで（oracleユーザーとして）スクリプ
トを実行します。使用する方法とサイトに従って入力パラメータを指定します。実行状況を監視し、エラー
がないか確認します。このスクリプトにより、Data Guardのステータスが検証されます。スタンバイの状
態であるため、セカンダリのステージング・ファイル・システムからセカンダリWebLogicドメインにドメ
イン構成がコピーされ、スタンバイで必要とされる構成で必要な置換が行われます（データソースのDB接
続文字列が更新されます）。 

 
セカンダリ・ロケーションで変更を有効にするために、WebLogic管理サーバーが稼働していた場合は再起動す
る必要があります。セカンダリWebLogic管理サーバーを起動するには、セカンダリDBをスナップショット・ 
スタンバイ・モードにするか、Active Data Guardを使用する必要があります。セカンダリWebLogic管理サー
バーは、いったん起動すると、スタンバイ・データベースがフィジカル・スタンバイに再び変換されても稼働
状態のままになります（スタンバイ・データベースは、Data Guardを介してプライマリ・データベースから
データベースのREDOログを受信して適用するため、通常動作中はフィジカル・スタンバイ・ステータスになっ
ている必要があります）。変更がレプリケートされたときにセカンダリWebLogic管理サーバーが停止中だった
場合、その変更は次に（スイッチオーバー、フェイルオーバー、または検証のためのセカンダリ・サイトの
オープン操作で）起動されたときに有効になります。 

 

注：<domain_home>/config配下の構成は、管理対象サーバーを再起動して管理サーバーに接続すると、WebLogic 
ドメインを構成している他のすべてのノードに自動的にコピーされます。domain_home/configディレクトリ以外の
ロケーションにあるその他の構成は最初のノードにしかコピーされません。管理対象サーバー・ノードには1つ1つ 
手動でレプリケートする必要があります。これには、domain_home/bin、domain_home/securityなどの下にある起
動スクリプトが含まれます。 

./config_replica.sh 'RSYNC' '10.1.2.43' '/u01/install/MyKeyWithoutPassPhrase.ppk 
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さらに、スクリプトによって変更が転送されるのは、ドメイン内のファイルのみです。WebLogic管理サーバー・ノー
ドのドメイン・ディレクトリ外で作成されるデータやファイルは、config_replica.shスクリプトでは処理されないため、
別途同期する必要があります。 

 

注：アプリケーション・デプロイメント操作の場合は、WebLogic管理コンソールでWebLogicのデプロイメント・ 
オプションとして“Upload your files”を使用し、管理サーバーのアップロード・ディレクトリの下（ドメイン・ディレ
クトリ/servers/admin_server_name/uploadの下）に、デプロイしたファイルが配置されるようにすることをお奨め
します。これにより、DBFSコピー・スクリプトによってこれらのファイルがスタンバイに同期されるようになります。  

 

プライマリとセカンダリでの最初の実行が完了したら、システムのcronリスト（またはお客様が使用する他の
スケジューリング・ツール）にスクリプトを追加して、定期的に、またはプライマリ・システムでの構成変更
後に実行されるようにすることができます。このスクリプトは常にプライマリとスタンバイの両方で実行する
必要があります。最初にプライマリのWebLogic管理ホストで実行し（ドメイン構成をステージング・フォルダ
にコピー）、次にスタンバイのWebLogic管理ホストで実行します（ドメイン構成のコピーをステージング・
フォルダからドメイン・フォルダにコピー）。なお、コピー・スクリプトを“cron化”すると同期が自動化されま
すが、次のような影響があるので注意してください。 

• 同期は、両方のロケーションのcronジョブの頻度と同程度の待機時間を追加して実行される可能性が
あります。 
つまり、それぞれ30分間隔で実行されるようにcronジョブが設定されている場合、プライマリでの処
理時間枠とセカンダリ・ロケーションでの処理時間枠が重複していると、変更が有効になるまでに60
分かかる可能性があります。スイッチオーバーを実行する前に、前回の構成変更からそれだけの時間
が過ぎていることを確認してください。そうしないと、スタンバイに変更がコピーされないうちに 
スイッチオーバーし、ロールの切替えで適用された元の変更が上書きされてしまう恐れがあります。 

• cronの頻度は、ドメイン・ディレクトリからDBFSステージ・ディレクトリにデプロイメントまたは構
成変更をコピーするのに要する最大時間以上の間隔で設定する必要があります。そうしないと、コピー・
ジョブが重複する可能性があります。 
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スイッチオーバー 
スイッチオーバーは、管理者が2つのサイトのロールを元に戻す計画された操作です。ロールはプライマリからスタンバイに、
またスタンバイからプライマリに変更されます。これは手動スイッチオーバーと呼ばれます。代わりの手段として、スイッ
チオーバーで必要とされるタスクをOracle Site Guardを使用して自動化し、スイッチオーバー時のRTOを短縮することができ
ます（スイッチオーバーの詳細と利点については、「付録B」を参照してください）。 

SOA Suite on OCI MarketplaceのDR構成で手動スイッチオーバーを実行するには、次の手順を実行します。 
 

 スイッチオーバー手順 詳細 

1 保留中のすべての構成変更を伝播する 変更をセカンダリ・サイトにレプリケートするには、本書の「構成レ
プリケーション」のセクションを参照してください。 

2 プライマリ・サイトのサーバーを停止する WebLogic管理サーバー・コンソールまたはスクリプトを使用し
て、プライマリ・サイトの管理対象サーバーを停止します（管理
サーバーは稼働し続けることができます） 

3 DNS名をスイッチオーバーする システムで使用される名前をホスティングしているDNSサーバーで
必要なDNSプッシュを実行するか、システムのフロントエンド・ 
アドレスがsite2のLBRで使用されるパブリックIPを参照するようにク
ライアントでのファイル・ホスト解決を変更します。 
 
外部フロントエンドの解決にDNSを使用するシナリオでは（OCI DNS、
商用DNSなど）、適切なAPIを使用して変更をプッシュすることがで
きます。OCI DNSでこの変更をプッシュする例についてはこちらを参
照してください。 
 
DNSエントリのTTL値はスイッチオーバーの有効RTOに影響を及ぼし
ます。TTLの値が大きい場合（20分など）、DNSの変更がクライアン
トで有効になるまでにその指定した時間がかかります。TTLに小さい
値を設定するとこの時間が短くなりますが、クライアントがDNSを
チェックする頻度が高くなるため、オーバーヘッドが生じる可能性が
あります。解決策の1つとして、DNSの変更前にTTLに一時的に小さい
値（1分など）を設定します。その後、変更を実行してスイッチオー
バーの手順が完了したら、TTLを通常の値に戻します。 

4 データベースをスイッチオーバーする プライマリDBホストでDGブローカを使用してスイッチオーバーを実行
します。ユーザーoracleで次を実行します。 
 
[oracle@drdbwlmp1a ~]$ dgmgrl 
sys/your_sys_password@primary_db_unq
name 
 
DGMGRL> switchover to “secondary_db_unqname” 

5 セカンダリ・サイト（新しいプライマリ）でサー
バーを起動する 

まだスタンバイであったときに構成変更がレプリケートされた場合は、
それらの変更を有効にするためにセカンダリ管理サーバーを再起動し
ます。 
 
セカンダリ管理対象サーバーを起動します（WebLogicコンソールかス
クリプトを使用）。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/soacsdr-siteguard-script-updatedns.zip
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図11：スイッチオーバー後のSOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリ（DBFSベースの方法） 

図12：スイッチオーバー後のSOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリ（FSS/RSYNCの方法） 
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フェイルオーバー 
フェイルオーバー操作は、プライマリ・サイトが使用できなくなったときに実行される、通常は計画外の操作です。元のプ
ライマリ・データベースで障害が発生し、すみやかにプライマリ・データベースをリカバリできない場合は、スタンバイ・
データベースをプライマリ・データベースにロール移行することができます。プライマリ・データベースで障害が発生した
ときにプライマリ・データベースとターゲット・スタンバイ・データベースで一貫性が維持されるかどうかに応じて、デー
タ損失が発生する場合と発生しない場合があります。 

フェイルオーバーを手動で実行するか、代わりの手段として、フェイルオーバーで必要とされるタスクをOracle Site Guardを
使用して自動化し、その操作におけるRTOを短縮することができます（詳細と利点については、「付録B - Oracle Site Guard
を使用したディザスタ・リカバリの管理」を参照してください）。 

SOA Suite on OCI MarketplaceのDR構成で手動フェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します。 
 

 フェイルオーバー手順 詳細 

1 DNS名をスイッチオーバーする システムで使用される名前をホスティングしているDNSサーバーで必要なDNSプッシュ
を実行するか、システムのフロントエンド・アドレスがsite2のLBRで使用されるパブ
リックIPを参照するようにクライアントでのファイル・ホスト解決を変更します。 

外部フロントエンドの解決にDNSを使用するシナリオでは（OCI DNS、商用DNSなど）、
適切なAPIを使用して変更をプッシュすることができます。OCI DNSでこの変更を
プッシュする例についてはこちらを参照してください。 

2 データベースをフェイルオーバー
する 

セカンダリDBホストでDGブローカを使用してフェイルオーバーを実行します。ユー
ザーoracleで次を実行します。 

[oracle@drdbwlmp1b ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@secondary_db_unqname 
DGMGRL> failover to “secondary_db_unqname” 

3 セカンダリ・サイトでサーバーを
起動する 

まだスタンバイであったときに構成変更がレプリケートされた場合は、それらの変更
を有効にするためにセカンダリ管理サーバーを再起動します。 

セカンダリ管理対象サーバーを起動します（WebLogicコンソールかスクリプトを 
使用）。 

 
その他のライフサイクル操作について詳しくは、「付録D – その他のライフサイクル操作」を参照してください。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/soacsdr-siteguard-script-updatedns.zip
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RTOとRPOの概要 
 

注：以下の値は、参照の目的のみに提供される一般的な値であり、契約上の値として使用することはできません。これらの時間は、
お客様のシステムにおいて、多数の要素（アプリケーション、接続プール構成、ホスト・シェイプ、ロード、チューニングなど）に
よって異なる可能性があります。Oracle Cloudピラー・ドキュメントには、オラクルによる可用性の観点での実際の契約上の義務と
なるSLA/SLOの正式な値が記載されています。ここで確認できます：https://www.oracle.com/assets/paas-iaas- pub-cld-srvs-pillar-
4021422.pdf 

予測されるRTO 
リカバリ時間目標（RTO）は、特定のシステムで停止した場合の最大許容停止時間を表します。スイッチオーバーとフェイ
ルオーバーは停止時間を要するイベントであるため、システムのRTOに影響を及ぼします。フェイルオーバーが原因の停止
時間は、複数の“制御不能な”要素に依存します。これは、フェイルオーバーは通常、システムに影響を及ぼす重要な問題が  
原因の計画外イベントであるためです。ただし、計画イベントであるスイッチオーバーで必要とされる停止時間は計測が 
可能です。 

以下の表は、SOAMPおよびMFTMPのシステム例のスイッチオーバーの各段階でかかる標準時間を示したものです。例に挙げ
たこれらの特定のシステムでは、SOA/MFTホストでVM.Standard2.1シェイプ、SOAMPの場合はWLSサーバー向けに8 Gサイ
ズのヒープ・メモリ、MFTMPの場合は1 Gのヒープを使用しています。これらは、WebLogicサーバーの接続プールで標準提
供される構成を使用しています。SOAMPシステムには“Fusion Order Demo”アプリケーションがデプロイされ（3コンポジッ
ト + 3アプリケーション）、MFTMPシステムには20を超える送信インスタンスがデプロイされています。 

 

 スイッチオーバー手順 SOAMPにおける時間の例 MFTMPにおける時間の例 

1 保留中のすべての構成変更を伝播する これは停止時間の原因になりません 

停止時間の開始…. 
2 プライマリ・サイトのサーバーを停止する 
 2.1 管理対象サーバーを停止する ～30秒（強制） / ～2分（正常） 
 2.2 管理サーバーを停止する ～8秒（強制） / ～2分（正常） 
3 DNS名をスイッチオーバーする これは顧客に固有です。たとえば、OCI DNSを使用している場合は30秒に

なる可能性がありますが、使用するDNSプロバイダによっては数時間かか
る場合があります。 
これは、残りの手順と並行して実行できます。 

4 データベースをスイッチオーバーする ～3分 

5 セカンダリ・サイトでサーバーを起動する 
 5.1 管理サーバーを起動する ～3分 ～2分 
 5.2 管理対象サーバーを起動する（パラレ

ル） 
～5分 ～3分 

… 停止時間の終了 

 
1つの手順と別の手順の間の自然な遅延や、他の追加の検証は上記の時間に含まれません。これは、スイッチオーバーの手順
の実行方法に依存するためです（例：手動、カスタム・スクリプトによる自動化、オーケストレーション・カスタム・ツー
ルの使用、Oracle Site Guardの使用など）。そのため、合計時間には、単に時間を合計するだけでなく、追加の時間を考慮す
る必要があります。DNSスイッチオーバーの時間も、顧客固有のものであるために除外されています。 

通常、スイッチオーバー時間の合計は15～30分の範囲内と予測されます。ここで、スイッチオーバー操作中の停止時間を 
最小限に抑えるためのヒントを挙げます。 

https://www.oracle.com/assets/paas-iaas-pub-cld-srvs-pillar-4021422.pdf
https://www.oracle.com/assets/paas-iaas-pub-cld-srvs-pillar-4021422.pdf
https://www.oracle.com/assets/paas-iaas-pub-cld-srvs-pillar-4021422.pdf
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• 停止時間を必要としないスイッチオーバーに関連するあらゆるアクティビティを、プライマリ・サーバーを停止す
る前に実行します。たとえば、config_replica.shスクリプトに基づくWLS構成レプリケーションは停止時間を必要と
しないため、プライマリ・システムが稼働している間に実行できます。別の例として、停止したホストをスタンバ
イ・サイトで起動することが挙げられます。 

• 可能な場合は、管理対象サーバーと管理サーバーをパラレルで停止します。 

• アプリケーション/ビジネスで可能な場合は、WebLogicサーバーの停止に強制シャットダウンを使用します。 

• WLSサーバーによるシャットダウンにかかる最大時間は、パラメータ"server lifecycle timeout"（通常は30秒間に設
定）および"graceful shutdown"（通常は120秒間に設定）で制限されます。これらのパラメータは、最大シャットダ
ウン時間を制限するために必ず構成してください。 

• DNSのフロントエンド更新はお客様に依存しています。（少なくともスイッチオーバー操作の間）適切なDNSエント
リで低いTTL値を使用して、更新のための時間を削減します。スイッチオーバーが完了したら、TTLを元の値に戻す
ことができます。 

• データベースのスイッチオーバーにData Guard Brokerコマンド（dgmgrl）を使用するほうが、OCIコンソールを 
使用するよりも高速です。RTOは2分にすることができます。ただし、OCI Console UIの各DBシステムのロールは自
動的にリフレッシュされません9。OCIコンソールを使用したデータベース・スイッチオーバーはOCIコンソールの
ロールを自動的にリフレッシュしますが、DBスイッチオーバーはOCIコンソールを使用して実行した場合に時間が
かかります。 

• OCI LBRも、サーバーの起動とリクエストの送信開始を実現するのに時間がかかります。OCI LBRヘルス・チェック
の頻度によりますが、通常は数秒です。チェックに使用される間隔が短いほど、サーバーの起動が速くなります。
ただし、短すぎる間隔の使用は慎重にしてください。ヘルス・チェックが大量だと、バックエンドが過負荷になる
可能性があります。 

予測されるRPO 
リカバリ・ポイント目標（RPO）は、許容可能な最大データ損失量を表します。SOAの場合でRPOが特に関係するのは、トラ
ンザクション・ログ、JMSメッセージ、SOAインスタンス情報です。これらはすべて同じデータベースに格納されているため
です。データベースとWebLogic構成が異なるメカニズムでレプリケートされているとすると、ランタイム・データのRPOと
WebLogic構成のRPOを区別できます。 

ランタイム・データで実際に達成可能なRPOは、データベースのRPOに依存します。それは、ランタイム・データ（コンポ
ジット・インスタンス、JMSメッセージ、TLogs、顧客データなど）はデータベースに保存されるためです。場合によっては、
ファイル・システムに保存されるランタイム・アーティファクトもあります（MFTによって消費されるファイルなど）。 
そのため、ランタイム・データのRPOは以下によって異なります。 

• プライマリとスタンバイ間で利用可能なネットワーク帯域幅とネットワーク信頼性。動的ルーティング・ゲート
ウェイおよびリモートVCNピアリングがプライマリとスタンバイの相互接続に使用されている場合、Oracle Cloud 
Infrastructureバックボーン・ネットワークが使用されています。OCIバックボーン・ネットワークは、パブリック・
インターネットと比較して帯域幅、待機時間、ジッターに対して安定したパフォーマンスを備えた、プライベート
でルーティングされたリージョン間接続を提供します（リージョン間のネットワーク待機時間について詳しくは、
コンソールのInter-Region Latencyダッシュボードを確認してください）。DBシステムのData Guardが有効化されて
OCIネットワーク・バックボーンが使用されている場合、RPOは最大5分間になります。最適な動作のためには、
ファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバの手動構成が必要とされます。オブザーバの構成については、
Oracle DB Systemのドキュメントを参照してください。 

 
• Data Guard で 使 用 さ れ る 保 護 モ ー ド は 、 Maximum Availability 、 Maximum Protection 、 ま た は Maximum 

Performance（デフォルト）のいずれかです。 
• Maximum Availabilityモードは、スタンバイ・データベースの障害後のプライマリ・データベースの障害

などの特定の二重障害の場合を除いて、データ損失ゼロを保証します。 
• Maximum Performanceモードは、最大可用性モードに比べてデータ保護が若干弱く、プライマリ・デー

タベースのパフォーマンスへの影響は最小限に抑えられます。 
 

 
 

9 DBシステムのロールがdgmgrlコマンドによるスイッチオーバー後に自動的にリフレッシュされない場合は、My Oracle SupportでService Requestをオープン 
してOCIコンソールでロールを更新してください。 

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Network/Concepts/inter_region_latency.htm
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Tasks/usingDG.htm
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• Maximum Protectionモードでは、プライマリ・データベースに障害が発生した場合に、データ損失がない
ことが保証されます。データ損失がないことを保証するため、REDOストリームを少なくとも1つの同期さ
れたスタンバイ・データベースに書込みできない場合、プライマリ・データベースはトランザクションの
処理を続行せずに停止します。 
システムに最適なData Guard保護モードは、ビジネス要件によって異なります。企業は、状況にかかわら
ずデータを失うわけにはいかない場合があります。また、万が一複数の障害が発生した場合に、データ損
失の可能性よりもデータベースの可用性が重要である場合もあります。最終的に、一部のアプリケーショ
ンは常に最大のデータベース・パフォーマンスを必要とするため、コンポーネントに障害が発生した場合、
少量のデータ損失を許容できます。詳しくは、Oracle Data GuardドキュメントのOracle Data Guard 
Protection Modesを参照してください。 

 

• さらに、データベースにないファイル・システムに保存されているランタイム・アーティファクト（MFTまたは
File/FTPアダプタによって消費または生成される、カスタムのファイル・ストレージ・サービスに保存されるファイ
ルなど）がある場合、それらのRPOは、セカンダリ・ロケーションに同期される頻度によって異なります。このコ
ンテンツが同期される内容、方法、および時期は、ビジネス要件によって決定されます。たとえば、これらのラン
タイム・ファイルが頻繁に変更される（迅速に作成または消費される）場合、同期は不要で行きすぎである場合が
あります。ただし、コンテンツがより静的で、DRイベントの場合はセカンダリにあることが必要な場合、コピーの
頻度はシステムの予測されるRPOに従う必要があります。RPOは、このコンテンツのレプリケーション間で生成され
たデータの量になります。 
また、これらのランタイム・ファイルは、DBFSファイル・システム（/u01/soacs/dbfs/share/mftに保存されるMFT
ランタイム・ファイルなど）に置くことができます。その場合、基礎になるData Guardレプリカ経由でスタンバイ
にレプリケートされるため、RPOはData Guard保護モードによって提供されます。 

 
実際に達成可能なWebLogic構成のRPOは次の要因によって異なります。 

• WebLogic構成が変更される頻度。WebLogic構成は、ランタイム・データほど動的に変更されません。システムの 
初期段階にもかかわらず、構成が継続的に変更されるのは一般的ではありません。より頻繁に構成が変更されるほど、
障害発生時に失われる構成変更の量が多くなります。 

• WebLogic構成がスタンバイに同期される頻度。このドキュメントで説明したように、WebLogic構成は手動で、また
はconfig_replica.shスクリプトを使用して自動的にレプリケートできます。1つのアプローチは、プライマリで実行
されるすべての構成変更の後に構成をレプリケートすることです。これにより、セカンダリWebLogic構成は常にプ
ライマリと最新の状態になりますが、プライマリに実行されるすべての変更にレプリケーション・プロセスを含め
る必要があります。もう1つのアプローチは、定期的に（毎晩など）レプリケーションをスケジューリングすること
です。この場合、DRの計画外イベントが発生すると、最新のレプリケーション以降にプライマリで実行された構成
変更は失われます。 

• WebLogic構成のレプリケーションに使用されるプロシージャの信頼性。DBFSとFSS/rsyncの方法はいずれも信頼で
きますが、当然ながら、基盤となるインフラストラクチャの障害（ステージング・フォルダの利用不可、接続の停
止など）がRPOに影響を与える可能性があります。そのため、レプリケーション・プロシージャの正しい機能を確
認し、セカンダリ・サイトを定期的に検証することをお薦めします。 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sbydb/introduction-to-oracle-data-guard-concepts.html#GUID-65DA4E2E-3666-4972-895C-EA45D043B127
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sbydb/introduction-to-oracle-data-guard-concepts.html#GUID-65DA4E2E-3666-4972-895C-EA45D043B127
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ベスト・プラクティス 
ディザスタ・リカバリ・トポロジのライフサイクルにおいて、オラクルでは以下のベスト・プラクティスを推奨しています。 

• JDBC永続ストアを使用する。デフォルトでは、SOAサーバーによって使用されるJMS永続ストアは、JDBCストアで
す。カスタム永続ストアを作成する場合、それらは必ずJDBC永続ストアとしても作成してください。この方法では
JMSメッセージがデータベース表に保存されるため、この情報はData Guard経由でスタンバイ・サイトにレプリ
ケートされます。 

• プライマリ・サイトとスタンバイ・サイトで同じパッチ・レベルを維持する。ソフトウェアはいずれの層において
もセカンダリ・サイトに自動的にレプリケートされません。パッチをプライマリにインストールする場合は、同じ
パッチをスタンバイ・ロケーションにインストールする必要があります。データベースにパッチを適用する際は、
Data Guardトポロジのパッチの適用方法に関する個別のパッチのドキュメントをチェックしてください。 

• プライマリ・サ イトとスタン バイ・サイ トで同じ構 成を維持す る。WebLogic構成 の一部では ない（つま り、
config_replica.shスクリプトを使用してレプリケートされない）プライマリ・システムに適用される変更はすべて、
セカンダリ・システムでも実行する必要があるため、プライマリ・システムとセカンダリ・システムには同じ構成
が含まれます。例：プライマリ・ロードバランサでの変更、オペレーティング・システムへの変更など。 

• 定期的にスイッチオーバーを実行してセカンダリ・サイトの健全性を検証する。「付録D 検証のためのセカンダリ・
サイトのオープン」で説明するように、完全なスイッチオーバーを実行せずに、検証のためにセカンダリ・サイト
を開くこともできます。 

• アプリケーション・デプロイメント操作の場合は、WebLogic管理コンソールでWebLogicのデプロイメント・オプ
ションとして“Upload your files”を使用し、管理サーバーのアップロード・ディレクトリの下（ドメイン・ディレク
トリ/servers/admin_server_name/uploadの下）に、デプロイしたファイルが配置されるようにすることを推奨します。
このようにすると、構成レプリケーション・スクリプトによってこれらのファイルがスタンバイに同期されるよう
になります。 

• デフォルトでは、WLS管理サーバーおよび管理対象サーバーは、SOAホストがリブートされると"自動”で起動します。
た だ し 、 こ れ は ス タ ン バ イ ・ サ イ ト で は 望 ま し く あ り ま せ ん 。 ス タ ン バ イ ・ サ イ ト で は 、
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-disable-server-restart-instance- 
reboot.htmlに記載されている機能を使用して自動再起動を無効化することが推奨されます。（すべてのスタンバイ
SOAホストで）"start_server_on_reboot"をfalseに設定することで、マシンの起動時にノード・マネージャのみが起
動します。 
そのプロパティ（soampRebootEnv.sh）を設定するためのファイルは、構成をレプリケートする際に上書きされな
いため、プライマリ・システム（trueの状態を想定）とスタンバイ・システム（falseに設定可能）とで異なる値を
設定できます。後にスイッチオーバーを実行し、長期間にわたりセカンダリ・サイトをプライマリとして使用する
ことを計画している場合は、各サイトで値を適宜変更できます。 

• プライマリとスタンバイの両方において、SOAMPホストによって使用されるブロック・ボリュームについて、ブロッ
ク・ボリュームのバックアップを定期的に実行する、またはブロック・ボリュームの自動バックアップを構成する。
詳しくは、SOA MarketplaceドキュメントのBack Up a Block Volumeを参照してください。 

結論 
SOA Suite on OCI Marketplace構成でのディザスタ・リカバリは、Oracle Data Guardによって同期される本番データベースと
スタンバイ・データベース、それぞれ独自のローカル・データベースを利用する2つの中間層構成（これらのローカル・デー
タベースはデータセンター間で必要となるファイル同期を最小限に抑えるために作成されます）、および最小限必要なファ
イル・レプリケーションを管理するためのスクリプト・ソリューション・オプションで構成されます。Oracle Cloudでこの
ディザスタ・リカバリ・ソリューションを使用すれば、スタンバイのハードウェアとソフトウェア、さらにはリモート・デー
タセンターを所有、管理するコストや手間が不要になり、同時に業界トップ・レベルのリカバリ時間目標とリカバリ・ポイ
ント目標を達成できます。 

Oracle Data Guardをディザスタ・リカバリに使用すると、リモート・バックアップをリストアするよりも優れたRTOとRPO
が得られます。つまり、本番環境は、Oracle Cloud上ですでに稼働している同期済みの本番データベースのコピーに即座に
フェイルオーバーされます。クラウド上のスタンバイ・データベースは、ディザスタ・リカバリで利用できるだけでなく、
開発およびテスト用のクローン・データベースをシードする目的でも使用可能です。 

中間層を使用して効率的に構成をレプリケーションすることで保守が容易になり、構成を絶え間なくレプリケーションする
方法の場合に発生するオーバーヘッドが減少します。ただし、いつでもリカバリができる状態にしておくために、適切な方
法で定期的にスタンバイの検証を行う必要があります。各システムのライフサイクルに応じ、異なる構成同期アプローチを
使用して動作を最適にすることができます。 

https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-disable-server-restart-instance-reboot.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-disable-server-restart-instance-reboot.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-disable-server-restart-instance-reboot.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-back-block-volume.html
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RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO BACKED UP 1 TIMES TO 'SBT_TAPE' APPLIED ON ALL 
STANDBY; 

# RMANを実行します 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/18.0.0.0/dbhome_1 
export ORACLE_SID=ORCL 
$ORACLE_HOME/bin/rman <<RMAN 

connect target / 
SET ENCRYPTION ON; 
BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG TAG "FULL_BACKUP"; 
exit; 

RMAN 
echo "Completed full backup for" $ORACLE_SID 

###################################################### 
# データベースがスタンバイ・ロールで、バックアップが実行されない場合 
# ディスクから古いアーカイブ・ログを消去するにはこのスクリプトを使用します  
# RMANを実行します 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
export ORACLE_SID=ORCL 
$ORACLE_HOME/bin/rman <<RMAN 
connect target / 

# このDBがプライマリ・ロールの場合にアーカイブ・ログが不要に削除されないようにする場合 
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON ALL STANDBY; 
# 20日以上経過したアーカイブ・ログを削除します 
delete noprompt archivelog all completed before 'SYSDATE-20';  
exit; 

RMAN 
echo "deleted applied old archivelogs on $ORACLE_SID" 
###################################################### 

 

 

付録A – 手動構成されたData GuardでのDBシステム・バックアップ 
DBシステムのバックアップは、あらゆるOracleデータベース環境にとって重要な側面です。Oracle Cloudはさまざまなアプ
ローチを提供します。バックアップをローカルまたはクラウド・ストレージに保存したり、RMANまたはDBCLIを使って自動
化、カスタマイズしたりすることができます。DRシナリオの場合、データベースはOracle Data Guardで構成されるため、 
特別な考慮点がいくつかあります。 
Oracle Data Guardが手動で構成されている場合（オプション2）Data Guardの手動構成）は、Data Guard環境で最適な構成を
実現するため、バックアップを手動で構成する必要があります。データベースのどちらか（プライマリまたはスタンバイ）
でバックアップを実行し、他方のデータベースでアーカイブ・ログの増大を制御することが必要です。 
プライマリDBシステムで手動バックアップを構成する方法： 

• このシステムのOCIコンソールで自動バックアップを有効にした場合、バックアップ・モジュールがすでに自動バッ
クアップによって構成されています。その場合、カスタマイズできるように自動バックアップを無効にします。こ
れまでに自動バックアップを有効にしたことがない場合は、「RMANを使用したデータベースのオブジェクト・スト
レージへのバックアップ」の手順に従って、プライマリDBでバックアップ・モジュールをインストールして構成し
てください。 

• リンク先の推奨事項に従ってRMAN設定を構成してください。また、Oracle Data Guardsに推奨されているアーカイ
ブ・ログ削除ポリシーも必ず含めてください。 

• バックアップ要件に従ってRMANバックアップ・スクリプトを作成し、crontabに含めます。全体バックアップを 
実行する例は次のとおりです。 

スタンバイでのアーカイブ・ログの増大を制御する方法： 

• このシステムで自動バックアップを有効にしていた場合は無効にし、アーカイブ・ログ削除ポリシーがまだスタン
バイに適用されていない場合に削除されないように、次のコマンドを実行して適切なアーカイブ・ログ削除ポリ
シーを構成します。 

 RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON ALL STANDBY;  

• FRAでのアーカイブ・ログの増大を制御するには、適切なアーカイブ・ログ削除ポリシーを設定すれば十分なはずで
すが、古いアーカイブ・ログを削除するクリーンアップ・スクリプトを作成することもできます。以下は、古いアー
カイブ・ログを消去する例で、アーカイブ・ログの誤削除を回避するために、アーカイブ・ログ削除ポリシーを 
使用しています。 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Database/Tasks/backingupOSrman.htm
https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Database/Tasks/backingupOSrman.htm
https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Database/Tasks/backingupOSrman.htm
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CloudコンソールUIを使ってOracle Data Guardが構成されている場合、CloudコンソールUIを使ってプライマリ・データベース
で自動バックアップを有効にすることができます。これが推奨される方法です。このような場合、デフォルトのRMAN構成で
は、Oracle Data Guardのシナリオで推奨されるアーカイブ・ログ削除ポリシーを使用する必要があります。ただし、前述し
たように、セカンダリ・データベースでのアーカイブ・ログの増大を制御することができます。 

 

注：トポロジでのOracle Data Guard構成により、ほとんどのデータベース障害シナリオに対する保護機能が提供されます。言い換
えると、プライマリ・データベースで障害が発生するほとんどの場合において、スタンバイへのスイッチオーバーによって操作を再
開させることができます。プライマリに障害が発生し、スタンバイへのスイッチオーバーが不可能という極端な場合では、プライマ
リをバックアップからリストアする必要が生じる可能性があります。そのようなまれなシナリオでは、スタンバイ・データベースも
再作成する必要があります。スタンバイ・データベースを再作成するには、次の手順を実行します。 
手動Data Guardでは、プライマリ・データベースでのリストア後にスタンバイ・データベースを再作成してData Guardを再構成す
るために、「オプション2）Data Guardの手動構成」の手順に記載したスクリプトを再実行できます。 
ただし、自動Data Guardでは、OCIコンソールはUIコンソールからスタンバイ・データベースを再作成するための機能をまだ備えて
いません。バックアップからプライマリ・データベースをリストアするには、Data Guardの関連付けを削除して（スタンバイDBシ
ステムを終了することで実行）、プライマリ・データベースをリストアしたらその関連付けを再び有効化することが必要です。これ
によって新しいスタンバイDBシステムが作成されます。この新しいスタンバイDBシステムで再構築するために、SOAMP中間層で 
一部のプロパティを更新する必要があります。詳しくは、「付録D – その他のライフサイクル操作」の「スタンバイDBシステムの再
作成」を参照してください。 

付録B - Oracle Site Guardを使用したディザスタ・リカバリの管理 
Oracle Site Guardは、管理者によるサイト全体のスイッチオーバーやフェイルオーバーの自動化を可能にするディザスタ・
リカバリ・ソリューションです。Oracle Fusion Middleware、Oracle Fusion Application、Oracle Databaseを組織化して連係
を取りながらフェイルオーバーさせることができます。Oracle Site Guardsには次のメリットがあります。 

 ディザスタ・リカバリ処理を完全に自動化して1回のクリックで起動 
 ディザスタ・リカバリに要する時間の最小化 
 人為的エラーの削減 
 柔軟でカスタマイズ可能 
 特殊なスキルが不要 
 1つの画面でディザスタ・リカバリを管理 
 オンデマンドの、またはスケジューリングされたディザスタ・リカバリ・ドリルを使用してディザスタ・リカバリ

に確実に対応 
DBFSとFSS/RSYNCの方法についてはすでに説明したように、SOA Suite on OCI Marketplaceのディザスタ・リカバリのスイッ
チオーバーはOracle Site Guardを使用して調整することができます。ホワイト・ペーパー『Using Oracle Site Guard to 
manage Disaster Recovery for OCI PaaS Systems』での手順に従って、SOA Suite on OCI Marketplaceのディザスタ・リカバ
リ環境用にOracle Site Guardを構成し、これを使用してスイッチオーバーとフェイルオーバーを実行してください。 

https://www.oracle.com/a/tech/docs/maa-siteguard-paasdr.pdf
https://www.oracle.com/a/tech/docs/maa-siteguard-paasdr.pdf
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付録C - DRセットアップのネットワーク要件のサマリー 
次の表に、SOA Marketplace DRに特有のネットワーク要件を示します。 

 

アクション SSH SQLNET（1521） HTTPS 

DRセットアップ
（DRSを使用） 

DRSが実行されているホストから、
すべてのDBホストと中間層ホスト、
およびyaml構成ファイルで設定され
ているIP（通常はパブリックIPですが、
DRSが内部サブネットを介してノー
ドに接続可能な場合はプライベート
IPに設定可能）。 
 
ファイル・レプリケーションに
FSS/rsyncの方法を使用する場合は、
プライマリ・サイトのWLS管理サー
バー・ホストからセカンダリ・サイ
トのWLS管理サーバー・ホスト（動
的ルーティング・ゲートウェイを介
して通信する場合はプライベートIP、
インターネットを介して通信する場
合はパブリックIPへの接続性も必要
11）。 

プライマリ・リージョンとセカンダリ・
リージョンが動的ルーティング・ゲー
トウェイを介して通信する場合は、セ
カンダリ・サイトのすべての中間層ホ
ストからプライマリ・サイトのDBのプ
ライベートIP（および、Oracle RACの
場合はスキャンIP）。 
 
または 
 
セカンダリ・サイトのすべての中間層
ホストからプライマリ・サイトのDBの
パブリックIP（プライマリ・リージョ
ンとセカンダリ・リージョンがインター
ネットを介して通信する場合）。10 

DRSが実行されているホ
ストからプライマリ・
サイトのフロントエン
ドIP。 
 
DRSが実行されているホ
ストからセカンダリ・
サイトのフロントエン
ドIP。 

config_replica.shに
よるWLSドメイン構
成レプリケーション 
 
（FSS/RSYNCの方法
を使用） 

各サイトのWLS管理サーバー・ホス
トから他のサイトのWLS管理サー
バー・ホスト（動的ルーティング・
ゲートウェイを介して通信する場合
はプライベートIP、インターネット
を介して通信する場合はパブリック
IP11）。 

  

config_replica.shに
よるWLSドメイン構
成レプリケーション 
 
（DBFSベースの方法
を使用） 

 プライマリ・リージョンとセカンダリ・
リージョンが動的ルーティング・ゲー
トウェイを介して通信する場合は、各
サイトのWLS管理サーバー・ホストから
リモートDBのプライベートIP（および、
Oracle RACの場合はスキャンIP）。 
 
または 
 
各サイトのWLS管理サーバー・ホスト
からリモートDBのパブリックIP（プラ
イマリ・リージョンとセカンダリ・リー
ジョンがインターネットを介して通信
する場合）エラー!ブックマークが定義
されていません。 

 

通常実行時  プライマリ・サイトとセカンダリ・サイ
トのデータベース間（これはData Guard
の場合の要件です）。 

 

 

 
 

10 OCIでは、異なるリージョンに配置されたVCNネットワーク間のプライベート・トラフィックに動的ルーティング・ゲートウェイを使用できるため、インター
ネットを介したサイト間通信は最新バージョンでは推奨されていません。 
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付録D – その他のライフサイクル操作 
ここでは、次のその他のライフサイクル操作について説明します。 

• 検証のためのセカンダリ・サイトのオープン 
• DBFSウォレットの再作成 
• スタンバイ・サイトでコンピュート・インスタンスを停止させる場合 
• SOA Marketplace DRでのスケール・アウト/スケール・イン手順 
• スタンバイDBシステム再作成後のSOAMP DRの再構築 

検証のためのセカンダリ・サイトのオープン 
スタンバイ・データベースをスナップショット・スタンバイに変換することで、完全なスイッチオーバーを実行しなくても
スタンバイ・サイトを検証できます。これにより、セカンダリSOAサーバーをスタンバイ・サイトで起動し、セカンダリ・
システムを検証することができます。スナップショット・スタンバイ・モードの間にスタンバイ・サイト・データベースで
実行された変更はすべて、そのスタンバイが再びフィジカル・スタンバイに変換されると破棄されるため、プライマリ・
データがセカンダリ・サイトの検証によって影響を受けることはありません。 

 
ただしこの操作は注意して行う必要があります。スナップショットへの変換時にデータベース内に保留中のメッセージやコ
ンポジットが存在する場合には、スタンバイ・サイトのSOAサーバーで起動時にそれらが処理されるからです。スナップ
ショット・スタンバイへの変換時にプライマリ・データベースに保留中のアクションが存在しないことを確認してください。
または、スナップショット・スタンバイ・データベースに変換された後、スタンバイ・データベースの実行時SOA表からレ
コードを削除してから、セカンダリ・サイトのSOAサーバーを起動してください（「Removing Records from the Runtime 
Tables Without Dropping the Tables」を参照）。 

スイッチオーバーを実行せずにスタンバイ・サイトを検証する手順は以下のとおりです。 
 

 検証のためにスタンバイ・サイトを開
く手順 

詳細 

1 スタンバイDBをスナップショット・
スタンバイに変換する 

プライマリDBホストでDGブローカを使用して、セカンダリをスナップショット・ス
タンバイに変換します。ユーザーoracleで次を実行します。 

[oracle@drdbA ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> convert database “secondary_db_unqname” to snapshot standby 
“show configuration”を使用して変換が正常に実行されたことを確認します。 

2 セカンダリ環境に保留中のアクション
がないことを確認する 

スタンバイがスナップショットに変換されるときにプライマリDBに保留中のアク
ション（トランザクション、メッセージ）が存在した場合は、セカンダリSOAサー
バーで起動時にそれらの処理が試行されます。 
SOAのtruncateスクリプトを使用してセカンダリ・データベースのSOA実行時表か
らレコードを削除し、セカンダリ・サーバーを起動する前に実行時データを消去
することができます。「Removing Records from the Runtime Tables Without 
Dropping the Tables」を参照してください。 
 
プライマリDBの表を切捨てないよう、このアクションは注意して実行してくだ
さい。 

3 セカンダリ・サイトでサーバーを起動
する 

セカンダリ管理サーバーを起動します。例： 

$ cd /u01/app/oracle/middleware/oracle_common/common/bin 
$ ./wlst.sh 
wlst> nmConnect ('weblogic','acme1234#','soampdrs-soa- 
0','5556','soampdrs_domain','/u01/data/domains/soampdrs_domain','SSL') 
wlst> nmStart('soampdrs_adminserver') 
セカンダリ管理対象サーバーを起動します（セカンダリWebLogicコンソールかス
クリプトを使用）。 

4 検証する 注：今回はスイッチオーバーではなく、プライマリ・サイトがアクティブ状態で
あるため、仮想フロントエンド名がプライマリ・サイトのLBR IPアドレスに解決
されます。そのため、ブラウザからアクセスすると、デフォルトでアクティブな
プライマリ・サイトにリダイレクトされます。 

https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
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  セカンダリ・サイトのSOAサービスに直接アクセスするには、管理下のクライアント 

（ラップトップなど）で/etc/hostsファイルを更新し、仮想フロントエンド名がセカンダ
リ・サイトのフロントエンドLBRのIPアドレスに解決されるように設定して、このクライア
ントから検証を実行する必要があります。 

注：検証に使用されるクライアントがHTTPプロキシ経由でSOAMPシステムにアクセスして
いないことを確認してください。HTTPプロキシによって、どちらの名前がクライアントの
/etc/hostsに設定されているかにかかわらず、そのまま仮想フロントエンド名がプライマ
リ・サイトのLBRのIPアドレスに解決される可能性があるためです。 

注：Linux以外のクライアントでは、カスタマイズしたホスト・ファイルのエントリを 
使用してブラウザでIPアドレスを解決するために、事前にローカルDNSキャッシュの 
リセットが必要になる場合があります。 

 

注： 
ORA-01403: no data found ORA-06512エラー。ここで説明するように、（完全なスイッチオーバーを実行せずに、すなわちスタンバ
イをスナップショット・スタンバイ・モードで開いて）セカンダリ・サイトを検証する間、スタンバイSOAサーバーのログに"ORA-
01403: no data found ORA-06512”エラーが記録されることがあります。これらのエラーは、SOA自動消去ジョブに関連しています。
これらのエラーが発生するのは、データベース内のジョブにDBロールの依存関係があるからです（それらのジョブは、データベー
スがプライマリ・ロールの場合にのみ有効化されるように定義されています）。これは、期待される望ましい挙動で、これにより
ジョブが2回実行される（プライマリで1回、スタンバイで1回）のを防止します。SOAの自動消去ジョブはプライマリ・ロールで定
義されるため、データベースがスナップショット・スタンバイ・モードの場合にはDBA_SCHEDULER_JOBSビューに表示されません。
ジョブごとに定義されるdatabase_roleは、DBA_SCHEDULER_JOB_ROLEビューで確認できます。まとめると、これらのエラーは、
スタンバイ・システムに表示される限り無視して構いません。SOA自動消去のスケジューラ・ジョブは、インスタンスがそのロール
をPRIMARYに変更する場合にのみ、DBで実行されます。 

 

セカンダリ・サイトが検証されたら、以下の手順に従ってスタンバイ・ロールに戻します。 
 

 スタンバイをスタンバイ・ロールに戻す手順 詳細 

1 セカンダリで管理対象サーバーと管理サーバー
を停止する 

セカンダリWebLogicコンソールに接続し、セカンダリ・サイトの管理
対象サーバーと管理サーバーをシャットダウンします。 

2 スタンバイDBを再びフィジカル・スタンバイに
変換する 

プライマリDBホストでDGブローカを使用して、セカンダリを再び
フィジカル・スタンバイに変換します。ユーザーoracleで次を実行し
ます。 
[oracle@drdbA ~]$ dgmgrl 
sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> convert database “secondary_db_unqname” to physical 
standby 
“show configuration”を使用して変換が正常に実行されたことを確認
します。 

3 更新された/etc/hostsを元に戻す クライアントの/etc/hostsファイルをセカンダリ・サイトを指すよう
に更新した場合、元に戻して、仮想フロントエンド名がプライマリ・
フロントエンドIPを再び指すようにします。 
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$middleware_home/oracle_common/bin/mkstore -wrl /u01/data/domains/domain_name/dbfs/wallet -create < /var/tmp/dbfsp 
$middleware_home/oracle_common/bin/mkstore -wrl /u01/data/domains/domain_name/dbfs/wallet -createCredential <PDB_NAME> 
SchemaPrefix_DBFS < /var/tmp/dbfsp 

 

 

DBFSウォレットの再作成 
 

注：これはDBFSベースの方法のみに適用されます。 
 

中間層ホストのdbfsウォレット、tnsnames.ora、dbfsMount.sh（<domain_home>/dbfsフォルダ内）は、DRのセットアップ
時に更新されます11。SchemaPrefix_DBFSユーザーのパスワードが変更されているためにウォレットを更新する必要がある
場合は、SOA Marketplaceのドキュメントのデータベース・スキーマおよびウォレット・パスワードの変更の「ウォレット・
パスワードの手動更新」で説明されている手順を実行できます。ただし、dbfsのマウントに使用されるエイリアスは（デフォ
ルトの"ORCL"エイリアスではなく）PDB名であることを考慮してください。そのため、ウォレットを生成するコマンドでは、
次のようにPDB名を使用する必要があります。例： 

<domain_home>/dbfs/フォルダのdbfsMount.shスクリプトでは、dbfsクライアントのマウント・コマンドの<PDB_NAME>
エイリアスを必ず使用してください。例： 

 

また、<domain_home>/dbfs/tnsnames.ora に、ローカルPDBを参照するエイリアス<PDB_NAME>が含まれていることも 
確認してください。 

dbfsをマウントするには、dbfs_clientコマンドを直接使用する代わりに、<domain_home>/dbfs/dbfsMount.shスクリプトを
使用することを推奨します。dbfs_clientコマンドを使用する場合は、必ず正しいエイリアスを使用してください。 

SchemaPrefix_DBFSユーザーでのパスワード変更の後には、プライマリとスタンバイ両方のホスト中間層でウォレットの 
再作成を実行する必要があります。これは、<domain_home>/dbfsフォルダが各ドメインに固有のものだからです（また、
プライマリからスタンバイにレプリケートしないようにする必要があります）。 
注：残りのスキーマ・パスワード（SOAINFRA、STBなど）を更新するには、プライマリ・ドメインでChange the Database Schema 
Password Manuallyで説明されている手順を実行し、config_replica.shを使用してセカンダリ・ドメインに変更をレプリケートする
ことができます。ドメイン構成時のデータソースおよびその他のファイルでのパスワード変更は、セカンダリにレプリケートさ
れます。 

スタンバイ・サイトでコンピュート・インスタンスを停止させる場合 
スタンバイ・データベースは、プライマリから更新データを受信せず、非同期の状態になるため、通常の業務を行っている
期間にはシャットダウンしないようにする必要があります。シャットダウンすると、スイッチオーバーを実行することが必
要になった場合にデータを損失する可能性があります。 
さらに、プライマリとセカンダリのデータベース間のREDOでの解決不能なギャップでは、フィジカル・スタンバイの完全再
インスタンス化と構成が必要になる場合があります。したがって、プライマリとセカンダリのデータベース間の接続が長時
間切断されないようにすることが推奨されます。これには、セカンダリが停止するシナリオや、通常の業務中に2つのサイト
間での通信が阻止される可能性があるネットワーク・レベルの問題などが含まれます。 

スタンバイ中間層のコンピュート・インスタンスは、プライマリに影響を及ぼすことなく停止することができますが、ディ
ザスタ・リカバリにおいて次のような影響があります。 

• RPOでの影響：スタンバイ管理サーバー・ホストが停止すると、プライマリ・サイトからレプリケートされるドメ
イン構成の変更は、スタンバイ・ドメイン構成にプッシュされません。フェイルオーバーの場合、スタンバイ・ 
ドメインはプライマリ構成と同期が取れなくなる可能性があります。 

 
 
 
 
 

11 これらの更新は、プライマリ管理ノード・ホストとセカンダリ中間層ホストでのDRセットアップ時に実行されます。それ以外のプライマリ中間層ホストは
<domain_home>/dbfsフォルダに元のdbfsウォレット、tnsnames.ora、dbfsMount.shを維持します。これは、dbfsマウントへのプライマリ構成のコピーにはプ
ライマリ管理ノードのみが使用されるためです。DRセットアップが完了したら、プライマリ管理ノード・ホストから残りのプライマリ管理対象サーバー・ホス
トにこれらのファイルをコピーすることによって均等化できます。 

$ORACLE_HOME/bin/dbfs_client -o wallet /@<PDB_NAME> -o direct_io $MOUNT_PATH_DIRECTIO &>dbfs.log & 
$ORACLE_HOME/bin/dbfs_client -o wallet /@<PDB_NAME> $MOUNT_PATH &>dbfs.log & 

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-change-database-schema-and-wallet-passwords.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-change-database-schema-and-wallet-passwords.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-change-database-schema-and-wallet-passwords.html


48 ホワイト・ペーパー | SOA Suite on Oracle Cloud Infrastructure Marketplaceのディザスタ・リカバリ | バージョン11  
 Copyright © 2022, Oracle and/or its affiliates | 公開 

 

 

# DR用の仮想フロントエンド名。プライマリ・フロントエンドの
IPを指しています 111.111.111.111 soampdrs.mycompany.com 

 

 

• RTOでの影響：セカンダリ中間層ホストが停止し、それらのホストを起動する必要がある場合、リカバリ時間が増加
します。スイッチオーバーやフェイルオーバーの前に、セカンダリ・ドメインでドメイン構成の同期を実行して、
プライマリ・サイトのドメイン構成の変更を適用する必要がある場合には、リカバリ時間はさらに増加します。 

これらの影響や、保守対応の時間と労力を最小限に抑えるため、いくつかのセカンダリSOAのコンピュート・インスタンスを
停止させる場合には、セカンダリ・サイトのWLS管理コンピュート・インスタンスを起動したままの状態で維持し、WLS管理
対象サーバーのコンピュート・インスタンスのみを停止できます。 

 

注： 
顧客の請求状態はこのドキュメントの対象外です。いくつかのサーバーを停止させることの請求への影響を確認するには、請求状態
に関する確認を得るため、オラクルのライセンス・チームにお問い合わせください。 
 
すべての場合において、インスタンスのOSを使用してインスタンスを停止しても、そのインスタンスの請求は停止されません。 
この方法でインスタンスを停止する場合は、必ずコンソールまたはAPIからも停止してください。停止したコンピュート・インスタン
スの請求は、通常、OCIコンピュート・モデルに従います。SOAMPでは、すべてのコンピュート・シェイプがサポートされているため、
停止したインスタンスの請求はコンピュート・シェイプに依存します。 

SOA Marketplace DRでのスケール・アウト/スケール・イン手順 
SOA Marketplaceシステムは、SOA Marketplaceのドキュメント「Oracle SOA Suite on Marketplaceインスタンス・クラスタ
のスケール・アウト/スケール・イン」で説明されている手順に従って、スケール・アウトおよびスケール・インすることが
可能です。 

SOA Marketplace DR環境のスケール・アウトおよびスケール・インを実行する場合、DR環境に特有の考慮すべき特徴がいく
つかあります。本書で説明しているDRトポロジでは、SOA Marketplaceインスタンスが2つ（プライマリとセカンダリ）あり
ます。セカンダリのWLSドメイン構成がプライマリ構成のコピーであるため、WebLogicサーバーのリスニング・アドレスは
プライマリのホスト名を使用して構成されています。DRセットアップの実行時に、セカンダリ中間層の/etc/hostsで、ホスト・
エイリアスがロー カルIPに 解決されるよ う構成され ます。スケー ル・アウト操 作では、デ フォルトで新 しいノードの
/etc/hostsファイルにそれらのエイリアスが含まれないため、セカンダリSOAのロケーションでは新しいノードがセカンダリ
WLS管理サーバーに接続できずに、スケール・アウト手順が失敗する可能性があります。セカンダリSOA MarketplaceのDR
環境のスケール・アウト中にこの問題を回避するには、次の手順に従います。 

スケール・アウト 
SOA MP DR環境のスケール・アウトを実行するために推奨される手順は次のとおりです。 

a) プライマリSOA Marketplaceインスタンスのスケール・アウト： 
1. config_replica.shの定期実行をスケジューリングしている場合は停止します。 

重要：セカンダリにもスケール・アウトを実行するまで、config_replica.shレプリケーションをセカンダリ
に実行しないでください。セカンダリ・サーバーで認識されていないWebLogicサーバー・ノードがセカン
ダリSOAシステム構成に含まれる場合（セカンダリSOAにはスケール・アウトされるまで同じノードは含ま
れません）、soa-infraはセカンダリで失敗します。「プライマリとスタンバイの管理対象サーバーの数が
異なる場合」を参照してください。 

2. プライマリ・スタックの「Oracle SOA Suite on Marketplaceインスタンス・クラスタのスケール・アウト」
で説明されている手順に従います。 

3. スケール・アウトが正常に終了したら、SSHを新しいノードに接続して以下を実行します。 
a. /etc/hostsを編集して、フロントエンドFQDNを追加し、プライマリ・フロントエンドLBRのIPアド

レスを指定します。例： 

b. 新しいノードで/etc/hostsを編集して、残りのプライマリ・ノードにすでに存在しており、セカン
ダリ名を含むエイリアスを追加します。例： 

 
c. /etc/oci-hostname.confを編集して、 PRESERVE_HOSTINFOを3に設定すると、これらの変更は 

再起動後も保持されます。 
4. 新しい管理対象サーバーを再起動します。 

 

10.0.0.82 <prim_midtier1_fqdn> <prim_midtier1_hostname> <sec_midtier1_fqdn> <sec_midtier1_hostname> 
10.0.0.81  <prim_midtier2_fqdn> <prim_midtier2_hostname> <sec_midtier2_fqdn> <sec_midtier2_hostname> 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Compute/Tasks/restartinginstance.htm#resource-billing
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-scale-oracle-soa-suite-instance-cluster-or.html
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-scale-oracle-soa-suite-instance-cluster-or.html
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-scale-oracle-soa-mp-instance-cluster.html
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soampdr6-soa-0.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com 
soampdr6-soa-1.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com 

soampdr6-soa-0.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com 
soampdr6-soa-1.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com 

cd <DOMAIN_HOME>/config/ 
cp config.xml config.xml_backup_pre_scale-out 
sed -i 's/primary_midtier1_fqdn/secondary_midtier1_fqdn/g' config.xml 
sed -i 's/primary_midtier2_fqdn /secondary_midtier2_fqdn/g' config.xml 

# DR用の仮想フロントエンド名。セカンダリ・フロントエンドのIPを指しています 222.222.222.222 
soampdrs.mycompany.com 

 

 

b) セカンダリSOA Marketplaceインスタンスのスケール・アウト： 

セカンダリにスケール・アウトを実行するには、スケール・アウトの前に介入する必要があります。スタンバイで
のWebLogicドメイン構成はプライマリからのコピーであり、サーバーのリスニング・アドレスにプライマリ・ホス
ト名が使用されていることを思い出してください。スケール・アウトの際にセカンダリに追加された新しいノード
では、プライマリ・ホスト名を認識していません（デフォルトではプライマリ名のエイリアスは新しいノードの
/etc/hostsファイルに含まれません）。セカンダリでのスケール・アウトを許可して問題なく完了するには、スケー
ル・アウトを進める前にセカンダリ・ドメインでリスニング・アドレスを設定し、そこでセカンダリSOAホスト名を
変更します。これにより、スケール・アウト手順が問題なく実行されます。スケール・アウトが終了すると、オプ
ション1のようにエイリアスも追加されます。詳細な手順を以下で説明します。 

1. スタンバイ・データベースをスナップショット・スタンバイに変換します。 
2. プライマリ・インスタンスの完全修飾ドメイン名ではなくセカンダリ・インスタンスの完全修飾ドメイン

名を使用するように、セカンダリ・ドメインのWebLogicサーバーのリスニング・アドレスを変更します。
この変更は後で元に戻されます。変更が必要なのは、新しく追加されるノードには、config.xmlに設定され
るプライマリ・サーバーのエイリアスが/etc/hostsに含まれないためです。これには、次を実行します。 
-  プライマリSOAホストのFQDNを特定します（スケール・アウト前の既存のノード）。例： 

プライマリ中間層1のFQDNはsoampdr6-soa-0.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.comで、そのホス
ト名は 
soampdr6-soa-0です。 
プライマリ中間層2のFQDNはsoampdr6-soa-1.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.comで、そのホス
ト名は 
soampdr6-soa-1です。 

 
- セカンダリSOAホストのFQDNを特定します（現在の既存のノード）。例： 

注：ホスト名はプライマリとセカンダリのSOAホストで同じになるはずです。FQDNの値のみが異なり
ます。 

 
- セカンダリ・サイトの管理サーバー・ノードで、<DOMAIN_HOME>/config/config.xmlファイル内の 

プライマリ・インスタンスのFQDNをセカンダリ・インスタンスのFQDNに置き換えます。 

例： 

 
3. セカンダリ・サイトで管理サーバーと管理対象サーバーを起動します。 

セカンダリ管理対象サーバーの起動は注意深く実行する必要があります。スタンバイ・データベースに 
保留中のメッセージ、またはコンポジットがある場合は、サーバーがそれらを処理する場合があります。
スナップショット・スタンバイへの変換時にプライマリ・データベースに保留中のアクションが存在しな
いことを確認するか、スナップショット・スタンバイ・データベースの実行時SOA表からレコードを削除し
てから、セカンダリ・サーバーを起動してください。12 

4. セカンダリ・スタックの「Oracle SOA Suite on Marketplaceインスタンス・クラスタのスケール・アウト」
で説明されている手順に従ってノードを追加します。 

5. スケール・アウト・プロセスが終了したら、新しく追加されたノードで必要なエイリアスを追加します。 
• 新しいノードで/etc/hostsを編集して、残りのセカンダリ・ノードと同様に、セカンダリ・フロントエ

ンドLBRのIPアドレスに対してフロントエンドFQDNを追加します。 

 
12 Removing Records from the Runtime Tables Without Dropping the Tables 

sed -i 's/soampdr6-soa-0.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com/soampdr6-soa- 
0.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com/g' config.xml 
sed -i 's/soampdr6-soa-1.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com/soampdr6-soa- 
1.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com/g' config.xml 

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-scale-oracle-soa-mp-instance-cluster.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
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10.2.0.12 <sec_midtier1_fqdn> <sec_midtier1_hostname> <prim_midtier1_fqdn> <prim_midtier1_hostname> 
10.2.0.11 <sec_midtier2_fqdn> <sec_midtier2_hostname> <prim_midtier2_fqdn> <prim_midtier2_hostname> 

<primary_newnode_IP> <primary_newnode_fqdn> <primary_ newnode _hostname> <secondary_ newnode _fqdn> 
<secondary_ newnode_hostname> 

 

 

• 新しいノードで/etc/hostsを編集し、セカンダリ中間層ノードにすでに含まれている既存のエイリアス
を追加します。ここでは、プライマリ・ノードのFQDNがセカンダリ・ローカルIPアドレスのエイリア
スとなっています。 

• /etc/oci-hostname.confを編集して、PRESERVE_HOSTINFOを3に設定すると、これらの変更は再起動
後も保持されます。 

6. セカンダリ・サイトでサーバーを停止します（管理対象サーバーと管理サーバー）。 
7. スタンバイ・データベースをフィジカル・スタンバイに変換します。 
8. （オプション）手順2で行った変更を元に戻し、リスニング・アドレスでプライマリFQDNを再設定するこ

とができます。または、プライマリから構成をレプリケートする際にconfig_replica.shを使用して後で自動
的に実行することができます（手順d）。 

 
c) プライマリとスタンバイの両方をスケール・アウトしたら、新しいノードのエイリアスをすべての中間層ホストに

追加することによって（既存のノードと新しいノード）構成を完了することが非常に重要です。 
1. プライマリで、これをすべての既存のプライマリ中間層ノード（および新しいノード）に追加します。例

（必ず1行で記述）： 

2. セカンダリで、これをすべての既存の中間層ノード（および新しいノード）に追加します。例（必ず1行で
記述）： 

 
d) この時点で、config_replica.shをすぐに実行して（通常どおり、最初にプライマリ、次にセカンダリの順）、プライマ

リからスタンバイへ構成を伝播します。これで、config_replica.shの定期実行のスケジューリングを有効化できます。 

スケール・イン 
SOA MP DR環境をスケール・インする際の推奨手順は次のとおりです。 

a) config_replica.shの定期実行をスケジューリングしている場合は停止します。 
重要：セカンダリにもスケール・インを実行するまで、config_replica.shレプリケーションをセカンダリに実行しな
いでください。 

b) プライマリSOA Marketplaceインスタンスのスケール・イン： 
1. プライマリ・スタックの「Oracle SOA Suite on Marketplaceインスタンス・クラスタのスケール・イン」で

説明されている手順に従います。 
c) セカンダリSOA Marketplaceインスタンスのスケール・イン： 

2. スタンバイ・データベースをスナップショット・スタンバイに変換します。 
3. 管理サーバーのみを起動します（管理対象サーバーの起動は不要です）。 
4. セカンダリ・スタックの「Oracle SOA Suite on Marketplaceインスタンス・クラスタのスケール・イン」で

説明されている手順に従います。 
5. 終了したら、セカンダリ・データベースをフィジカル・スタンバイに変換します。 

d) 削除されたノードのエイリアスを、プライマリおよびセカンダリ中間層ホストの/etc/hostsから削除します。 
e) （オプション）config_replica.shを実行して（最初にプライマリ、次にセカンダリの順）、プライマリからスタンバ

イへ構成を伝播し、セカンダリを確認します。これで、config_replica.shの定期実行のスケジューリングを有効化で
きます。 

プライマリとスタンバイの管理対象サーバーの数が異なる場合 
オラクルでは、プライマリとスタンバイのSOAシステムに含まれるリソース（ノード数、メモリ、その他）をまったく同じに
し、プライマリ・ロケーションにスケール・アウトまたはスケール・インを実行する場合は前述したのと同じアクションを
セカンダリで進めること強く推奨しています。ノード数が異なる場合、機能レベルやパフォーマンス・レベルで問題が生じ
る可能性があります。たとえば、プライマリが2ノードから3ノードにスケール・アウトされ、ノードが2つしかないスタンバ
イにその構成がレプリケートされる場合は、セカンダリ・ロケーションでは不明な新規ノード（セカンダリ・サイトに同等
のノードが存在しないために解決不能）があるため、セカンダリではsoa-infraが起動しません。次のようなエラーが生じる
可能性があります。 

<May 18, 2020 10:55:48,394 AM GMT> <Error> <Deployer> <BEA-149231> <Unable to set the activation state to true for the 
application "soa-infra". 

weblogic.application.ModuleException: java.net.UnknownHostException: soampdr6-soa-2.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com  

<secondary_newnode_IP> <secondary_newnode_fqdn> <secondary_ newnode _hostname> <primary_ newnode 
_fqdn> <primary_ newnode_hostname> 

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-scale-oracle-soa-suite-instance-cluster.html
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-marketplace/soamp-scale-oracle-soa-suite-instance-cluster.html
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人為的エラーやリカバリ状況が原因でこのシナリオに直面した場合は、次善策として、プライマリには存在してもセカンダ
リには存在しないノードのためにセカンダリSOAホストで“偽の”エイリアスを追加し、既存のサーバーを起動することができ
ます。偽のエイリアスは存在しないIPアドレス（またはセカンダリDBのIPアドレスが使用可能）を参照します。それにより、
既存のセカンダリ・サーバーでsoa-infraを起動できます。セカンダリに“新しい”ノードは存在せず、反応することもありませ
んが、“unknowknhostexception”エラーは発生せず、soa-infraアプリケーションは既存のノードで起動します。これは一貫し
た状況ではないため、このセカンダリ・ドメインにスケール・アウトを実行して新しいノードを追加しようとしないでくださ
い（構成の中に新しいサーバーはありますが、そのための実際のホストがありません）。この一貫性のない状況を解決するた
めの正しい方法は、元のプライマリにスイッチオーバーして戻り、セカンダリのノード数と再び一致するようにスケール・  
インを実行してから、config_replica.shレプリケーションを実行して、ノード数が同じになったセカンダリにプライマリ構成
をレプリケートすることです。 
要約すると、プライマリとセカンダリとで構成済みサーバーの数が異なると一貫性がなくなる可能性があるため、推奨し
ません。 

スタンバイDBシステム再作成後のSOAMP DRの再構築 
いくつかのシナリオでは、スタンバイDBシステムを完全に再作成する必要があります。たとえば、プライマリDBシステムが
バックアップからリストアされた場合、OCIコンソールにはUIコンソールからスタンバイ・データベースを再作成するための
機能がまだありません。バックアップからプライマリ・データベースをリストアするには、Data Guardの関連付けを削除し
て（スタンバイDBシステムを終了することで実行）、プライマリ・データベースをリストアしたらその関連付けを再び有効
化することが必要です。この操作によって新しいスタンバイDBシステムが作成されます。 
SOAMP DR環境では、プライマリDBシステムでData Guardを再び有効化してスタンバイDBシステムを再作成するときに、 
スタンバイDBシステムに対して以前と同じ値を指定することを推奨します（同じVCN、同じサブネット、同じホスト名接頭
辞）。そうすることで、この新しいDBシステムをスタンバイDBとして使用するためにSOAMP DRシステムで必要になる変更
が最小限になります。 
新しいスタンバイDBシステムを使用してSOAMP DRを再構築するには、以下の手順を実行します。 

a) これから終了する元のスタンバイDBシステムのDBの一意の名前（$ORACLE_UNQNAME）、プライベートIPとパブ
リックIP、VCN、サブネット、ホスト名接頭辞をメモしておきます。 

b) スタンバイDBシステムが終了したら、プライマリDBシステム・ホストの/etc/hostsファイルを確認します。終了し
たスタンバイDBホストに関するエントリがある場合は、削除するかコメントアウトします。スタンバイDBホスト用
の新しいエントリがその作成時に自動的に追加されます。 

c) OCIコンソールを使用してプライマリDBシステムでのData Guardを再び有効化するときに、以前のスタンバイDBシ
ステムで使用していたものと同じVCN、同じサブネット、同じホスト名接頭辞を指定するようにしてください。 
そうすれば、新しいスタンバイDBシステムと以前のスタンバイDBシステムで異なる値は、DBの一意の名前、プラ
イベートIP、パブリックIPだけになります。 

d) 新しいDBシステムが正常に作成され、OCIコンソールでData Guard構成が完了したら、新しいスタンバイDBシステ
ムのDBの一意の名前、プライベートIPの値をメモしておきます。 

e) スタンバイSOAMPホストで実行： 
• ファイル/u01/data/domains/local_CDB_jdbcurl.nodeleteを編集し、スタンバイDBのunameを新しいス

タンバイDBの一意の名前で更新します。 
（DBFSベースの方法を使用する場合のみ）： 

• ファイル$DOMAIN_HOME/dbfs/localdb.logを編集します。 
このファイルには、元のスタンバイ・システムのDBの一意の名前が含まれています。この値を、新しいス
タンバイDBシステムのDBの一意の名前に置き換えます。 

• ファイル$DOMAIN_HOME/dbfs/tnsnames.oraを編集します。このファイルには、いくつかのエイリアス
が含まれています。その1つが元のスタンバイDBシステムの一意の名前になっています。エイリアスとエイ
リアスのサービス名について、この元のスタンバイDBの一意の名前を、新しいスタンバイDBの一意の名前
に置き換えます。 

f) プライマリSOAMPホストで実行： 
（DBFSベースの方法を使用する場合のみ）： 

• ファイル$DOMAIN_HOME/dbfs/tnsnames.oraを編集します。このファイルには、いくつかのエントリが
含まれています。その1つが元のスタンバイDBシステムの一意の名前になっています。この元のスタンバイ
DBの一意の名前を、新しいスタンバイDBの一意の名前に置き換えて（エイリアスとサービス名で）、元の
スタンバイIPアドレスを新しいスタンバイIPアドレスに置き換えます。 
スタンバイCDBのtnsnames.oraのエイリアスは、プライマリとスタンバイのSOAホストで異なる可能性が
あります。その場合、プライマリでは、スタンバイIPアドレスを使用してセカンダリCDBを参照しており、
スタンバイSOAホストでは、スタンバイのホスト名が使用されています。この状態は想定範囲内です。リー
ジョンを横断したDNS解決は想定されていないためです。 

• プライマリSOAホストのlocaldb.logを更新する必要はありません。このファイルにはプライマリの一意の
名前が含まれており、この名前は変更されていないためです。 

g) さらに、元のスタンバイDBシステム固有のIPアドレスに対して作成された既存のOCIセキュリティ・ルールのすべて
が、新しいスタンバイDBシステムのIPアドレスを使用するように更新されているかを確認します（この作業は、
CIDRではなくIPアドレス固有のルールとなっていた場合に限り必要です）。 
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これで、SOAMP DR環境が新しいスタンバイDBシステムを使用できるようになりました。 

ここでは例として以下の値を使用します。 
 元のスタンバイDBシステム 新しいスタンバイDBシステム 

DBの一意の名前 
（$ORACLE_UNQNAME） 

ORCL6_phx1kg ORCL6_phx1c3 

DBシステムのプライベー
トIP 

10.2.0.2 10.2.0.5 

DBシステムのホスト名 drdb6b.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com <同じ値> 

DBシステムのスキャン名 drdb6b-scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com <同じ値> 

 この場合、スタンバイSOAMPホストでは以下のようになります。 
更新対象のファイル 元のコンテンツ 新しいコンテンツ 

/u01/data/domains/ 
local_CDB_jdbcurl.nodel
ete 

drdb6b- 
scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com:15
21/ 
ORCL_phx1kg.mysubnet.region2vcn.oraclevc
n.com 

drdb6b- 
scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com:1
521/ 
ORCL_phx1c3.mysubnet.region2vcn.oraclev
cn.com 

（DBFSベースの方法を使
用する場合のみ） 
$DOMAIN_HOME/ 
dbfs/localdb.log 

ORCL6_phx1kg ORCL6_phx1c3 

（DBFSベースの方法を使
用する場合のみ） 
 
$DOMAIN_HOME/ 
dbfs/tnsnames.ora 

... 
ORCL6_phx1kg = (DESCRIPTION = 
(SDU=65536) (RECV_BUF_SIZE=10485760) 
(SEND_BUF_SIZE=10485760) 
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 
drdb6b- 
scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com)(P
ORT = 1521)) 
(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) 
(SERVICE_NAME = ORCL6_phx1kg. 
mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com) 
) 
) 
... 

... 
ORCL6_phx1c3 = (DESCRIPTION = 
(SDU=65536) (RECV_BUF_SIZE=10485760) 
(SEND_BUF_SIZE=10485760) 
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 
drdb6b- 
scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com)(
PORT = 1521)) 
(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) 
(SERVICE_NAME = ORCL6_phx1c3. 
mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com) 
) 
) 
... 

 次に、プライマリSOAMPホストでは以下のようになります。 
更新対象のファイル 元のコンテンツ 新しいコンテンツ 

（DBFSベースの方法
を使用する場合のみ） 
 
$DOMAIN_HOME/dbfs 
/tnsnames.ora 

… ORCL6_phx1kg = 
(DESCRIPTION=(SDU=65535)(SEND_BUF_SIZE=
10485 
760)(RECV_BUF_SIZE=10485760)(ADDRESS=(PR
OTO 
COL=TCP)(HOST=10.2.0.2)(PORT=1521))(CONNE
CT_D ATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_ 
NAME=ORCL6_phx1kg. 
mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com)(UR=A))) 
…. 

….ORCL6_phx1c3 = 
(DESCRIPTION=(SDU=65535)(SEND_BUF_SIZE=
10485 
760)(RECV_BUF_SIZE=10485760)(ADDRESS=(PR
OTO 
COL=TCP)(HOST=10.2.0.5)(PORT=1521))(CONNE
CT_D ATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_ 
NAME= 
ORCL6_phx1c3 
.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com)(UR=A))) 
…. 
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付録E – リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションをベースとした
ディザスタ・リカバリ 

トポロジの説明 
リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションをベースとしたDRソリューションは、ほとんどの点で、本書ですで
に説明した内容と同じです。トポロジは同じで、構成のレプリケート方法のみが異なります。トポロジの重要なポイントに
ついて次に示します。 
このトポロジはアクティブ-パッシブ・モデルです。SOA Suite on Marketplaceデプロイメント、ロードバランサ、Oracle  
Cloud Infrastructure DBシステムから構成されるプライマリ・システムを1つのリージョンに配置し、SOA Suite WLSドメイン、
ロードバランサ、Oracle Cloud Infrastructure DBシステムから構成されるスタンバイ・システムを別のリージョンに配置しま
す。リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションを利用するには、プライマリとスタンバイに対して異なるリー
ジョンを使用する必要があります。 

プライマリとスタンバイのOracle Cloud Infrastructure DBシステムは、Data Guardで構成されます。Data Guardの機能を頼
りに、プライマリ・データベースに適用されるすべての変更がセカンダリ・データベース（”スタンバイ"データベースとして
動作）にレプリケートされます。 
スタンバイのSOA Suite on Marketplaceドメインは、プライマリ・ドメインのレプリカです。プライマリ・ドメインと同じ  
名前、スキーマ、パスワードなどを使用しますが、セカンダリ・データベースを参照します。WebLogic Serverのリスナー・
アドレスはプライマリ中間層ホスト名で構成されるため、セカンダリ中間層ホストでは、セカンダリIPに解決されるようホス
ト・ファイル内に関連する別名が作成されます。 
フロントエンドでは、システムで実行されるアプリケーションにアクセスするため、一意の名前が設定されます。この“仮想”
フロントエンド名は、プライマリ・サイトのOCIロードバランサのIPを参照します。スイッチオーバーの場合、このフロント
エンド名は、セカンダリ・サイトのOCIロードバランサのIPを参照するように更新されます。フロントエンド名は必ず、スイッ
チオーバーごとに、プライマリ・ロールを持つサイトのLBR IPを参照する必要があります。 

通常の業務におけるスタンバイ・データベースはフィジカル・スタンバイです。マウント状態か、Active Data Guardを使用
する場合は読取り専用モードで開かれます。スタンバイ・データベースは、プライマリからREDOを受け取り、適用しますが、
読取り/書込みモードで開くことはできません。このドキュメントで説明するDRのセットアップとライフサイクルの手順の実
行中、一部の動作の場合には、スタンバイ・データベースがフィジカル・スタンバイからスナップショット・スタンバイに
変換されます。スナップショット・スタンバイ・モードのデータベースは全体的に更新可能なデータベースです。スナップ
ショット・スタンバイ・データベースは、プライマリ・データベースからREDOデータを受け取ってアーカイブしますが、適
用はしません。スナップショット・スタンバイに対して実行されたすべての変更は、そのスタンバイが再びフィジカル・ 
スタンバイに変換されるときに破棄されます。 

 
図13：リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションをベースとしたSOA Suite on OCI Marketplaceのディザスタ・リカバリ・トポロジ 

 
他の方法と同様に、データベース内に存在するすべての情報が、Data Guardによって自動的にセカンダリ・サイトにレプリ
ケートされます。これには、SOAスキーマ、OPSS情報、カスタム・スキーマ、TLOG、JDBC永続ストアなどが含まれます。
各サイトのローカル・ファイル・システム内にあるWebLogicドメイン構成についても、プライマリ・サイトからセカンダリ
にレプリケートする必要があります。 

https://www.oracle.com/database/technologies/high-availability/dataguard.html
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本書で説明した他の方法との違いは、プライマリからスタンバイへのWebLogicドメイン構成のレプリケート方法にあります。
この方法では、リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーション機能を使用して送信されます。この機能によって、
ブロック・ボリュームとブート・ボリュームの他リージョンへの非同期レプリケーションを継続的に自動で実行できます。
詳しくは、Oracleドキュメントの「リージョン間ボリューム・レプリケーション」を参照してください。ここで説明されて
いるトポロジと同様に、この機能をディザスタ・リカバリ・シナリオで使用できます。 

 

 

図14：リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションを使用したSOAMPディザスタ・リカバリ・トポロジのダイアグラム 
 

BVレプリケーションDRモデルの利点と欠点 
本書で説明した他の方法と比較したブロック・ボリューム・レプリケーションの方法の利点は、次のようにまとめられます。 

 汎用ソリューションである： 

ブロック・ボリューム・レプリケーションをベースとしたDRソリューションは、個々のシステムの特殊性に依存し
にくくなっています。SOAMP以外にも他のシステムに汎用的に適用でき、システム内の他のコンピュート・インス
タンスのブロック・ボリュームをレプリケートするために使用できます。 

 継続的な自動のレプリケーション・プロセスを使用している： 

ブロック・ボリュームのレプリケーションはOCIインフラストラクチャによって自動で実行される継続的なプロセス
です。手動での実行やスケジューリングが必要となるスクリプト・ベースではありません。 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm
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 レプリケーションの対象がドメイン構成に限定されない： 

レプリケートされるブロック・ボリュームの情報は、プライマリのブロック・ボリュームをそのままコピーしたも
のです。管理ホストのWLSドメイン・フォルダ構成がレプリケートされるだけでなく、そのホストのブロック・ボ
リュームおよび残りのノードのブロック・ボリュームにあるすべての情報がレプリケートされます。そのため、 
ドメインの外部に位置するその他のカスタム・ファイルも（レプリケート対象のブロック・ボリューム内にあれば）、
追加の設定の必要なく自動的にレプリケートされます。 

一方で、本書で説明した他の方法と比較した場合に、検討を要する欠点も存在します。 

 複雑さが増大する： 

リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションの管理は、レプリケート対象となるブロック・ボリューム
が多い場合に複雑になります。ブロック・ボリュームとレプリカの適切なライフサイクル管理が必要になります。
スイッチオーバーとフェイルオーバーの操作も他の方法より複雑になり、スイッチオーバー/フェイルオーバーの実
行前と実行後の手順も追加されます。 

 コスト増加の影響がある： 

ボリュームのレプリケーションを有効化した後、そのボリュームは指定したリージョンおよび可用性ドメインにレ
プリケートされるようになります。レプリケート先のリージョンでボリューム・レプリカ分のストレージ・コスト
が請求対象に加わることになります。レプリケート先のリージョンのボリューム・レプリカは、ソース・リージョ
ンのボリュームの種類にかかわらず、ブロック・ストレージの「より低いコスト」オプション価格を使用して請求
されます。 
また、リージョン間のレプリケーション・プロセスに適用されるネットワーク・コストも請求に含まれることにな
ります。レプリケーション・プロセスの実行中に、ソース・ボリュームで更新中のすべてのデータがボリューム・
レプリカに送信されるため、頻繁に更新されるボリュームではネットワーク・コストが高くなります。 
Oracleドキュメント「リージョン間ボリューム・レプリケーション」の「リージョン間レプリケーションのコスト
に関する考慮事項」を参照してください。 

 リージョン間でレプリケートされるデータ量が相当多くなる： 

本書で説明した他の方法（DBFS、FSS/RSYNC）では、レプリケートされるWebLogicドメイン構成は最小限であり、 
管理サーバー・ドメインのものだけです。一方、この方法では、WebLogicドメインが存在するブロック・ボリュー
ム全体がプライマリとセカンダリから、すべてのノードについてレプリケートされます。その他のアーティファク
トやファイルのレプリケートが必要な場合には、これも利点と見なせますが、顧客のニーズとコストの間でのト
レードオフとなります。 

 BVレプリケーションをベースとしたDRのRTOは悪化する： 

構成のレプリケーションのためにブロック・ボリューム・レプリケーションを使用する場合、スイッチオーバーと
フェイルオーバーに追加の手順（レプリカのアクティブ化、ブロック・ボリュームのアタッチなど）が必要になり、 
そのためにスイッチオーバーまたはフェイルオーバー実行中の停止時間が長くなります。2ノード・クラスタの通常
のスイッチオーバーでは、停止時間は約15分増加します。また、さらに約15分かかるスイッチオーバー後のタスク
（ブロック・ボリュームのデタッチなど）も存在します（ただし、この最後の手順はリカバリ時間目標に影響なく
適用可能です）。 

 RPOの制御性が低くなる（WebLogic構成について。データベースのRPOは他の方法と同じになる） 
ブロック・ボリューム・レプリケーション・プロセスは継続的に発生し、通常のリカバリ・ポイント目標（RPO）
は1時間以内となります。一方、ソース・ボリュームでのデータの変更率によっては、このRPOが変化します。 
たとえば、大量の書込みI/O操作が発生したボリュームについては、RPOが1時間を超える場合があります。本書で説
明した他の方法では、情報はスクリプトを使用してレプリケートされ、レプリケート対象の情報量は少ないため、
ユーザーはWebLogic構成のRPOをきめ細かく制御できます。 

BVレプリケーションDRモデルの前提条件 

ロードバランサ 
DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルでの「前提条件」→「ロードバランサ」と同様です。 

データベース 
DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルでの「前提条件」→「データベース」と同様です。 

 

 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm
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レプリケート対象のブロック・ボリューム 
BVレプリケーションDRソリューションでは、他のサイトにブロック・ボリュームのみがレプリケートされ、ブート・ボリュー
ムはレプリケートされないことを前提としています。SOA Suite on Marketplaceの各中間層ホストには、1つのブロック・ボ
リュームがアタッチされ、/u01/dataにマウントされています。このボリュームには、各コンピュート・インスタンスの
WebLogicドメイン構成が格納されます。そのため、このブロック・ボリュームのコンテンツのみを他のサイトにレプリケー
トする必要があります。 

/u01/dataフォルダの外部にある他のコンテンツはブート・ボリュームに配置され、レプリケートはされません。オペレー
ティング・システムおよびOracleソフトウェアのホームはブート・ボリューム内に格納されるため、レプリケートされません。
プライマリ中間層ホストのOSまたはOracle製品に対してパッチが適用された場合、同じパッチ適用手順をセカンダリSOAMP
コンピュート・インスタンスでも実行する必要があります。 

BVレプリケーションDRモデルの要件 

フロントエンド・アドレス 
DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルでの「要件」→「フロントエンド・アドレス」と同様です。 

インスタンス名接頭辞 
DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルでの「要件」→「インスタンス名接頭辞」と同様です。 

サイト間のネットワーク通信 
「要件」→「サイト間のネットワーク通信」で説明したとおり、REDO転送のために、プライマリ・データベースとスタンバ
イ・データベースがそれぞれのリスナー・ポート経由で相互に通信する必要があります。プライマリ・サイトとセカンダリ・
サイト間の通信は動的ルーティング・ゲートウェイを使用したOracle Cloud内部ネットワークによって実現でき、この方法が
推奨されます（ネットワーク構成についてさらに詳しくは、「動的ルーティング・ゲートウェイ」に関するドキュメントを
参照）。サイト間の通信はインターネット・ゲートウェイを介して行うこともできますが（Oracle Netのトラフィックは暗号
化されます）、この方法はセキュリティと信頼性の観点から推奨されません。 

リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションDRモデルでは、追加のネットワーク通信は必要ありません。リー
ジョン間のrsyncは使用されず、中間層からリモート・データベースへの接続は不要です。 

リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションを使用するリージョン 
このDRトポロジで使用されるプライマリ・リージョンとスタンバイ・リージョンは異なるリージョンである必要があり、 
それらのリージョンの間で、リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションの機能が利用可能である必要があります。 
すべてのリージョンがリージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションのために相互に接続されているわけではあり
ません。レプリケートされるボリュームのあるソース・リージョンで、レプリケート先リージョンとして選択可能なター
ゲット・リージョンを指定します。ボリューム・レプリケーションを利用可能なソース・リージョンとターゲット・リー
ジョンについては、Oracle Cloudドキュメントの「リージョン間ボリューム・レプリケーション」の「レプリケーション・
ターゲット・リージョン」の表を参照してください。 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Network/Tasks/managingDRGs.htm
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm


57 ホワイト・ペーパー | SOA Suite on Oracle Cloud Infrastructure Marketplaceのディザスタ・リカバリ | バージョン11  
 Copyright © 2022, Oracle and/or its affiliates | 公開 

 

 

 

 

BVレプリケーションDRモデルのセットアップ・プロセス 
BVレプリケーションDRモデルのセットアップ手順は、DBFSとFSS/RSYNCの方法に関して本書で説明したセットアップ・プ
ロセスから一部変化しており、次のフロー・チャートに従っています。 

図15：本書で説明するすべてのモデルに関するDRセットアップ手順のフロー・チャート 
 

他のモデルと同様に、開始点として、OCI DBシステム、SOA Suite on Oracle Cloud Marketplaceシステム、ロードバランサ
（OCI LBR）で構成されるプライマリ・サイトが稼働していることを前提としています。地理的に離れたサイトに存在する 
セカンダリDR構成は、この既存のプライマリ・システムに対して作成されます。プライマリ・システムはすでに本番環境で
稼働している可能性があるため、DRの構成プロセスは停止時間が最小限になるように設計されています（フロントエンド・
アドレスを変更した場合のみ、WebLogicサーバーの再起動が必要となります）。 

以下は、BVレプリケーションをベースとしたセットアップ・プロセスの手順の概要です。 
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[oracle@drdbaa ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname 
DGMGRL> CONVERT DATABASE secondary_db_unqname to PHYSICAL STANDBY; 
データベース" secondary_db_unqname"をフィジカル・スタンバイ・データベースに変換しています。しばらくお待ちください... 
Oracle Clusterware is restarting database "orclb" ... 
Continuing to convert database " secondary_db_unqname" ... 
データベース" secondary_db_unqname"の変換が終了しました  

 

 

1. 仮想フロントエンド名を選択する 
2. 仮想フロントエンドのプライマリ中間層を準備する 
3. セカンダリ・サイトのデータベースをセットアップする 
4. セカンダリ・サイトのSOA Suite on Marketplaceをプロビジョニングする 
5. 仮想フロントエンドのセカンダリ中間層を準備する 
6. スタンバイDBをフィジカル・スタンバイに変換する 
7. 中間層ホストのエイリアスを作成する 
8. リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションを構成する 
9. 環境固有情報への置換用のスクリプトを準備する 
10. DRセットアップを検証する 

手順1から手順5まではすでに説明した手順とまったく同じです（SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリ）。 
残りの手順は、BVレプリケーションDRモデルに固有のものであり、これ以降の各ポイントで説明します。 

1. 仮想フロントエンド名を選択する 
「SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリのセットアップ」→「1.仮想フロントエンド名を選択する」と同様です。 

2. 仮想フロントエンドのプライマリ中間層を準備する 
「SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリのセットアップ」→「2.仮想フロントエンドのプライマリ中間層を準備す
る」と同様です。 

3. セカンダリ・サイトのデータベースをセットアップする 
「SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリのセットアップ」→「3.セカンダリ・サイトのデータベースをセットアップ
する」と同様です。 

4. セカンダリ・サイトのSOA Suite on Marketplaceをプロビジョニングする 
「SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリのセットアップ」→「4.セカンダリ・サイトのSOA Suite on Marketplace
をプロビジョニングする」と同様です。 

5. 仮想フロントエンドのセカンダリ中間層を準備する 
「SOA Suite on Marketplaceのディザスタ・リカバリのセットアップ」→「5.仮想フロントエンドのセカンダリ中間層を準備す
る」と同様です。 

6. スタンバイDBをフィジカル・スタンバイに変換する 
この時点で、セカンダリのWebLogicサーバーを停止する必要があり、その状態でスタンバイ・データベースを再びフィジカ
ル・スタンバイに変換できます。 

a) セカンダリ中間層ホストのOracleプロセスを停止する 
すべてのセカンダリ中間層ホストのWebLogic管理対象サーバー、管理サーバー、ノード・マネージャのプロセスを
停止します。 
また、すでにマウントされている場合は、すべてのセカンダリ中間層ホストでDBFSをアンマウントします。 

b) スタンバイ・データベースをフィジカル・スタンバイに再び変換する 
プライマリのデータベース・ホストでoracleユーザーとして次の手順を実行します。 

7. 中間層ホストのエイリアスを作成する 
この手順は、本書ですでに説明した他の方法（DBFS、FSS/RSYNCの方法）でも必要です。ただし、これらの手順はDRSツー
ルで自動的に実行しました。ブロック・ボリューム・レプリケーション・モデルでは、中間層ホストに必要なエイリアスを
手動で追加する必要があります。 
プライマリのWLSサーバーのリスニング・アドレスとして使用するホスト名は、セカンダリ・ロケーションで有効でありな
がらもセカンダリIPにマッピングされている必要があります。反対に、セカンダリのWLSサーバーのリスニング・アドレスと
して使用するホスト名は、プライマリ・ロケーションで有効でありながらもプライマリIPにマッピングされている必要があり
ます。必要なエイリアスを構成する手順は以下のとおりです。 
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[oracle@soampdrs-soa-0 config]$ cd $DOMAIN_HOME/config 
[oracle@soampdrs-soa-0 config]$ grep listen-address config.xml 

<listen-address>soampdrs-soa-0.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com </listen-address> 
<listen-address>soampdrs-soa-0.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com </listen-address> 
<listen-address>soampdrs-soa-1.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com </listen-address> 

… 

<IP_prim_node1> <long_and_short_hostnames_primary_node1> <long_and_short_hostnames_secondary_node1> 
<IP_prim_node2> <long_and_short_hostnames_primary_node2> <long_and_short_hostnames_secondary_node2> 

<IP_secondary_node1> <long_and_short_hostnames_secondary_node1> <long_and_short_hostnames_prim_node1> 
<IP_secondary_node2> <long_and_short_hostnames_secondary_node2> <long_and_short_hostnames_prim_node2> 

 

 

a) 最初 に、 すべて の中間 層ホス ト（プラ イマリ および スタンバ イ）で 、rootユーザ ーとし てファ イル/etc/oci-
hostname.confを編集してPRESERVE_HOSTINFO=3に設定します。次の手順で/etc/hostsに加えられた変更がノー
ドの再起動後も保持されるようになります。 

 
b) サーバーがリスニングするプライマリとセカンダリの各WebLogicホストのホスト名を特定します。ホスト名は、 

ドメイン構成ファイルのリスニング・アドレスで確認できます。たとえば、プライマリ・ドメインでは以下のとお
りです。 

セカンダリ・ドメインでは以下のとおりです。 

 
各プライマリ中間層ホストでコマンド“hostname --fqdn”を実行して、ホスト名を取得することもできます。 

 
c) すべてのプライマリ中間層ノードで（rootとして）/etc/hostsを編集し、スタンバイのホスト名をプライマリ・ホス

トのエイリアスとして追加します。各ホストは以下のように入力されます。 

（短縮名は、プライマリとスタンバイで同じになることが予想されます）  

以下の例は、プライマリ中間層ホストの/etc/hostsの入力結果です。 

 
d) 同じように、すべてのセカンダリ中間層ノードで（rootとして）/etc/hostsを編集し、プライマリのホスト名をセカ

ンダリ・ホストのエイリアスとして追加します。各ホストは以下のように入力されます。 

以下の例は、セカンダリ中間層ホストの/etc/hostsの入力結果です。 

 

[oracle@soampdrs-soa-0 ~]$ more /etc/hosts 
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 # Frontend 
222.222.222.222 mywsoampdr.mycompany.com 
 
# セカンダリ・サイトのSOAMP DRのエイリアス 
10.1.2.5 soampdrs-soa-0.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com soampdrs-soa-0 soampdrs-soa- 
0.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com 
10.1.2.4 soampdrs-soa -1..mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com soampdrs-soa-1 soampdrs-soa-  
1.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com 

[oracle@soampdrs-soa-0 config]$ cd $DOMAIN_HOME/config 
[oracle@soampdrs-soa-0 config]$ grep listen-address config.xml 

<listen-address>soampdrs-soa-0.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com </listen-address> 
<listen-address>soampdrs-soa-0.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com</listen-address> 
<listen-address>soampdrs-soa-1.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com</listen-address> 

.. 

[oracle@soampdrs-soa-0 config]$ more /etc/hosts 
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 # Frontend 
111.111.111.111 mysoampdr.mycompany.com 
 
# プライマリ・サイトのSOAMP DRのエイリアス 
soampdrs-soa-0.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com soampdrs-soa-0 soampdrs-soa- 
0.mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com 
soampdrs-soa-1.mysubnet1.myregion1vcn.oraclevcn.com soampdrs-soa-1 soampdrs-soa- 
1..mysubnet2.myregion2vcn.oraclevcn.com 
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8. リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションを構成する 
中間層ホストのブロック・ボリュームをプライマリ・リージョンからセカンダリ・リージョンにレプリケートするには、 
次の手順を実行する必要があります。 

a) プライマリ中間層ホストのブロック・ボリュームを特定する 

プライマリ・リージョンのブロック・ボリュームを特定するには、次の手順を実行します。 
 OCIコンソールに移動し、使用中のプライマリ・リージョンを選択します。 
 「Storage」→「Block Volumes」に移動します。 
 プライマリSOA Marketplaceのコンパートメントを選択して、該当するブロック・ボリュームを探します。 
 SOA Marketplaceコンピュート・インスタンスにアタッチされているブロック・ボリュームは<soamp_prefix>-

block- Nという名前になっています。Nは0、1、2などで、コンピュート・インスタンスの<soamp_prefix>-soa-
0、<soamp_prefix>- soa-1などに対応しています。ブロック・ボリュームの名前、OCID、配置されているADを
メモしておきます。たとえば、次のとおりです。 
soampdrs-block-0, with OCID ocid1.volume.oc1.eu-london-1.abtheljs…htgbuhmlg2s3avjradeoirz3q soampdrs-
block-1, with OCID ocid1.volume.oc1.eu-london-1.abthelj….cdcaywiphp6gw2irsri4nrgx7q 

 
これらのブロック・ボリュームは、各SOAホストで/u01/dataにマウントされています。例： 

 
[oracle@soampdr s-soa-0 ~]$ df -h  
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 
devtmpfs 7.2G 0 7.2G 0% /dev 
tmpfs 7.2G 0 7.2G 0% /dev/shm 
tmpfs 7.2G 65M 7.2G 1% /run 
tmpfs 7.2G 0 7.2G 0% /sys/fs/cgroup 
/dev/sda3 39G 9.0G 30G 24% / → これはブート・ボリューム、レプリケート対象ではない 
/dev/sda1 200M 8.6M 192M 5% /boot/efi → これはブート・ボリューム、レプリケート対象ではない 
tmpfs 1.5G 0 1. 5G 0% /run/user/0 
tmpfs 1.5G 0 1. 5G 0% /run/user/994 
tmpfs 1.5G 0 1. 5G 0% /run/user/1000 
/dev/sdb 49G 1.5G 46G 4% /u01/data → このブロック・ボリュームがレプリケート対象となる 
dbfs-@ORCL:/ 200G 128K 200G 1% /u01/soacs/dbfs_directio 
dbfs-@ORCL:/ 200G 128K 200G 1% /u01/soacs/dbfs 

b) セカンダリ中間層ホストのブロック・ボリュームを特定する 

a)の手順を繰り返して、セカンダリ中間層ホストのブロック・ボリュームの名前、OCID、可用性ドメインの情報を
取得します。 

c) プライマリ・ブロック・ボリュームでリージョン間レプリケーションを有効化する 

プライマリSOAの各ブロック・ボリュームで、リージョン間レプリケーションを有効化します。 
 ブロック・ボリュームを編集して、リージョン間レプリケーションをONに設定します。 
 Region：レプリケート先のリージョン。セカンダリ・リージョンを選択します。 
 Availability Domain：セカンダリ・リージョン内で該当するブロック・ボリュームのあるADを選択します。

例：セカンダリ・リージョンのsoampdrs-block-0がAD-3に配置されている場合は、プライマリのsoampdrs-
block-0のレプリカの場所としてAD-3を選択します。 

 Name：今後OCI CLIを使用して自動化を進めるために、レプリカの存在するリージョンにかかわらず、ブロッ
ク・ボリューム・レプリカ・オブジェクトに対して同じ名前を使用することを推奨します。使用例："prefix-
block- N_replicated_from_remote_site" 

 変更の保存後、レプリカがセカンダリ・リージョンに作成されていることを確認します。OCIコンソールで、 
セカンダリ・リージョンを選択し、「Storage」→「Block Storage」→「Block Volume Replicas」に移動しま
す。 

d) セカンダリ中間層ホストから元のブロック・ボリュームをデタッチする 

注：ブート・ボリュームはアンマウントもデタッチもしないでください。 
 

セカンダリの各中間層ホストで、次の手順を実行します。 
 /u01/dataにマウントされているブロック・ボリュームをアンマウントします。 

 [opc@soampdrs-soa-0 opc]# sudo umount /u01/data  
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.. 

#このエントリを削除： 
#UUID=765185db-a10e-4da4-bffd-0437348b3cf6 /u01/data ext4 auto,defaults,_netdev,nofail 0 2 

 

 
実行中のOracleプロセスがないことを確認してください。Oracleプロセスはこの時点で停止されているという
前提ですが、このフォルダ上で実行中のプロセスがある場合は、umountは失敗します。 

 アンマウントの完了後、OCIコンソールを使用してブロック・ボリュームをデタッチします。 

各ブロック・ボリュームの「Attached Instances」→「Detach from Instance」に移動します。 

OCIコンソールで、デタッチを完了する前にiSCSIコマンドを実行するか確認されます。 
 rootユーザーで、/etc/fstabファイルを編集し、/u01/dataに関するエントリを削除します。こうすることで、

次の再起動時に元のBVのマウントが試行されなくなります。例： 

セカンダリの残りの中間層ノードに対して、上記の手順を繰り返します。 

e) セカンダリでデタッチしたブロック・ボリュームを削除するか名前を変更する 

前の手順でセカンダリ中間層ホストからデタッチした元のブロック・ボリュームは今後使用しません。削除するか、
名前を変更してください。 

9. 環境固有情報への置換用のスクリプトを準備する 
スイッチオーバーまたはフェイルオーバーの実行中、セカンダリ中間層ホストにレプリケートされたブロック・ボリューム
をマウントした後に、WebLogicドメイン構成に対して一部置換を実行する必要があります。WebLogicドメイン構成がプライ
マリからのコピーであり、データソースやその他のファイルで使用されるDB接続URLがプライマリ・データベースを指して
いるためです。このURLをセカンダリ・データベースの接続URLに置き換える必要があります。 

これらの置換を自動化するために、オラクルが提供するreplacement_script.shスクリプトを使用できます。 

a) こちらからスクリプトをダウンロードし、すべての中間層ホスト（プライマリとセカンダリ）にアップロードしま
す。 

b) レプリケート対象のブロック・ボリュームではないフォルダに保存します。たとえば、oracleユーザー・ホーム内の
フォルダ（/home/oracle/scriptsなど）に保存できます。 

c) ファイルの所有権をoracleユーザーに変更します（このスクリプトはoracleユーザーによって実行されます）。 
d) スクリプトを編集し、各中間層ホスト内で適切な値を設定してカスタマイズします。その際に、各サイトのデータ

ベースに合わせたローカルおよびリモートの値を指定します。 

この時点ではスクリプトを実行しないでください。このスクリプトは、次にスイッチオーバーまたはフェイルオーバーが実
行されるときに使用されます。 

10. DRセットアップを検証する 
これで、DR環境のセットアップは終了です。このDRセットアップが適切であるかすぐに検証することを推奨します。検証の
ためには、完全なスイッチオーバーを実行する（次のページの「スイッチオーバー」を参照）か、または、セカンダリ・サイ
トを検証用に開きます（次のページ以降の「検証のためのセカンダリ・サイトのオープン」を参照）。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/replacement-script-BVmodel.zip
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BVレプリケーションDRモデルのライフサイクル操作 

スイッチオーバー 
スイッチオーバーは、管理者が2つのサイトのロールを元に戻す計画された操作です。ロールはプライマリからスタンバイに、
またスタンバイからプライマリに変更されます。リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションをベースとして、SOA 
Suite on OCI MarketplaceのDR構成でSite1からSite2への手動スイッチオーバーを実行するには、次の手順を実行します。 

a) スイッチオーバー前のタスク： 

次の手順は前回のスイッチオーバー実行後に行っていない場合のみ必須であり、これにより停止時間が発生することは
ありません。 

 まだアタッチされている場合は、元のブロック・ボリュームまたは以前に使用していたブロック・ボリューム
をSite2の中間層ホストからデタッチします（アンマウント、デタッチ、または/etc/fstabからのエントリのコメ
ントアウト）。 

 Site2でデタッチしたボリュームを削除するか名前を変更して、誤ってマウントされないようにします。これら
のボリュームは今後使用されません。 

b) スイッチオーバー 

実際のスイッチオーバーの手順はこの時点から開始します。 
 スイッチオーバー手順 詳細 

1 プライマリ・サイトのサー
バーを停止する 

Site1のWebLogic管理サーバー、管理対象サーバー、ノード・マネージャを停止します。 

2 仮想フロントエンドDNS名
をスイッチオーバーする 

システムで使用される名前をホスティングしているDNSサーバーで必要なDNSプッシュを
実行するか、システムのフロントエンド・アドレスがSite2のLBRで使用されるパブリッ
クIPを参照するようにクライアントでのファイル・ホスト解決を変更します。 

3 Site2でレプリカをアク
ティブ化する 

この時点まで、BVがSite1からSite2へ継続的にレプリケートされています。レプリケート
されたBVをSite2でマウントするには、Site2のBVレプリカをアクティブ化する必要があり
ます。 
BVレプリカをアクティブ化すると、"アタッチ可能な"BVがレプリケートされたBVのクロー
ンとして作成されます。その後、これらのクローンBVをコンピュート・インスタンスに
アタッチできます（「BLOCK VOLUMES」→「BLOCK VOLUME REPLICAS」に表示される
"ブロック・ボリューム・レプリカ"のエンティティはコンピュート・インスタンスにア
タッチできません）。 
 
Site2でレプリカをアクティブ化するには、OCIコンソールに接続し、次の手順を実行します。 
- Site2の「Block Volumes」→「Block Volume Replicas」に移動します。 
- 各BVレプリカをクリックして「Activate」を選択します。 
- レプリカ名としては、作成されたリージョンにかかわらず、同じ名前を使用することを
推奨します。できれば元のブロック・ボリュームと同じ名前を使用してください。そうす
ることで、OCI CLIを使用した自動化が容易になります。例："prefix-block-N" 
- Site2のすべてのBVレプリカに対して、同じ操作を繰り返します。 

4 レプリケートされたBVを
Site2の中間層ホストにア
タッチする 

アクティブ化によって作成されたアタッチ可能なブロック・ボリュームが、Site2のOCIコ
ンソールの「Storage」→「Block Volume」に表示されます。 
 
Site2の各中間層ホストで、次の手順を実行します。 
-このホストに適切なブロック・ボリュームをアタッチします。OCIコンソールの
「Compute」→「Instances」に移動し、インスタンスをクリックして、「Attached 
block Volumes」→「Attach Block Volume」を選択して、この操作を実行できます。 
- アタッチしたら、アタッチしたブロック・ボリュームの「iSCSI Commands & 
Information」をクリックし、中間層ホストでの"接続用コマンド"に示されるiSCSIコマン
ドを実行します。 
- iSCSIコマンドの実行後、新しくアタッチしたブロック・ボリュームのUUIDを取得しま
す。  
[root@soampdrs-soa-0 opc]# sudo blkid 
/dev/sda3:UUID="974147f5-d731-41de-bba8-56ff78ed1c9c" TYPE="xfs" 
PARTUUID="4a95c68a- bc70-4be9-bce8-b15e995fcf46" 
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  /dev/sda1:SEC_TYPE="msdos" UUID="593B-B893" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System 

Partition" PARTUUID="c5ac3089-6a91-40e0-bcc1-212ba0b43418" 
/dev/sda2:UUID="9ca12daa-d7ea-44a2-8680-5b676488b054" TYPE="swap" 
PARTUUID="682a63d1-d3ec-4019-b372-43720aaae717" 
/dev/sdb:UUID="35e72262-979a- 4d84-85ce- a6f91e3b1250" TYPE="ext4" 
 
- /etc/fstabに該当するUUIDのエントリを追加して、マウントを実行し、再起動後もそのマウントが
継続するようにします。 
UUID=35e72262-979a-4d84-85ce-a6f91e3b1250 /u01/data ext4 auto,defaults,_netdev,nofail 
 
注：最初のスイッチオーバーの実行後は、各ブロック・ボリュームでこのUUIDは変更されなくなり
ます。そのため、サイトのロールに応じて/etc/fstabのこのエントリをコメントアウトしたりコメン
トアウトを外したりできます。 
 
-新しくアタッチしたブロック・ボリュームを/u01/dataにマウントして、正常にマウントされたこ
とを確認します。 [root@soampdrs-soa-0 opc]# mount -a 
[root@soampdrs-soa-0 opc]# df -h| grep /u01/data 
/dev/sdb 49G 1.4G 46G 3% /u01/data 
 
Site2のすべての中間層ホストで、同じ手順を繰り返します。 

5 Site2の中間層ホストで置換用
スクリプトを実行する 

Site2のすべての中間層ホストでスクリプトXXXXXを実行します。 

6 データベースをスイッチオー
バーする 

プライマリDBホストでDGブローカを使用してスイッチオーバーを実行します。oracleユーザーとし
て、次のコマンドを実行します。  
[oracle@drdbwlmp1a ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> switchover to “secondary_db_unqname” 

7 Site2（新しいプライマリ）で
サーバーを起動する 

すべてのセカンダリ・サーバーでノード・マネージャを起動します。例： 
$ cd $DOMAIN_HOME/bin/ 
$ nohup ./startNodeManager.sh > $DOMAIN_HOME/nodemanager/nodemanager.out 2>&1 & 
セカンダリ管理サーバーを起動します。例： 
$ cd /u01/app/oracle/middleware/oracle_common/common/bin 
$ ./wlst.sh 
wlst> nmConnect ('weblogic','acme1234#','soampdrs-soa- 
0','5556','soampdrs_domain','/u01/data/domains/soampdrs_domain','SSL')  
wlst> nmStart('soampdrs_adminserver') 
 
管理対象サーバーを起動します（セカンダリWebLogicコンソールかスクリプトを使用）。 
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図16：スイッチオーバー手順の実行中に、ブロック・ボリューム・レプリカがスタンバイ・サイトでアクティブ化されます。 

 

c) スイッチオーバー後のタスク： 

この時点で、サービスがSite2でアクティブ状態であるため、停止時間は必要ありません。ただし、スイッチオーバー
の手順を完了し、システムのロールが適切に入れ替わった状態にするために、次の追加のタスクが必要になります。
次のタスクをすぐに実行することを推奨します。 

 Site2のSOAホストのブロック・ボリュームで、逆方向のブロック・ボリューム・レプリケーション（Site2
からSite1へ）を有効化します。必ずSite1の適切な可用性ドメインをレプリカとして指定してください。 

 Site1のブロック・ボリュームのレプリケーションを無効化します。 
 Site1の中間層ホストからブロック・ボリュームをデタッチし、今後のスイッチバックに備えておきます

（アンマウント、fstab内のエントリのコメントアウト、iSCSIコマンドの実行による切断とデタッチ）。 
 Site1の中間層ホストからデタッチしたボリュームを削除するか名前を変更して、誤ってマウントされない

ようにします。これらのボリュームは今後使用されません。 
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[oracle@drdbwlmp1b ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@secondary_db_unqname 
DGMGRL> failover to “secondary_db_unqname” 

 

 

図17：スイッチオーバー後、逆方向のブロック・ボリューム・レプリケーションを有効化するための実行後手順 
 

注：コンピュート・インスタンスを再起動するときに、新しいブロック・ボリュームのマウントにかかる時間は、元のブロック・ボ
リュームのマウントにかかった時間よりも少し長くなります。そのため、コンピュート・インスタンスの起動時にWLS起動スクリプ
ト（/opt/scripts/restart/restart_12c_servers.sh）が実行されるまでに/u01/dataのマウントが間に合わず、ノード・マネージャと
WLSプロセスが自動的に開始されない状況になる可能性があります。そのような場合には、WLS起動スクリプトを手動で実行できま
す。回避策として、restart_12c_servers.shの実行前に待機時間を設けることができます。/etc/rc.localで、このスクリプトを実行す
る行の前に、"sleep 90"のコマンドを追加してください。 

フェイルオーバー 
フェイルオーバー操作は、プライマリ・サイトが使用できなくなったときに実行される、通常は計画外の操作です。元の 
プライマリ・データベースで障害が発生し、すみやかにプライマリ・データベースをリカバリできない場合は、スタンバ
イ・データベースをプライマリ・データベースにロール移行することができます。プライマリ・データベースで障害が発生
したときにプライマリ・データベースとターゲット・スタンバイ・データベースで一貫性が維持されるかどうかに応じて、
データ損失が発生する場合と発生しない場合があります。 
フェイルオーバーの手順はスイッチオーバーの手順と同じです。データベースのロール変更の実行方法にのみ違いがありま
す。フェイルオーバーでは、スタンバイDBに接続して、スイッチオーバー・コマンドの代わりに次のフェイルオーバー・ 
コマンドを実行する必要があります。 

残りの手順は、実行前と実行後の手順を含めて、スイッチオーバーの手順と同じです。 
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検証のためのセカンダリ・サイトのオープン 
このモデルでは、スタンバイ・データベースをスナップショット・スタンバイに変換することで、完全なスイッチオーバーを
実行しなくてもスタンバイ・サイトを検証できます。これにより、セカンダリSOAサーバーをスタンバイ・サイトで起動し、
セカンダリ・システムを検証することができます。スナップショット・スタンバイ・モードの間にスタンバイ・サイト・デー
タベースで実行された変更はすべて、そのスタンバイが再びフィジカル・スタンバイに変換されると破棄されるため、プラ
イマリ・データがセカンダリ・サイトの検証によって影響を受けることはありません。 

 
ただし、この操作は注意して行う必要があります。スナップショットへの変換時にデータベース内に保留中のメッセージや
コンポジットが存在する場合には、スタンバイ・サイトのSOAサーバーで起動時にそれらが処理されるからです。スナップ
ショット・スタンバイへの変換時にプライマリ・データベースに保留中のアクションが存在しないことを確認してください。
または、スナップショット・スタンバイ・データベースに変換された後、スタンバイ・データベースの実行時SOA表からレ
コードを削除してから、セカンダリ・サイトのSOAサーバーを起動してください（「Removing Records from the Runtime 
Tables Without Dropping the Tables」を参照）。 
スイッチオーバーを実行せずにスタンバイ・サイト（例ではSite2）を検証する手順は以下のとおりです。 

 

 検証のためにスタンバ
イ・サイトを開く手順 

詳細 

1 スタンバイDBをスナッ
プショット・スタンバイ
に変換する 

プライマリDBホストでDGブローカを使用して、セカンダリをスナップショット・スタンバイ
に変換します。ユーザーoracleで次を実行します。 
[oracle@drdbA ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> convert database “secondary_db_unqname” to snapshot standby 
“show configuration”を使用して変換が正常に実行されたことを確認します。 

2 セカンダリ環境に保留中
のアクションがないこと
を確認する 

スタンバイがスナップショットに変換されるときにプライマリDBに保留中のアクション（ト
ランザクション、メッセージ）が存在した場合は、セカンダリSOAサーバーで起動時にそれ
らの処理が試行されます。 
SOAのtruncateスクリプトを使用してセカンダリ・データベースのSOA実行時表からレコード
を削除し、セカンダリ・サーバーを起動する前に実行時データを消去することができます。
「Removing Records from the Runtime Tables Without Dropping the Tables」を参照してく
ださい。 
プライマリDBの表を切捨てないよう、このアクションは注意して実行してください。 

3 Site2でレプリカをアク
ティブ化する 

この時点まで、BVがSite1からSite2へ継続的にレプリケートされています。レプリケートされ
たBVをSite2でマウントするには、Site2のBVレプリカをアクティブ化する必要があります。 
BVレプリカをアクティブ化すると、"アタッチ可能な"BVがレプリケートされたBVのクローン
として作成されます。その後、これらのクローンBVをコンピュート・インスタンスにアタッ
チできます（「BLOCK VOLUMES」→「BLOCK VOLUME REPLICAS」に表示される"ブロック・ボ
リューム・レプリカ"のエンティティはコンピュート・インスタンスにアタッチできません）。 
 
Site2でレプリカをアクティブ化するには、OCIコンソールに接続し、次の手順を実行します。 
- Site2の「BLOCK VOLUMES」→「BLOCK VOLUME REPLICAS」に移動します。 
- 各BVレプリカをクリックして「Activate」を選択します。 
- レプリカ名としては、作成されたリージョンにかかわらず、同じ名前を使用することを推奨
します。できれば元のブロック・ボリュームと同じ名前を使用してください。そうすることで、
OCI CLIを使用した自動化が容易になります。例："prefix-block-N" 
- Site2のすべてのBVレプリカに対して、同じ操作を繰り返します。 

https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
https://docs.oracle.com/en/middleware/soa-suite/soa/12.2.1.4/administer/managing-database-growth.html#GUID-DC1CABB9-84AE-4F15-B970-54B05C680F20
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4 レプリケートされたブ

ロック・ボリュームを
Site2の中間層ホストに
アタッチする 

アクティブ化によって作成されたアタッチ可能なブロック・ボリュームが、Site2のOCIコン
ソールの「Storage」→「Block Volume」に表示されます。 
Site2の各中間層ホストで、次の手順を実行します。 
 
-このホストに適切なブロック・ボリュームをアタッチします。OCIコンソールの「Compute」
→「Instances」に移動し、インスタンスをクリックして、「Attached block Volumes」→
「Attach Block Volume」を選択して、この操作を実行できます。 
アタッチしたら、アタッチしたブロック・ボリュームの「iSCSI Commands & Information」を
クリックし、中間層ホストでの"接続用コマンド"に示されるiSCSIコマンドを実行します。 
iSCSIコマンドの実行後、新しくアタッチしたブロック・ボリュームのUUIDを取得します。 
[root@soampdrs-soa-0 opc]# sudo blkid 
/dev/sda3:UUID="974147f5-d731-41de-bba8-56ff78ed1c9c" TYPE="xfs" 
PARTUUID="4a95c68a-bc70-4be9-bce8-b15e995fcf46" 
/dev/sda1:SEC_TYPE="msdos" UUID="593B-B893" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System 
Partition" PARTUUID="c5ac3089-6a91-40e0-bcc1-212ba0b43418" 
/dev/sda2:UUID="9ca12daa-d7ea-44a2-8680-5b676488b054" TYPE="swap" 
PARTUUID="682a63d1-d3ec-4019-b372-43720aaae717" 
/dev/sdb:UUID="35e72262-979a-4d84-85ce-a6f91e3b1250" TYPE="ext4" 
 
- /etc/fstabに該当するUUIDのエントリを追加して、マウントを実行し、再起動後もそのマウ
ントが継続するようにします。 
UUID=35e72262-979a-4d84-85ce-a6f91e3b1250 /u01/data ext4 auto,defaults,_netdev,nofail 
 
注：最初のスイッチオーバーの実行後は、各ブロック・ボリュームでこのUUIDは変更されな
くなります。そのため、サイトのロールに応じて/etc/fstabのこのエントリをコメントアウト
したりコメントアウトを外したりできます。 
 
-新しくアタッチしたブロック・ボリュームを/u01/dataにマウントして、正常にマウントさ
れたことを確認します。 [root@soampdrs-soa-0 opc]# mount -a 
[root@soampdrs-soa-0 opc]# df -h| grep /u01/data 
/dev/sdb 49G 1.4G 46G 3% /u01/data 
 
Site2のすべての中間層ホストで、同じ手順を繰り返します。 

5 Site2の中間層で置換を
行うスクリプトを実行す
る 

Site2の中間層ホストでスクリプトXXXXXを実行します。 

6 Site2でサーバーを起動
する 

すべてのセカンダリ・サーバーでノード・マネージャを起動します。例： 
$ cd $DOMAIN_HOME/bin/ 
$ nohup ./startNodeManager.sh > $DOMAIN_HOME/nodemanager/nodemanager.out 2>&1 & 
 
セカンダリ管理サーバーを起動します。例： 
:$ cd /u01/app/oracle/middleware/oracle_common/common/bin 
$ ./wlst.sh 
wlst> nmConnect ('weblogic','acme1234#','soampdrs-soa- 
0','5556','soampdrs_domain','/u01/data/domains/soampdrs_domain','SSL')  
wlst> nmStart('soampdrs_adminserver') 
 
セカンダリ管理対象サーバーを起動します（セカンダリWebLogicコンソールかスクリプトを
使用）。 
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7 検証する 注：今回はスイッチオーバーではなく、プライマリ・サイトがアクティブ状態であるため、

仮想フロントエンド名がプライマリ・サイトのLBR IPアドレスに解決されます。そのため、
ブラウザからアクセスすると、デフォルトでアクティブなプライマリ・サイトにリダイレク
トされます。 
 
セカンダリ・サイトのSOAサービスに直接アクセスするには、管理下のクライアント（ラッ
プトップなど）で/etc/hostsファイルを更新し、仮想フロントエンド名がセカンダリ・サイト
のフロントエンドLBRのIPアドレスに解決されるように設定して、このクライアントから検証
を実行する必要があります。 
 
注：検証に使用されるクライアントがHTTPプロキシ経由でSOAMPシステムにアクセスしてい
ないことを確認してください。HTTPプロキシによって、どちらの名前がクライアントの
/etc/hostsに設定されているかにかかわらず、そのまま仮想フロントエンド名がプライマリ・
サイトのLBRのIPアドレスに解決される可能性があるためです。 
 
注：Linux以外のクライアントでは、カスタマイズしたホスト・ファイルのエントリを使用し
てブラウザでIPアドレスを解決するために、事前にローカルDNSキャッシュのリセットが必
要になる場合があります。 

 
 

注： 
ORA-01403: no data found ORA-06512エラー。ここで説明するように、（完全なスイッチオーバーを実行せずに、すなわちスタンバ
イをスナップショット・スタンバイ・モードで開いて）セカンダリ・サイトを検証する間、スタンバイSOAサーバーのログに"ORA-
01403: no data found ORA-06512”エラーが記録されることがあります。これらのエラーは、SOA自動消去ジョブに関連しています。
これらのエラーが発生するのは、データベース内のジョブにDBロールの依存関係があるからです（それらのジョブは、データベー
スがプライマリ・ロールの場合にのみ有効化されるように定義されています）。これは、期待される望ましい挙動で、これにより
ジョブが2回実行される（プライマリで1回、スタンバイで1回）のを防止します。SOAの自動消去ジョブはプライマリ・ロールで定
義されるため、データベースがスナップショット・スタンバイ・モードの場合にはDBA_SCHEDULER_JOBSビューに表示されません。
ジョブごとに定義されるdatabase_roleは、DBA_SCHEDULER_JOB_ROLEビューで確認できます。まとめると、これらのエラーは、
スタンバイ・システムに表示される限り無視して構いません。SOA自動消去のスケジューラ・ジョブは、インスタンスがそのロール
をPRIMARYに変更する場合にのみ、DBで実行されます。 

 
セカンダリ・サイトが検証されたら、以下の手順に従ってスタンバイ・ロールに戻します。 

 

 スタンバイをスタンバ
イ・ロールに戻す手順 

詳細 

1 セカンダリのSite2で管理
対象サーバー、管理サー
バー、ノード・マネー
ジャを停止する 

セカンダリWebLogicコンソールに接続し、セカンダリ・サイトの管理対象サーバーと管理
サーバーをシャットダウンします。 
ノード・マネージャのプロセスも停止し、dbfsがマウントされている場合はアンマウントし
ます。 

2 スタンバイDBを再びフィ
ジカル・スタンバイに変
換する 

プライマリDBホストでDGブローカを使用して、セカンダリを再びフィジカル・スタンバイ
に変換します。ユーザーoracleで次を実行します。 
[oracle@drdbA ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> convert database “secondary_db_unqname” to physical standby 
 
“show configuration”を使用して変換が正常に実行されたことを確認します。 

3 クライアント内で更新さ
れた/etc/hostsを戻す 

クライアントの/etc/hostsファイルの仮想フロントエンド名を、セカンダリ・サイトを指す
ように更新した場合、元に戻して、仮想フロントエンド名がプライマリ・フロントエンドIP
を再び指すようにします。 
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4 デタッチする Site2の各中間層ホストで、次の手順を実行します。 

 
- /u01/dataにマウントされているブロック・ボリュームをアンマウントします。 
[opc@soampdrs-soa-0 opc]# sudo umount /u01/data 
実行中のOracleプロセスがないことを確認してください。Oracleプロセスはこの時点で停止
されているという前提ですが、このフォルダ上で実行中のプロセスがある場合は、umount
は失敗します。 
 
- アンマウントの完了後、OCIコンソールを使用してブロック・ボリュームをデタッチしま
す。各ブロック・ボリュームの「Attached Instances」→「Detach from Instance」に移動
します。 
OCIコンソールで、デタッチを完了する前にiSCSIコマンドを実行するか確認されます。 
 
- 最後に、rootユーザーで、/etc/fstabファイルを編集し、/u01/dataに関するエントリをコ
メントアウトします。こうすることで、次の再起動時に元のBVのマウントが試行されなく
なります。例： 
-- 
#このエントリを削除（またはコメントアウト）： 
#UUID=765185db-a10e-4da4-bffd-0437348b3cf6 /u01/data ext4 
auto,defaults,_netdev,nofail 0 2 
 
セカンダリの残りの中間層ノードに対して、上記の手順を繰り返します。 

5 Site2でデタッチしたボ
リュームを削除するか名
前を変更して、誤ってマ
ウントされないようにす
る 

OCIコンソールを使用して、前の手順でSite2の中間層ホストからデタッチしたブロック・ 
ボリュームを削除（または名前を変更）します。これらのボリュームは今後使用されませ
ん。 

 

スケール・アウトとスケール・イン 
リージョン間ブロック・ボリュームのDRモデルにおけるスケール・アウトとスケール・インの手順は、DBFSモデルおよび
RSYNCモデルの手順とは少し異なります。 
リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーション・モデルにおけるSOAMP DR環境のスケール・アウトの手順は次のと
おりです。 

a) まず、「検証のためのセカンダリ・サイトのオープン」で説明した手順に従ってセカンダリ・サイトを開きますが、 
まだスタンバイ・データベースのスナップショットへの変換は行わず、管理サーバーと管理対象サーバーを起動し
ないでください。スケール操作の実行前にセカンダリ・ホストでブロック・ボリュームの1つのバージョンをマウン
トするだけです。そうすることで、プライマリとセカンダリで個別にスケール操作を実行できます。 

b) 次に、このドキュメントの「スケール・アウト」で説明した手順に従って、プライマリとセカンダリをスケール・
アウトします。config_replica.shスクリプトに関する説明についてはすべて無視してください。この方法には適用さ
れません。 

c) 次に、「検証のためのセカンダリ・サイトのオープン」の説明のとおりボリュームをデタッチして、セカンダリを 
スタンバイ・ロールに戻します。 

d) プライマリの新しいノードのブロック・ボリュームに対して、既存のプライマリ・ノードで構成したときと同じ方
法で、リージョン間レプリケーションを有効化します。 

注：SOAMPによってスケール・アウトのために使用されるTerraformスクリプトによって、既存のノードに冗長/不要なBVが作
成されます。この重複したブロック・ボリュームには既存のブロック・ボリュームと同じ名前が設定され、既存のノードにアタッ
チされていますが、マウントはされていません。これらの重複したブロック・ボリュームは不要であるため、誤って正しくない
ブロック・ボリュームを指し示したマウントを作成しないように、スケール・アウト後すぐにデタッチして削除することを強く 
推奨します。スケール・アウト・ジョブによって作成された重複するブロック・ボリュームは必ず削除するようにしてください。 

リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーション・モデルにおけるWLS for OCI DR環境のスケール・インの手順は 
次のとおりです。 

a) まず、「検証のためのセカンダリ・サイトのオープン」で説明した手順に従ってセカンダリ・サイトを開きますが、 
まだスタンバイ・データベースのスナップショットへの変換は行わず、管理サーバーと管理対象サーバーを起動し
ないでください。スケール操作の実行前にセカンダリ・ホストでブロック・ボリュームの1つのバージョンをマウン
トするだけです。そうすることで、プライマリとセカンダリで個別にスケール操作を実行できます。 
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oci bv volume update --volume-id <volumeId> --block-volume-replicas 
'[{"displayName":"<replicaDisplayName>'","availabilityDomain":"<availabilityDomain>"}]' 

oci bv volume create --source-volume-replica-id <volumeReplicaId> --compartment-id <compartmentID> --

availability- domain <AvailabilityDomain> --display-name <DisplayName> 

oci bv volume update --volume-id <volumeId> --block-volume-replicas '[]' 

 

 
b) これから削除するプライマリ・ノードのブロック・ボリュームで、リージョン間レプリケーションを無効化します。 

スケール・イン・ジョブは、リージョン間レプリケーションが有効化されているブロック・ボリュームを削除でき
ません。 

c) 次に、このドキュメントの「スケール・イン」で説明した手順に従って、プライマリとセカンダリをスケール・イ
ンします。config_replica.shスクリプトに関する説明についてはすべて無視してください。この方法には適用されま
せん。 

d) 次に、「検証のためのセカンダリ・サイトのオープン」の説明のとおりボリュームをデタッチして、セカンダリをス
タンバイ・ロールに戻します。 

注：SOAMPによってスケール・インのために使用されるTerraformスクリプトによって、既存のノードに冗長/不要なBVが作成
されます。この重複したブロック・ボリュームには既存のブロック・ボリュームと同じ名前が設定され、既存のノードにアタッ
チされていますが、マウントはされていません。これらの重複したブロック・ボリュームは不要であるため、誤って正しくない
ブロック・ボリュームを指し示したマウントを作成しないように、スケール・イン後すぐにデタッチして削除することを強く推
奨します。スケール・イン・ジョブによって作成された重複するブロック・ボリュームは必ず削除するようにしてください。 

OCI CLIコマンドを使用したブロック・ボリューム・レプリケーション・タスクの自動化 
ブロック・ボリュームに関連する操作の大半（レプリケーションの有効化/無効化、アクティブ化、ブロック・ボリュームの
アタッチ/デタッチ）はOCIコンソールを使用して実行できるだけでなく、OCIコマンドライン・インタフェース（CLI）の 
コマンドでも実行できます。 
このDRモデルのセットアップやスイッチオーバー/フェイルオーバーでよく使用する操作について、以下にコマンドの一覧を
示します。CLIの使用について詳しくは、『Oracle Cloud Infrastructure CLI Command Reference』と「リージョン間ボ
リューム・レプリケーション」のドキュメントを参照してください。 

 ブロック・ボリュームのリージョン間レプリケーションを有効化する 

 ブロック・ボリュームのリージョン間レプリケーションを無効化する 

 ブロック・ボリューム・レプリケーションをアクティブ化する 

 ブロック・ボリューム（iSCSIタイプ）をコンピュート・インスタンスにアタッチする 

 oci compute volume-attachment attach-iscsi-volume --instance-id <instanceId> --volume-id <volumeId>  

 ブロック・ボリュームをコンピュート・インスタンスからデタッチする 

 oci compute volume-attachment detach --volume-attachment-id <volumeAttachmentId>  

上記のとおり、OCI CLIコマンドを実行するには、ブロック・ボリュームのOCIDとボリュームのアタッチが必要になります。
OCIDはスイッチオーバーを実行するたびに変更されます。ただし、これらの値はOCI CLIスクリプトを使用して取得すること
もできます。ブロック・ボリューム・オブジェクトに対して一貫した"表示名"を使用している限り、その表示名を使用して
OCIDを動的に取得できます。 

一方で、OCI CLIコマンドですべての手順を自動化することはできません。ブロック・ボリュームのアタッチやデタッチなど
の一部の操作では、OCIコンソール（またはOCI CLI）での操作とオペレーティング・システムのコマンド（fstabの編集、
mount、iSCSIコマンドの実行など）を組み合わせる必要があります。ブロック・ボリューム・レプリケーションDRモデルに
おけるSOAMPでのスイッチオーバーを半自動化するスクリプトの例については、こちらを参照してください。 

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/tools/oci-cli/2.24.4/oci_cli_docs/index.html
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm
http://www.oracle.com/a/tech/docs/ExampleBVReplicaOCICli.tar.gz
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