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本書の目的 
このドキュメントには、Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructure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、セットアップ手順が記載されています。このホワイト・ペーパーの対象読者は、Oracle 
Cloud、Oracle WebLogic、Oracle Database、Oracle 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。 

免責事項 
本文書には、ソフトウェアや印刷物など、いかなる形式のものも含め、オラクルの独占的な所有物である占有情報が含まれ
ます。この文書へのアクセスと使用は、締結および遵守に同意したOracle Software License and Service Agreementの諸条件
に従うものとします。本文書は、ライセンス契約の一部ではありません。また、オラクル、オラクルの子会社または関連会
社との契約に組み込むことはできません。 

本書は情報提供のみを目的としており、実装および記載されている製品機能の計画を支援することのみを意図しています。
マテリアルやコード、機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらない
でください。本書に記載されている機能の開発、リリース、および時期については、弊社の裁量により決定されます。 

 

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8月 1 初版 

2020年12月 2 ベスト・プラクティスを追加 
付録DにDR環境でのスケール・アウト手順を追加  
DRシナリオでのIDCS認証のサポートを追加 

2021年3月 3 その他のセットアップ・オプション（DBFSではなくFSS/rsyncの方法をベースとしたもの）を
追加。複数のセクションを更新 
付録Dに「スタンバイDBシステム再作成」の説明を追加 

2021年4月 4 「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」のセクションを追加 

2021年5月 5 表現を改良 

2021年7月 6 その他のセットアップ・オプション（リージョン間ブロック・ボリューム・レプリケーションを
ベースとしたもの）を付録Fに追加 

2021年9月 7 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 8 ダイアグラム、「前提条件」→「データベース」の追加情報、および推奨されるDB接続文字列
の注記を更新 
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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、各種アプ
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・プラクティスを実装することは、すべてのOracleデプロイメントにおいて重要な要件の1つとなって
います。Oracle WebLogicとOracle Database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、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、豊富な高可用性機能が含まれています。これらの機能により、アプリケーション環境が計画外
停止時間から保護され、計画停止時間が最小限に抑えられます。 

 
Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructure（Oracle WLS for OCI）は、Oracle Marketplaceを介してプロビジョ
ニングされる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。このソリュー
ションを使用すると、Oracle Cloud InfrastructureにJava Enterprise Edition（Java EE）アプリケーション環境を素早く作成
できます。標準的なOracle WLS for OCIデプロイメントでは、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）はデータベースに格納されます。Oracle WLS for OCIは、JRFが有効化されたドメインとして構成すること
で、Oracle Application Development Framework（Oracle ADF）をサポートし、Oracle Fusion Middleware Controlコンソー
ルを使用して管理と監視を行うことができます。この場合、WebLogicはデータベースを使用して、必要なスキーマ（Oracle 
Platform Security Servicesの情報など）を格納します。トランザクション一貫性を確保し、管理を簡素化するために、アプリ
ケーション・データとWebLogic固有のスキーマは、通常は同じデータベースに格納されます。 

 
すべての重要なシステムは、予期せぬ障害や自然災害から保護する必要があります。Oracle WLS for OCIなどのクラウドに 
デプロイされたシステムも、同じように保護する必要があります。フロントエンドのアクセス（ロードバランサ・ベースの
フロントエンド・ホスト名など）、中間層（Oracle WebLogic）、およびデータ層（Oracle Database Cloud Service）の保護
も必要です。そのためのソリューションとして、本番サイトとは地理的に異なる場所にあるOracle Cloud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数とリソース数は、本番サイ
トよりも少ない場合がありますが、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ています。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。 

 
Oracle WLS for OCIのディザスタ・リカバリでは、Oracle Fusion MiddlewareとOracle Databaseに搭載されている高可用性機
能と災害保護機能を活用してリカバリ時間目標（RTO）とリカバリ・ポイント目標（RPO）を最適化します。クラウド・
ディザスタ・リカバリ（DR）構成に特有の考慮事項もありますが、Oracle Fusion Middleware（FMW）とOracle Databaseを
使用する他のデプロイメントの場合と同じOracle MAAベスト・プラクティスがこの構成にも適用されます。このOracle MAA
構想では、Oracle MAAベスト・プラクティスについて詳しく説明し、Oracle WLS for OCIに対応したDRをデプロイする手順の
概要を示します。Oracle WLS for OCIのディザスタ・リカバリ・ソリューションは、Oracle WebLogic Serverドメインの構成
ファイルと、使用するデータベースのランタイムとメタデータをレプリケートすることで実現します。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紹介します。Oracle WLS for OCIで使用されるOracle 
Database Cloud Serviceの災害保護機能は、Oracle Data Guardによって提供されます。 
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このホワイト・ペーパーの対象読者は、Oracle Cloud Infrastructure、Oracle WebLogic Server、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。 
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Oracle WLS for OCI向けのディザスタ・リカバリ・ソリューション 

トポロジの説明 
Oracle WLS for OCI向けのディザスタ・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。Oracle WLS for 
OCI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プライマリ・システムを1つの 
リージョンに配置し、Oracle WLS for OCI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
るセカンダリ・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1が設定された1つの
Oracle Cloudデータセンターのスコープ内に実装することもできますが、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強く推奨されます。 

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。 

プライマリとセカンダリの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。 

セカンダリのOracle WebLogic Server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。 

図1：Oracle WebLogic for OCIのディザスタ・リカバリ・トポロジ 

 

 

 
 
 

1  WLS for OCI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、WLS for OCI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、WLS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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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・データベースは全体的に更新可能なスタンバイ・データベースで、フィジカル・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・データベースに変換することによって作成されます。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（OPSS情報、カスタム・スキーマ、TLOG、JDBC永続ストアなど）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。各サイトのローカル・ファイル・システム内にあるWLSド
メイン構成についても、プライマリ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、Data Guardによって、ドメイン構成のコピーがセカンダリ・サイトにレプリケートされま
す。DBFSマウントがアシスタンス（“ステージング”）ファイル・システムとして使用されます。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マウント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、セカンダリ中間層によって同じDBFSマウントをセカンダリDBからマウントで
きます。その後は、そのDBFSマウントからセカンダリ・ドメインにドメイン構成がコピーされます。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ベースの方法を使用する場合の、全体的なWLS for OCI DRトポロジ 
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図3：DBFSベースの方法による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・システムとスタンバイのファイル・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、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（File Storage Service）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、全体的なWLS for OCI 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されると、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ります。そのため、
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推奨しません。スタンバイの中間層ホストは請求額を
減らすために停止させることが可能ですが、それらの中間層ホストを起動していない場合、プライマリ・サイトからレプリ
ケートされるWLSドメイン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の変更と同期することが必要になると、RTOの値が増加します。セカンダリの中間
層ホストを起動しておくこと（マネージャ・サーバーは停止）を推奨します。詳しくは、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。 

• 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F – 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。 

 

前提条件 
以下の考慮事項は、WebLogic Cloudのディザスタ・リカバリをセットアップする上での重要な側面です。 

WebLogicのエディション 
OCIのWebLogicには次の3つのエディションがあります。 

• Oracle WebLogic Server Standard Edition 
• Oracle WebLogic Server Enterprise Edition 
• Oracle WebLogic Suite 

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://www.oracle.com/jp/java/weblogic/editions/
https://www.oracle.com/jp/java/weblogic/editions/
https://www.oracle.com/jp/java/weblogic/editions/
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それぞれの機 能について は、『ラ イセンス 情報ユーザ ー・マニ ュアル』のWebLogicの章 を参照して ください 。Active  
GridLink for RACと呼ばれるOracle WebLogic Server GridLinkデータソースは、ライセンス供与されるWebLogic Suiteの一部
としてのみ使用できます。その他のエディションにはActive GridLinkは含まれないため、複数のデータソースを使用して
Oracle RACデータベースに接続します。Oracle RACを使用する場合は、GridLinkデータソースを使用するのがMAAベスト・  
プラクティスです。 
このドキュメントは、Oracle RAC DBシステムを使用している場合を除き、Oracle WebLogic SuiteとOracle WebLogic Server  
Enterprise Editionに適 用されます 。データ ベースが Oracle RAC DBシ ステムの 場合は、 このドキ ュメントは 、Oracle  
WebLogic Suiteを使用していることを前提とします。このDRのセットアップでは、Oracle RACシナリオ向けのこのエディ
ションのみがサポートされます。このエディションのみが、GridLinkデータソースを使用するためです。 

認証 
Oracle WLS for OCIは、"Oracle Identity Cloud Serviceを使用した認証の有効化"オプションを使用してプロビジョニングでき
ます。その場合、デフォルトのOracle WebLogic Serverのアイデンティティ・ストアではなく、Oracle Identity Cloud Service
（Oracle IDCS）を使用してドメインのユーザーを認証します。これにより、Oracle Cloudアプリ・ゲートウェイ・エージェ
ントやIdentity Cloud Serviceなど、さらなるコンポーネントがシステムに追加されます。 

このドキュメントでは、デフォルトのOracle WebLogicアイデンティティ・ストアを使用するWLS for OCIシステムについて、
およびDRイベントのコンテキストでWLS for OCIにIDCS認証を使用することによる影響についても説明します。ただし、
IDCS自体の障害からの保護は本書の対象外です2。 

これによって、WebLogicアイデンティティ・ストアをカスタマイズして別の外部LDAPを使用できなくなるわけではありません
（WebLogicがOCIでサポートする限り）。WebLogicプロバイダの構成はドメイン構成に常駐する限り、スタンバイ・ドメイ
ンにレプリケートされます。スタンバイのWebLogicシステムが構成済みの外部LDAP URLにアクセスできれば、その外部
LDAPは使用できます。外部LDAPサービス向けのDRソリューションは本書の範囲外であり、特定のLDAP製品によって提供さ
れます。 

ロードバランサ 
ディザスタ・リカバリ・ソリューションは、Oracle WLS for OCIがOCIロードバランサを使用して構成されていることを前提
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。 

Oracle WLS for OCIのプロビジョニング中に作成されるデフォルトのロードバランサは、OCIロードバランサです。ネット
ワーク・トポロジに応じて、プライベートまたはパブリックのいずれかになります。 
パブリック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、着信トラフィックに使用さ
れるパブリック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。セカンダリ・ドメイン内のOCI LBRは、セカンダリ・
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、セカンダリ・リージョンの他の可用
性ドメイン内の別のロードバランサで構成されます。 
同様のトポロジがプライベートOCIロードバランサでも使用されます。プライベートOCIロードバランサは、システムをイン
ターネットから隔離するために使用されますが、プライマリとスタンバイをホストするためのサブネットを1つだけ使用しま
す。また、使用するサブネットのスコープに応じて、スコープ内のリージョンに配置することも、可用性ドメイン固有に 
することもできます。サブネットがスコープ内のリージョンに配置され、リージョン内に複数の可用性ドメインが存在する
場合、プライマリとスタンバイの各ロードバランサは、別の可用性ドメインに配置されます。サブネットが可用性ドメイン
固有の場合、プライマリとスタンバイは同じ可用性ドメインに配置されます（この場合、可用性ドメインの停止に備える
フェイルオーバー機能はありません）。 
詳しくは、OCI Load Balancingのドキュメントを参照してください。 

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・リージョンおよびセカンダリ・リージョンのロー
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・サイトのロードバランサでデフォルト構成が変更された場合（リスナー、 
バックエンド、または証明書が追加された場合など）に限り、セカンダリ・リージョンのロードバランサでも構成を手動で
変更する必要があります。 

 

2 IDCSサポートに問い合わせてご自身の地域でのIDCSディザスタ・リカバリ・ソリューションの提供状況を確認し、IDCS自体を障害から保護する方法の詳細を
入手してください。 

https://docs.oracle.com/cd/F23552_01/12.2.1.4/fmwlc/application-server-products-new-structure.html#GUID-475E4A20-BEE9-4EC8-9CF1-DB2CBAD0EA9B
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Balance/Concepts/balanceoverview.htm
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データベース 
Oracle WLS for OCIは、プロビジョニング中に既存のデータベースと関連付けることができます。Oracle WebLogic Cloudと 
ともにOracle Cloud Infrastructureデータベース・システムを使用するのは、もっとも一般的なシナリオです。 

• 顧 客が Fusion Middleware Controlコ ンソ ール など の機 能を 使用 して 、ド メイ ン、OPSS セキ ュリ ティ 、ADF 
Frameworkなど（“JRFが有効化された”ドメイン）を監視、構成、管理したいと考えている場合、データベースは 
必須です。 

• 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ログのような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。ディザスタ・リカバリのトポロジでは特に、
Data Guardレプリケーションによってセカンダリがプライマリになる場合に、セカンダリ・サイトでもこの情報が
自動的に利用可能になります。 

• さらに、アプリケーションのランタイム・データは、通常はデータベース内のカスタム・スキーマに格納されます。 
 

上記に従い、ディザスタ・リカバリ・ソリューションは、Oracle WLS for OCIがOracle Cloud Infrastructure DBシステムを
使用して構成されていることを前提としており、このドキュメントはそのようなシナリオに適用されます。そのような構成
により、Oracle Database File System（Oracle DBFS）をはじめとする有用なデータベース機能の使用が可能になります。
Oracle DBFSはData Guardとともに、DBFSベースの方法でWebLogic Serverドメイン構成をプライマリ・ドメインからセカン
ダリ・ドメインにレプリケートする場合に、最初のディザスタ・リカバリ・セットアップとライフサイクル管理において使
用されます。 

WLS for OCIで使用されるDBシステムがOracle RACデータベースの場合（つまり、複数のDBノードがある場合）の具体的な
手順とベスト・プラクティスについては、「付録A – Oracle RAC DBシステムに関する考慮事項」を参照してください。 

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。3 

Oracle Autonomous Processing（ATP）は、このドキュメントでは扱いません。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WLS for OCIのディザスタ・リカバリ トポロジでは使用できません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 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/Database/Tasks/usingdataguard.htm
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要件 
以下の要件は、WebLogic Cloudのディザスタ・リカバリをセットアップする上での重要な側面です。 

フロントエンド・アドレス 
クライアントからシステムへのアクセスは、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"仮想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、ディザスタ・リカバリ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。つまり、元のシステムで“mywebapp.example.com”をプライマリの仮想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仮想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WebLogic Cloudを構成する方法については後述します。 

WebLogicリソース名接頭辞 
WLS for OCIをプロビジョニングする際は、"リソース名接頭辞"を指定する必要があります。このプロパティは、16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 Server、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WLS for OCI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、たとえば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限り、同じCloudテナンシーの複数のインスタンスで同じ"リソース
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。 

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。セカンダリ・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/Tasks/managingDRGs.htm
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.html
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カスタム・ファイル 
WebLogic Cloud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。 

• 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はWebLogicシステムごとに管理
されます。両方のロケーションから同じスキーマ（プライマリ・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（ear/warファイル、デプロイメント・プランなど）、および管理
サーバーのWLSドメイン・ディレクトリの下にあるすべてのデータ（一時データを除く）は、このホワイト・ペー
パー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。 
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ディザスタ・リカバリのセットアップ 
このドキュメントは、開始点として、OCI DBシステム、Oracle WLS for OCI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@wlsociprefix-wls-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 mywebapp.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WLS for OCI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. 必要なホスト・エイリアスを構成する 
7. 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 
8. プライマリWebLogicドメインでDRセットアップ・スクリプトを実行する 
9. セカンダリWebLogicドメインでDRセットアップ・スクリプトを実行する 
10. IDCS認証の使用時にDR構成を完了する 

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F – 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 
Oracle WLS for OCI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。フロントエンド名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をリスニングします。 

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"仮想
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（“mywebapp.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の仮想フロントエン
ド・ホスト名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、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。 

2. 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： 
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注：プライマリWLS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WebLogic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) フロントエンド名をクラスタ・フロントエンドとして構成する。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。 
• 「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をフロントエンドのFQDN（“mywebapp.mycompany.com”など）に設定します。 
• Frontend HTTP PortとFrontend HTTPS Portが正しい値で構成されていることを確認します。 
• 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またはホスト名にも依存しないように
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。4 
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。 

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 
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。 

推奨される方法は、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。 

 

 
 

4  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。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IPへの
DNSマッピングも必要になります。 
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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、Oracle Cloud Infrastructureドキュメントの
『Oracle Data Guardの使用』を参照してください）でも、本書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」の手順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。ただし、  
いくつかの要件があります。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ドキュメントの『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/wlsdr XXXX/wlsdr 必ず同じ値 

リージョン XXXX/Ashburn YYYY/Phoenix 必ず異なる値（DRの場合は異なる
リージョンが推奨） 

可用性ドメイン XXXX/efEXT:US-ASBURN-AD1 YYYY/efXT:PHX-AD-1 必ず異なる値 

DBシステム名 XXXX/drdbwlmp1a YYYY/drdbwlmp1b 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/wlsdrvcn1ash YYYY/wlsdrvcn1pho 必ず異なる値（異なるリージョンが
期待され、リモートVCNピアリングを
介して接続） 

クライアント・サブネット XXXX/wlsdrvcn1ashAD1 XXXX/wlsdrvcn1phoAD1 必ず異なる値（異なるリージョンが
期待され、リモートVCNピアリングを
介して接続） 

ホスト名接頭辞 XXXX/drdbwlmp1a YYYY/drdbwlmp1b 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・データベースはまず通常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。手順は以下のとおりです。 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Tasks/usingdataguard.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Tasks/usingdataguard.htm
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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、セクション4「セカンダリ・サイト
のWLS for OCI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システムのドキュメント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 DR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/wlsdr YYYY/wlsdr 異なる値でも可 

リージョン XXXX/Ashburn YYYY/Phoenix 必ず異なる値（DRの場合は異なる
リージョンが推奨） 

可用性ドメイン XXXX/efEXT:US-ASBURN-AD1 YYYY/efXT:PHX-AD-1 必ず異なる値 

DBシステム名 XXXX/drdbwlmp1a YYYY/drdbwlmp1b 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-EP 

EE、EE-HPまたはEE-EP 
/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 

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/wlsdrvcn1ash YYYY/wlsdrvcn1pho 必ず異なる値（異なるリージョンが
期待され、リモートVCNピアリング
を介した接続が推奨） 

クライアント・サブネット XXXX/wlsdrvcn1ashAD1 XXXX/wlsdrvcn1phoAD1 必ず異なる値 

ホスト名接頭辞 XXXX/drdbwlmp1a YYYY/drdbwlmp1b 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/19c XXXX/19c 必ず同じ値 

PDB名 XXXX/PDB1 XXXX/PDB1 必ず同じ値 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Tasks/creatingDBsystem.htm
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[opc@drdDBa ~]$ nc -vw 5 -z <secondary_db_ip> 1521 

[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. 

 

 
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。プライマリ
とセカンダリの両方のDBシステムにパッチが適用されているかどうか確認し、適用されていない場合は適用します。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。 

 
Oracle RACのシナリオの場合は、「付録A – Oracle RAC DBシステムに関する考慮事項」を参照してください。 

 
3.2.2 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、セクション4「セカンダリ・サイト
のWLS for OCI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。 

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： 

セカンダリからプライマリの場合： 
 [opc@drdDBb ~]$ nc -vw 5 -z <primary_db_ip> 1521  

正しい出力の例： 

 
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場所は、スクリプトの変数を使
用してカスタマイズできます。 

d) 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： 

 [opc@drdDBb ~]$ chmod o+r /tmp/ORCL.GZ  

https://www.oracle.com/technetwork/database/availability/downloads/dataguardit-primary-5592937.zip
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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) 

[oracle@drdbwlmp1a ~]$dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname  
DGMGRL> CONVERT DATABASE “secondary_db_unqname” to SNAPSHOT STANDBY; 
Converting database "secondary_db_unqname" to a Snapshot Standby database, please wait... 
Database "secondary_db_unqname" converted successfully 

 

 
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）。 

4. セカンダリ・サイトのWLS for OCIをプロビジョニングする 
セカンダリWebLogic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。 
そのため、セカンダリWebLogic Cloud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・データベースにはプライマリからの変更が適用されなくなり、読取り/書込
みモードで開かれるようになります。これは、セカンダリWebLogicを作成できるようにするために必要です。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。 

『Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructureの使用』に記載される手順に従って、セカンダリ・サイトの
WebLogic Cloudシステムを作成します。このとき、参照先はセカンダリDBシステムにします。 

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リソース名接頭辞を
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。 

セカンダリ・ロケーションにプロビジョニングするWLS for OCI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。5 
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。 

 

WebLogic Cloud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/12.2.1.4.200414.03 XXXX/12.2.1.4.200414.03 必ず同じ値5 

スタック名 XXXX/wlsociprefixprim YYYY/wlsociprefixstby 異なる値でも可 

 

 
5 WLS for OCIのプロビジョニングでは、2つの最新のPSUが提供されます。つまり、顧客は同じPSU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WLS for OCIのPSUをプロビジョニングで使用できない場合、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WLS for OCIにパッチを適用する必要があります。https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/weblogic-cloud/user/patched-included-
oracle-weblogic-cloud.htmlを参照してください。 

https://www.oracle.com/technetwork/database/availability/downloads/dataguardit-standby-root-sh-5592964.zip
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/create-jrf-enabled-domain.html#GUID-49210196-B04F-4973-9AD6-AC3A74FB11F3
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/weblogic-cloud/user/patched-included-oracle-weblogic-cloud.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/weblogic-cloud/user/patched-included-oracle-weblogic-cloud.html
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リソース名接頭辞 XXXX/wlsociprefix XXXX/wlsociprefix 必ず同じ値 

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

WebLogic Serverノード数 N/2 N/2 必ず同じ値 

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

管理者パスワード（秘密のO CID） XXXX/ocid1.vaultsecret.oc1.
uk- london-1.amaaaaaaj4
…. 

YYYY/ocid1.vaultsecret.oc1.
eu- frankfurt-1.amaa 

必ず同じパスワード（セカンダ
リ・ボールトがセカンダリ・リー
ジョンにあるため、秘密のOCIDは
違っても構わない） 

WebLogic Serverインスタンス構成
（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 

ネットワーク・コンパートメント XXXX/wlsdr YYYY/wlsdr 異なる値でも可 

VCN XXXX/wlsvcnSite1 YYYY/wlsvcnSite2 必ず異なる値 

サブネット XXXX/wlsvcnSite1Subnet1 YYYY/wlsvcnSite2Subnet1 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 

Oracle IDCSを使用した認証の有効化 チェックを入れる、または
チェックを外す 

チェックを入れる、または
チェックを外す 

必ず同じ値 

（IDCSにチェックを入れた場合） 
IDCSホスト・ドメイン名 

XXXX/identity.oraclecloud.c
om 

XXXX/identity.oraclecloud.c
om 

必ず同じ値 

（IDCSにチェックを入れた場合）
IDCSポート 

XXX/443 XXX/443 必ず同じ値 

（IDCSにチェックを入れた場合）
IDCSテナント 

XXXX/idcs-5e890de5903jr… XXXX/idcs-5e890de5903jr… 必ず同じ値 

（IDCSにチェックを入れた場合）
IDCSクライアントID 

XXXX/f88aa64hh8hgd… XXXX/f88aa64hh8hgd… 必ず同じ値 

（IDCSにチェックを入れた場合）
IDCSクライアント・シークレット
の秘密のOCID 

XXXX / uk-london-
1.amassshdjhjdf… 

YYYY / eu-frankfurt-
1.j7hjhj7jfhfd…. 

IDCSクライアント・シークレット
（暗号化されていない値）は同じ
である必要がありますが、ボール
ト・シークレットのOCIDは異なる
可能性があります（各リージョン
のボールトで作成） 

（IDCSにチェックを入れた場合） 
IDCSリダイレクト・ポート 

XXXX/9999 XXXX/9999 必ず同じ値 
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OCIポリシー チェックしない チェックしない DRトポロジでは、必要なOCI動的グ

ループとOCIポリシーを手動で作成す
ることが推奨 6 

JRFを使用したプロビジョニン
グ 

XXXX / チェックを入れる XXXX / チェックを入れる 必ず同じ値 

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。 

DBシステム・コンパートメント XXXX/wlsdr XXXX/wlsdr 異なる値でも可（ただし通常は同じ
値） 

DBシステム・ネットワーク XXXX/wlsvcnSite1 YYYY/wlsvcnSite2 必ず異なる値 
（異なるリージョンが期待される） 

DBシステム XXXX/drdbwlmp1a YYYY/drdbwlmp1b 必ず異なる値 

DBバージョン XXXX/19 XXXX/19 必ず同じ値 

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
（秘密のOCID） 

XXXX/ocid1.vaultsecret.oc1.
uk- london-1.amaaaaaaj4
…. 

XXXX/ocid1.vaultsecret.oc1.
eu- frankfurt-
1.amaaaaaaj4y 

必ず同じパスワード（ボールトがセ
カンダリ・リージョンにあるため、
秘密のOCIDは違っても構わない） 

 
注：ボールト・サービスは、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。WebLogicのランタイム・タ
スクやライフサイクル・タスクでは使用されません。プライマリおよびセカンダリWebLogic Cloudサービスのプロビジョニングで
は、同じボールトおよび秘密のOCID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秘密のOCIDは、明確な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、WebLogicサーバーが正常に動作するか検証できます。 
 

注：データソースのDB接続文字列が、推奨されるフォーマットに準拠していることを確認してください。データベースがシング
ル・インスタンスの場合、推奨されるDB接続文字列は次のとおりです。 
jdbc:oracle:thin:@//<db-scan-address>:<port>/<pdb_service_name> 
データベースがRACの場合、データソースはGridLinkデータソースである必要があり、推奨されるDB接続文字列は次のとおりです。
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<db-scan- 
address>)(PORT=<port>)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=<pdb_service_name>))) 

5. 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、SECONDARY LBR 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WebLogicホストで同じ手順を繰り返します。例： 

 
 
 

 
 
 

6  動的なグループおよびポリシーの手動作成について詳しくは、https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/weblogic-cloud/user/you-begin-oracle-weblogic-
cloud.htmlを参照してください。 

https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/weblogic-cloud/user/you-begin-oracle-weblogic-cloud.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/weblogic-cloud/user/you-begin-oracle-weblogic-cloud.html
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[oracle@wlsociprefix-wls-0 config]$ cd $DOMAIN_HOME/config 
[oracle@wlsociprefix-wls-0 config]$ grep listen-address config.xml 

<listen-address>wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com</listen-address> 
<listen-address>wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com</listen-address> 
<listen-address>wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com</listen-address> 
<listen-address>wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com</listen-address> 
<listen-address>wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.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> 

 

 

 
WebLogicセカンダリ・クラスタのフロントエンド・アドレスはプライマリのWebLogicドメイン構成からコピーされるため、
これを更新する必要はありません。 

 
注：セカンダリWebLogic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WebLogic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。  

6. 必要なホスト・エイリアスを構成する 
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。 

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ホストの完全修飾ドメイン名（FQDN）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。 

 

各中間層ホストでコマンド“hostname --fqdn”を実行して、FQDN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・ホストのFQDN（ドメイン名
を含む"長い名前"）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。 

注：“短縮名”は、プライマリおよびスタンバイ・ホスト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。 

 

[oracle@wlsociprefix-wls-0 config]$ 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 mywebapp.mycompany.com 

[oracle@wlsociprefix-wls-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 mywebapp.mycompany.com 

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

<listen-address> wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com </listen-address> 
<listen-address>wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com</listen-address> 
<listen-address>wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com</listen-address> 

<listen-address>wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com</listen-address> 
<listen-address>wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com</listen-address> 
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<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> 

 

 

 
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・ホストのFQDN

（ドメイン名を含む"長い名前"）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。 

FQDN（ドメイン名を含む"長い名前"）とホスト名（ドメイン名を含まない"短縮名"） 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 RACの場合の注記：使用されるデータベースがOracle RACデータベースの場合、デフォルトのPDBサービスではなく、PDB
用のクラスタウェア・データベース・サービスを使用するには、ディザスタ・リカバリの構成を続ける前に、この時点で「付録A – 
Oracle RAC DBシステムに関する考慮事項」に記載されている推奨事項を実装します。このベスト・プラクティスをこの時点で実装
すると、次の手順でデータベース・クラスタウェア・サービス名を使用できます（代わりにデフォルトのPDBサービス名を使用し、
DRセットアップ後の手順として、クラスタウェア・サービスを使用するための推奨事項を実装することもできます）。 

 

7. WebLogic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。 

7.1 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 
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。 

DBFSの方法をベースとしたWebLogic for OCI DRでは、DBFSマウントは初期セットアップで使用されるほか、WebLogicドメ
イン構成変更のレプリケーションでも使用されます。このDBFSファイル・システムは、プライマリからスタンバイへ変更を
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ます。プライマリ・ドメインの必須構成ファイルは、
DBFSファイル・システムにコピーされ（ローカル・コピー）、基盤のData Guardレプリケーションによって、スタンバイ・
サイトに自動的にレプリケートされます。スタンバイ・サイトではその後、レプリケートされた構成ファイルがDBFSファイ
ル・システムからドメイン・フォルダにコピーされます。本書では、このコピー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。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。 

# For WLS DR 
10.0.2.10wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com wlsociprefix-wls- 
0 wlsociprefix-wls- 0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com 
10.0.2.11 wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com wlsociprefix-wls- 
1 wlsociprefix-wls- 1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com 

[oracle@wlsociprefix-wls-1 ~]$ 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 mywebapp.mycompany.com 
 
# For WLS DR 
10.1.2.5 wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com wlsociprefix-wls-0 wlsociprefix-wls- 
0.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com 
10.1.2.4 wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com wlsociprefix-wls-1 wlsociprefix-wls- 
1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com 
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図8：アシスタンスDBFSファイル・システムを使用した、WLSドメイン構成のセカンダリ・サイトへのレプリケーション 

 
WebLogicホストにはデフォルトで構成されるDBFSマウントはないため、手動で構成する必要があります。手動で構成するに
は、データベース・クライアントと複数のオペレーティング・システム・パッケージをインストールする必要があります。
各中間層ホストでこの操作を実行するには、以下の手順に従います。 

a) Oracle E-deliveryからDBクライアントをダウンロードし、中間層ホストにアップロードします（まだインストール
しないでください）。イメージベースのインストールではなく、必ずインストーラ・バージョンをダウンロードし
てください。最新バージョンを使用することが推奨されます。Oracle E-deliveryから19.3 DBクライアントをダウン
ロードする例を以下に示します。 
“Oracle Database Client”を検索します。 

 
19.3を選択して続行します。 

 
データベース・クライアントのみを選択します。 

 
「Continue」をクリックし、インストーラ・バージョン（ゴールド・イメージではありません）を選択します。 

ソフトウェアをダウンロードし、すべての中間層ホスト（/u01/install/V982064-01.zipなど）にアップロードします。 
 

b) WLS for OCI DR utilsからスクリプトdbfs_dr_setup_root.shをダウンロードし、中間層ホストにアップロードします。
このスクリプトは、ホストでDBFSマウントを準備するために必要なタスクを実行します。具体的には、DBクライア
ントと必要なオペレーティング・システム・パッケージをインストールし、データベースのDBFSユーザーとスキー
マを構成し、DBFSファイル・システムをマウントし、cronを作成することで、DBFSファイル・システムがホスト・
ブートにマウントされるようにします。 

https://edelivery.oracle.com/
http://www.oracle.com/a/tech/docs/wls-for-oci-dr-utils.zip
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./dbfs_dr_setup_root.sh <local_db_scan_name> <db_port> <local_PDB_service> <pdb_sys_password> 
<path_to_dbclient_installer> 

./dbfs_dr_setup_root.sh drdbwlmp1a-scan.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com 1521 
PDB1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com acme1234# /u01/install/V982064-01.zip 

[root@ wlsociprefix-wls-1]# df -h | grep dbfs 
dbfs-@PDB1:/ 32G 248K 32G 1% /u02/data/dbfs_root 

[root@ wlsociprefix-wls-1]# ls /u02/data/dbfs_root 
dbfsdir 

 

 
c) このスクリプトには、複数の入力パラメータが必要です。具体的には、WLSが使用するローカル・データベースへ

の接続に使用される接続データ（プライマリ・サイト中間層ノードのプライマリPDB接続データ、およびセカンダ
リ・サイト中間層ノードのセカンダリPDB接続データ）を指定する必要があります。ローカルのスキャン名、ポー
ト、PDBサービス名は、ドメインのデータソースから入手できます。続いて、rootユーザーとしてスクリプトを 
実行します。構文は次のとおりです。 

 
注：スタンバイ・データベースはこの時点ではスナップショット・スタンバイにあることが想定されており、その前提となっています。 

 
プライマリ中間層ホストでの実行例（プライマリPDBの値を指定する必要があります）： 

セカンダリ中間層ホストでの実行例（セカンダリPDBの値を指定する必要があります）： 

 
注 ： デ ー タ ベ ー ス が Oracle RAC デ ー タ ベ ー ス の 場 合 の 具 体 的 な 手 順 に つ い て は 、 付 録 A の 「 Oracle RAC シ ナ リ オ で の
dbfs_dr_setup_root.shの実行」を参照してください。 
 

d) 以下のように、DBFSマウントが中間層ホストに存在することを確認できます。 

この手順をすべての中間層ホスト（プライマリおよびセカンダリ）で繰り返します。 

このスクリプトを実行した結果は以下のとおりです。 

- DBクライアント・ソフトウェアが中間層ホストのフォルダ/u01/app/oracle/clientにインストールされます。DBク
ライアントに必要なパッケージがyumを使用してインストールされます。 

- DBFS用のPDBデータベースにユーザーが作成されます。ユーザー名はdbfsuserに、パスワードはスクリプトの
入力パラメータで指定されたsysパスワードと同じものに設定されます。 

- DBFSマウント用のPDBデータベースでDBFS表領域とDBFSフォルダが作成されます（表領域の名前はtbsdbfs、
フォルダの名前はdbfsdirです）。 

- ドメインに新規フォルダDOMAIN_HOME/dbfsが作成されます。このフォルダには、dbfsuserのパスワードおよび必
要なその他のアーティファクト（tnsnames.ora、sqlnet.ora）を格納するためのウォレットが保存されます。この
ウォレットは、中間層ホストでDBFSマウントをマウントするためにDBクライアントによって使用されます。 

- DOMAIN_HOME/dbfsにスクリプトdbfsMount.shも作成されます。このスクリプトは、中間層にDBFSマウントを
マウントするために使用されます。マシンが再起動されたときに実行されるよう、再起動時のcronにも追加され
ます。 

- DBFSマウントはフォルダdbfsdirとして/u02/data/dbfs_rootマウント・ポイントにマウントされます。 
このスクリプトは再実行できます。再実行すると、すでに作成されているものがあるために（DBユーザー、表領域な
ど）、警告が表示される可能性がありますが、この警告は無視して構いません。 

7.2 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・サイトとセカンダリ・サイトでFSSファイル・シ
ステムを作成する必要があります。これらは別々のFSSファイル・システムであり、それぞれのマウント先はローカル・ホ
ストのみになります（リージョンを横断してリモートのFSSにNFSでアクセスすることはありません）。FSSファイル・シス
テムにはドメイン構成のコピーが保存されます。このファイル・システムが実行時に使用されることはなく、リモート
rsyncコマンドを使用してマウント間でコンテンツをレプリケートするためのステージング・マウントとして使用されます。 

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WLS管理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WLS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WLS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。 

./dbfs_dr_setup_root.sh drdbwlmp1b-scan.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com 
1521 PDB1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com acme1234# /u01/install/V982064-01.zip 
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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9：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。 
8 FSSマウントの

準備 
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： 
wlsociprefixPri_mt 
可用性ドメイン： 
<プライマリWLSと同じ>  
仮想クラウド・ネットワーク： 
<プライマリWLSと同じ>  
サブネット： 
<プライマリWLSと同じ> 

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

2 各リージョンで
ファイル・シス
テム（FSS）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：wlsociprefixPri_fss 
可用性ドメイン： 
<プライマリWLSと同じ>  
エクスポート： /fssmount
マウント・ターゲット： 
wlsociprefixPri_mt（前の手順
で作成） 

名前：wlsociprefixStby_fss 
可用性ドメイン： 
<セカンダリWLSと同じ>  
エクスポート： /fssmount 
マウント・ターゲット：
wlsociprefixtby_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。 

  

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/securitylistsfilestorage.htm#Configuring_VCN_Security_Rules_for_File_Storage
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4 WLSサーバーに

ファイル・シス
テムをマウント
する 

すべてのWLS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。 
 
-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 
 
-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 

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 
 
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 

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WLSホストで実行： 
# df -h | grep fssmount  
# ls -la /fssmount 

プライマリWLSホストでの実行結果のサンプル： 
[root@wlsociprefix-wls-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@wlsociprefix-wls-0 opc]# df -h | grep fssmount 
10.2.0.52:/fssmount 8.0E 0 8.0E 0% /fssmount 

6 後で使用するフォ
ルダを作成する 

-oracleユーザーで作成する（各リージョンの
WLS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
管理ホストで実行する（FSS
マウントが残りのプライマ
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） 

このコマンドをセカンダリ管理ホ
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） 

 

8. プライマリWebLogicドメインでDRセットアップ・スクリプトを実行する 
いくつかの操作を、プライマリ中間層のOracle WebLogic管理サーバー・ホスト・ノードで実行する必要があります。これら
の操作は、プライマリDRセットアップ・スクリプトfmw_dr_setup_primary.shによって行われます。このスクリプトによっ
て、プライマリ・ドメイン構成がセカンダリ・サイトにコピーされます（DBFSまたはFSS/rsyncの方法が使用されます）。 

このスクリプトを実行することで、WebLogicサーバーやバックエンドのデータベースで停止時間が発生することはありません。 

a) WLS for OCI DR utils zipからスクリプトfmw_dr_setup_primary.shをダウンロードし、プライマリ管理ホストに 
アップロードして編集およびカスタマイズします。 

b) プライマリ管理ホストでoracleユーザーとしてスクリプトを実行します。このスクリプトは、対話形式でも非対話
形式でも実行可能です。 

対話形式を使用する場合： 

     fmw_dr_setup_primary.sh  

非対話形式を使用する場合： 

     fmw_dr_setup_primary.sh  <db_sys_password>  <dr_method>   [remote_admin_node_ip]  [remote_keyfile]  

コマンド説明： 

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/mountingunixstyleos.htm
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/mountingunixstyleos.htm
http://www.oracle.com/a/tech/docs/wls-for-oci-dr-utils.zip
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java -classpath /u01/app/oracle/middleware/wlserver/server/lib/weblogic.jar utils.dbping ORACLE_THIN system 
<system_password> <primary_db_private_or_public_ip>:1521/<primary_db_service> 

[oracle@drdbwlmp1a ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname 
DGMGRL> CONVERT DATABASE "secondary_db_unqname" to PHYSICAL STANDBY; 
Converting database "secondary_db_unqname " to a Physical Standby database, please wait...Database 
"secondary_db_unqname" converted successfully 

 

 

db_sys_password： データベースのsysユーザーのパスワード 
dr_method： WLSドメイン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。セカンダリWLS管理サーバー・ホストのIPアドレ
ス 。 プ ラ イ マ リ 管 理 ホ ス ト か ら 到 達 可 能 な IP ア ド レ ス で あ る 必 要 が あ り ま す 。 
注：ホスト名ではなくIPアドレスを使用してください。推奨される方法はプライベートIP
アドレスを指定することです。そうすれば、サイト間の通信が内部ネットワーク経由で
実行されま す（プラ イマリ・ ネットワ ークとセ カンダリ ・ネット ワークが 動的ル ー
ティング・ゲートウェイを介して通信します）。 

remote_keyfile： dr_methodがRSYNCの場合のみ必須。セカンダリ管理ホストへのSSH通信に必要となる
秘密鍵ファイルへの完全なパス。このファイルがプライマリWLS管理サーバー・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。 

 
DBFSベースの方法を使用する場合の実行例： 

    ./fmw_dr_setup_primary.sh   'acme1234' DBFS  

FSS/rsyncの方法を使用する場合の実行例： 

    ./fmw_dr_setup_primary.sh   'acme1234'  RSYNC  10.1.0.2 /u01/install/sshkeys/my_priv_key.ppk  

残りのプライマリ中間層ホストでこのスクリプトを実行する必要はありません。 
 

注：このスクリプトは、デフォルトではデータソースopss-datasource.xmlを検索します。このスクリプトは、このデータソースを
参照として使用し、DB接続文字列、データベース・ホスト名、ポート、PDBサービスなどのデータベース関連情報を収集します。
WLS for OCI環境がJRFが有効なドメインではなく、opss-datasource.xmlが存在しない場合は、スクリプトはメッセージを出して実
行を停止します。その場合は、fmw_dr_setup_primary.shスクリプトを編集して、定義済みの変数DATASOURCE_NAMEで既存の
データソース構成ファイル名を付けることができます。 

 

9. セカンダリWebLogicドメインでDRセットアップ・スクリプトを実行する 
プライマリのスタンバイとして動作するセカンダリ中間層クラスタを構成するために必要な操作は、
fmw_dr_setup_standby.shスクリプトによって実行されます。 

a) このスクリプトは、セカンダリの中間層ホストからリスナー・ポート（通常は1521）のプライマリ・データベース
にアクセスする必要があります。この通信のために、OCIコンソールを使用して、関係するサブネットで適切な受信
ルールを有効にします。 
プライマリ・サイトとセカンダリ・サイトの通信がインターネット・ゲートウェイ経由で行われる場合、セカンダ
リ中間層ホストのパブリックIPからプライマリDBへの通信を開きます。 
プライマリ・サイトとセカンダリ・サイトの通信が内部でルーティングされている場合（推奨される方法です）、
動的ルーティング・ゲートウェイを使用して、セカンダリ中間層ホストのプライベートIPからプライマリDBへの着
信接続要求を許可します。 
これが必要なのは、セットアップとライフサイクル操作においてのみです。中間層からリモート・データベースへの
リージョンを横断した通信は、ランタイムには使用されません。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。 

b) WLS for OCI DR utils zipからスクリプトfmw_dr_setup_standby.shをダウンロードし、すべてのセカンダリ中間層
ホストにアップロードします。 

c) すべてのセカンダリ中間層ホストで、セカンダリWebLogicサーバー（管理サーバーと管理対象サーバー）とノード・
マネージャを停止します。 

d) プライマリDBに接続し、次のようにスタンバイ・データベースをフィジカル・スタンバイに変換します。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/wls-for-oci-dr-utils.zip
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./fmw_dr_setup_standby.sh '10.0.2.2' '1521' 'PDB1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com' 'acme1234#' DBFS 

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 25 seconds ago) 

fmw_dr_setup_standby.sh （注：ユーザーに対して、すべての値を入力するよう促されます） 

./fmw_dr_setup_standby.sh '10.0.2.2' '1521' 'PDB1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com' 'acme1234#' RSYNC 

 

 

ステータスを確認し、“SUCCESS”と表示されるまで待ちます。例： 

e) 最初のセカンダリ・ノードでoracleユーザーとしてスクリプトfmw_dr_setup_standby.shを実行します。このスク
リプトには、複数の入力パラメータが必要です。対話モードで実行することも、非対話モードで実行することもで
きます。実行する前に、スクリプトを開いて手順に目を通してください。プライマリDB情報をこのスクリプトで指
定する必要があります。 
対話形式を使用する場合： 

非対話形式を使用する場合： 
 

コマンド説明： 
A_DB_IP： プライマリ・データベースのIPアドレス。内部IP経由でサイト間通信が可能な場合（推奨

される方法である動的ルーティング・ゲートウェイを使用している場合）は、プライ
ベートIPアドレスを指定します。そうでない場合は、プライマリ・データベースのパブ
リックIPを指定します。 

A_PORT： プライマリ・データベースのリスナー・ポート。PDB_SERVICE_PRIMARY：プライマリ
PDBサービス名。 

SYS_DB_PASSWORD： プライマリ・データベースのsysパスワード。 
DR_METHOD： WLSドメイン構成のレプリケ 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。 
 
DBFSベースの方法を使用する場合の実行例： 

FSS/rsyncの方法を使用する場合の実行例： 

DBFS DRの方法では、このスクリプトによって、データベースがスナップショット・スタンバイ・モードに変換さ
れるため、次の手順でセカンダリ・サーバーを検証できます。 
RSYNC DRの方法では、このスクリプトによってDBロールの変換は行われません。スタンバイ・サイトでWLSプロ
セスを起動して検証する場合は、次に進む前に、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 
手動で変換する必要があります。 

 
注：データベースがOracle RACデータベースの場合の具体的な手順については、付録Aの「Oracle RACシナリオでのDRセットアッ
プ・スクリプトの実行」を参照してください。 
 
注：このスクリプトは、デフォルトではデータソースopss-datasource.xmlを検索します。このスクリプトは、このデータソースを
参照として使用し、DB接続文字列、データベース・ホスト名、PDBサービスなどのデータベース関連情報を収集します。WLS for 
OCI環境がJRFが有効なドメインではなく、opss-datasource.xmlが存在しない場合は、スクリプトはメッセージを出して実行を停止
します。その場合は、fmw_dr_setup_standby.shスクリプトを編集して、定義済みの変数DATASOURCE_NAMEで既存のデータソー
ス構成ファイル名を付けることができます。 

 
f) このノードでノード・マネージャを起動します。以下は、ノード・マネージャの起動例です。 

fmw_dr_setup_standby.sh <A_DB_IP> <A_PORT> <PDB_SERVICE_PRIMARY> <SYS_DB_PASSWORD> <DR_METHOD> 
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[oracle@wlsociprefix-wls-0 ~]$ cd $MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/common/bin 
[oracle@wlsociprefix-wls-0 ~]$./wlst.sh 
wlst> nmConnect 
(weblogic','passwd','<admin_host_name>','5556','<domain_name>','/u01/data/domains/<domain_name>','SSL') 
wlst> nmStart('<admin_server_name>') 

 

 

 
g) ノードで実行されるWebLogicサーバー（これが管理サーバー・モードの場合は管理サーバー、次にノードの管理対

象サーバー）を起動します。 
以下は、WLSTを使用した管理サーバーの起動例です。 

続いて、WLS管理コンソールにアクセスして（「Environments」→「Servers」→「Control」）、そのノードの管
理対象サーバーを起動できます。 

h) サーバーがRUNNINGのステータスで起動されていることを確認し、サンプル・アプリのURLと管理コンソールを確
認します。 

i) “d)”（データベースのフィジカル・スタンバイへの変換）から”h)”（確認）の手順を繰り返して、セカンダリ・クラ
スタを構成する残りのすべての中間層ノードでスクリプトを実行します。 

完了したら、セカンダリ・ドメインの管理サーバーと管理対象サーバーを停止し、スタンバイ・データベースを変換して
フィジカル・スタンバイに戻すことを推奨しています。これで、セカンダリ・サイトはDRの準備が整いました。 

10. IDCS認証の使用時にDR構成を完了する 
WLS for OCIシステムのIDCS認証を有効にした場合、DR構成を完了するには追加の手順が必要です。認証データの一貫性を保
つために、プライマリとスタンバイの両方が同じIDCSサービスを使用する必要があります。 

 
注：このドキュメントでは、DRイベントのコンテキストでWLS for OCIにIDCS認証を使用することによる影響について説明します。
ただし、IDCS自体の障害からの保護は本書の対象外です7。 

 

概要は次のとおりです。“Oracle IDCSを使用した認証の有効化”をチェックしてWLS for OCIシステムをプロビジョニングする
と、以下が適用されます。 

- 前提条件として、事前に機密アプリケーションを手動で作成する必要があります。この詳細は、「Oracle WebLogic 
Server for Oracle Cloud Infrastructureを使用する前に」の「機密アプリケーションの作成」セクションにあるWLS 
for OCIのドキュメントを参照してください。 
この機密アプリケーションのクライアントID/シークレットIDは、プロビジョニング画面で顧客によって提供されま
す。これはプロビジョニング時に必要となりますが、WLS for OCIシステムの作成が完了したら使用されることはあ
りません。 

- 機密アプリケーションは、WLS for OCI Serviceのプロビジョニング時にIDCSに自動的に作成されます。 
このアプリケーションは、WebLogicドメインの作成時にWebLogicへの認証プロバイダとして追加されます。アプリ
ケーション名は、service_name + _confidential_idcs_app_ + timestampを使用して構築されます。 

- エンタープライズ・アプリケーションは、WLS for OCI Serviceのプロビジョニング時にIDCSに自動的に作成され
ます。 
このアプリケーションには、リソースを保護するためのWeb層ポリシーが（リソースおよび認証ポリシーの形式で）
含まれます。アプリケーション名は、service_name + _enterprise_idcs_app_ + timestampを使用して構築されます。 

- アプリケーション・ゲートウェイは、WLS for OCI Serviceのプロビジョニング時にIDCSに自動的に作成されます。 
これは、アプリケーション・ゲートウェイとエンタープライズ・アプリケーションを接続するために使用されます。 
このアーティファクトのクライアントIDおよびクライアント・シークレットは、インスタンスの各VMで実行される
アプリケーション・ゲートウェイのDockerイメージで構成されます。アプリケーション・ゲートウェイ名は、
service_name + _gateway_ + timestampを使用して構築されます。 

 

 
 

7 IDCSサポートに問い合わせてご自身の地域でのIDCSディザスタ・リカバリ・ソリューションの提供状況を確認し、IDCS自体を障害から保護する方法の詳細を
入手してください。 

[oracle@wlsociprefix-wls-0 ~]$ cd $DOMAIN_HOME/bin 
[oracle@wlsociprefix-wls-0 bin]$ nohup ./startNodeManager.sh > $DOMAIN_HOME/nodemanager/nodemanager.out 2>&1  
& 

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/you-begin-oracle-weblogic-cloud.html#GUID-7B0E4E2B-7EF4-4041-BBF5-1C83EC9C49AD
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/you-begin-oracle-weblogic-cloud.html#GUID-7B0E4E2B-7EF4-4041-BBF5-1C83EC9C49AD
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/you-begin-oracle-weblogic-cloud.html#GUID-807D5863-04A3-47A3-8D65-443B859B80FD
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これによると、プライマリおよびセカンダリのWLS for OCIシステムがプロビジョニングされると、以下のアーティファクト
がIDCSに存在することになります。 

- 事前に必要な機密アプリケーション。プライマリおよびスタンバイのプロビジョニングに同じものを使用できます。 
プロビジョニング時に使用されますが、それ以降は使用されません。 

 
- プライマリWLS for OCIシステムの機密アプリケーション、エンタープライズ・アプリケーション、アプリケーショ

ン・ゲートウェイ。 
例： 
wlsmkpl7_confidential_idcs_app_2020-09-17T10:53:28.031194  
wlsmkpl7_enterprise_idcs_app_2020-09-17T10:53:28.031194  
wlsmkpl7_app_gateway_2020-09-17T10:53:28.031194 

 
- セカンダリWLS for OCIシステムの機密アプリケーション、エンタープライズ・アプリケーション、アプリケーショ

ン・ゲートウェイ。 
例： 
wlsmkpl7_confidential_idcs_app_2020-09-18T11:55:44.241334  
wlsmkpl7_enterprise_idcs_app_2020-09-18T11:55:44.241334  
wlsmkpl7_app_gateway_2020-09-18T11:55:44.241334 

 
注：名前はリソース名接頭辞から作られるため、プライマリとスタンバイで名前が似通っていますが、タイムスタンプは異なります。
セカンダリはプライマリの後に作成されるため、セカンダリ・アーティファクトのタイムスタンプの方が後になります。 

 

このドキュメントでは、プライマリで使用されるのと同じIDCSサービスを使用するようにセカンダリWLS for OCIシステムを
再配線して、プライマリとセカンダリのID情報を一致させる方法を説明しています。このため、セカンダリ・ドメインでは、
プライマリと同じ機密アプリケーション、エンタープライズ・アプリケーション、およびアプリケーション・ゲートウェイ
を使用する必要があります。次の手順を実行してDRをセットアップします 

a) セカンダリWebLogicドメインでプライマリ機密アプリケーションを構成する 
機密アプリケーションは、WebLogicドメインの作成時にWebLogicへの認証プロバイダとして追加されます。プライ
マリ・ドメイン構成はセカンダリにレプリケートされているため、セカンダリWebLogicドメインでのDRセットアッ
プの実行後、セカンダリ・ドメインはプライマリ機密アプリケーションですでに構成されています。 

 
プライマリ機密アプリケーションがセカンダリで使用されることを検証するには、以下を実行します。 

o IDCSコンソールにログインします。 
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<sec:authentication-provider xmlns:idcs="http://xmlns.oracle.com/weblogic/security/idcs" xsi:type="idcs:oracle- 
identity-cloud-integratorType"> 
<sec:name>IDCSIntegrator</sec:name> 

.. 
<idcs:tenant>idcs-5e890de598888888888d70064c5e00718</idcs:tenant> 
<idcs:client-tenant>idcs-5e890de598888888888d70064c5e00718</idcs:client-tenant> 
<idcs:client-id>87b58e51a4744f95897a2fd72ae5c 987</idcs:client-id> 

 

 

IDCSコンソールのリンクにアクセスするには、「OCI Console」→「Identity」→「Federation」の順に 
移動します。 
次に、アイデンティティ・プロバイダをクリックす ると、Oracle Identity Cloud Service Consoleが
Identity Provider情報に表示されます。例： 
https://idcs-5e890de598888888888d70064c5e00718.identity.oraclecloud.com/ui/v1/adminconsole 

o 「Applications」に進み、プライマリ機密アプリケーション名を特定します。 
機密アプリケーションの名前は、service_name + _confidential_idcs_app_ + timestampです 
例：wlsmkpl7_confidential_idcs_app_2020-09-17T10:53:28.031194 

 
注：セカンダリではなく、プライマリ用に作成した機密アプリケーションを特定してください。名前は似ていますが、プライマリ用
の機密アプリケーションのタイムスタンプの方が先になります。 

 
o そのアプリケーションをクリックして、「Configuration」→「General Information」の順に移動します。 
o クライアントIDを特定します。例：87b58e51a4744f95897a2fd72ae5c987 
o SSHを使用してセカンダリ・ドメインの管理ノードにログインし、以下のファイルのコンテンツを表示します 

<DOMAIN_HOME>/config/config.xml 
o IDCSIntegratorを見つけ、クライアントIDがプライマリ機密アプリケーションのものと同じであることを 

確認します。例： 

 
セカンダリ機密アプリケーションにアクセスしないようにするには、以下のようにセカンダリ機密アプリケーショ
ンを非アクティブ化します： 

o IDCSコンソールにログインします。例： https://idcs- 
5e890de598888888888d70064c5e00718.identity.oraclecloud.com/ui/v1/adminconsole 

o 「Applications」に進み、セカンダリ機密アプリケーションを特定します。 
機密アプリケーションの名前は、service_name + _confidential_idcs_app_ + timestampです 
例：wlsmkpl7_confidential_idcs_app_2020-09-18T11:55:44.241334 

o 「Deactivate」をクリックしてこれを非アクティブ化します。 
 

注：プライマリではなく、セカンダリの機密アプリケーションを非アクティブ化してください。名前は似ていますが、セカンダリの
機密アプリケーションのタイムスタンプの方が後になります。誤ってプライマリ機密アプリケーションを非アクティブ化してしまっ
た場合は、再度アクティブ化することができます。 
 

b) セカンダリWebLogicドメインでプライマリ・エンタープライズ・アプリケーションとアプリケーション・ゲート
ウェイを構成する 
アプリケーション・ゲートウェイは、それぞれのWebLogicノードで実行されるクラウド・アプリケーション・ 
ゲートウェイで構成されます。この時点では、セカンダリ・ドメインで実行されるセカンダリ・クラウド・アプリ
ケーション・ゲートウェイは、セカンダリ・エンタープライズ・アプリケーションとセカンダリ・アプリケーショ
ン・ゲートウェイを参照します。プライマリと同じアーティファクトを参照するようにするには、以下の手順を実
行します。 

o プライマリ・アプリケーション・ゲートウェイのクライアントIDとクライアント・シークレットを特定し
ます。 
これには、IDCSコンソールにログインして「Security」→「App Gateway」に移動し、プライマリ・アプリ
ケーション・ゲートウェイをクリックします。アプリケーション・ゲートウェイ・アプリケーションの 
名前は、service_name + _app_gateway_ + timestampです。 
例：wlsmkpl7_app_gateway_2020-09-17T10:53:28.031194 

 
注：セカンダリではなく、プライマリ・アプリケーション・ゲートウェイを特定してください。名前は似ていますが、プライマリ用
の機密アプリケーションのタイムスタンプの方が先になります。 

o クライアントIDとクライアント・シークレットをメモします。例： 
Client ID: 28dabe1c9de4410dab27b6e4febb2bfa 
Client Secret: f1f9589c-ee71-4a73-ae2b-f66ef7bbd6a5 

o SSHにログインして、セカンダリWLS for OCIドメインにある管理ノードに進みます。 

http://xmlns.oracle.com/weblogic/security/idcs
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CG_APP_NAME=<client_id> 
CG_APP_SECRET=<client_secret> 

CG_APP_TENANT=<primary_idcs_tenant> 
# IDCSのインスタンスへアクセスするにはURLが必要です。
IDCS_INSTANCE_URL=https://<primary_idcs_tenant>.identity.oraclecloud.com:443 

sudo /opt/scripts/idcs/create_idcs_cloudgate_cwallet.sh 
sudo chown opc:opc /u01/data/cloudgate_config/cwallet.sso 
sudo chmod 775 /u01/data/cloudgate_config/cwallet .sso 

 

 

o アプリケーション・ゲートウェイのDockerコンテナを停止し、opcとしてログインして以下を実行します。 

 sudo docker stop appgateway  

o 既存のcwalletファイル/u01/data/cloudgate_config/cwallet.ssoのバックアップを取ります。 

 cp  /u01/data/cloudgate_config/cwallet.sso  /u01/data/cloudgate_config/cwallet.sso.bak  

o /u01/data/cloudgate_config/appgateway-envのファイルに次の行を追加します。 

<client_id>と<client_secret>には、プライマリ・アプリケーション・ゲートウェイの値が入ります。 
 

o プライマリをプロビジョニングするために使用されたIDCSテナントが、セカンダリをプロビジョニングす
るために使用されたIDCSテナントと異なる場合（大陸間DRの場合など）は、プライマリと同じIDCSを以下
の場所に設定する必要があります。 
ファイル/u01/data/cloudgate_config/appgateway-envでは、以下のプロパティで使用します。 

ファイルcloudgate.configでは、以下のプロパティで使用します。 

<primary_idcs_tenant>"のサンプル値は、“idcs-82507b399af654467dccf94029c895ab0”です。 
o ウォレットを再生成し、権限とモードを変更します。 

o アプリケーション・ゲートウェイに含まれるDockerを再起動します。 

 sudo docker start appgateway  

（プライマリ・エンタープライズ・アプリケーションを使用する）プライマリ・アプリケーション・ゲー
トウェイを参照するようになりました。 

o 最後に、バックアップ・ファイルがある場合はそれを削除できます。 

 sudo  rm /u01/data/cloudgate_config/cwallet.sso.bak  

o 残りのセカンダリ・ノードで同じ操作を繰り返します。 
 

セカンダリ・エンタープライズ・アプリケーションまたはセカンダリ・アプリケーション・ゲートウェイにアクセ
スできないようにするには、以下のようにそれらを非アクティブ化します。 

o IDCSコンソールにログインします。たとえば次のとおりです。 
https://idcs-5e890de598888888888d70064c5e00718.identity.oraclecloud.com/ui/v1/adminconsole 

o 「Applications」に進み、セカンダリ・エンタープライズ・アプリケーションを特定します。 
例：wlsmkpl7_enterprise_idcs_app_2020-09-11T11:55:44.241334 

o 「Deactivate」をクリックしてこれを非アクティブ化します。 
o 次に、IDCSコンソールで「Security」→「App Gateway」の順に移動し、セカンダリ・アプリケーション・

ゲートウェイを特定します。例：wlsmkpl7_app_gateway_2020-09-187T11:55:44.241334 
o これを非アクティブ化します。 

 
注：プライマリではなく、セカンダリ・エンタープライズ・アプリケーションおよびセカンダリ・アプリケーション・ゲートウェイ
を非アクティブ化してください。名前は似ていますが、セカンダリのタイムスタンプの方が後になります。 

 
c) IPではなくフロントエンド名でエンタープライズ・アプリケーションを構成する 

デフォルトでは、エンタープライズ・アプリケーションはプライマリIPを使用して“Application URL”として構成さ
れています。 

"bootstrap": { 
"externalIdUrl": "https:// <primary_idcs_tenant>.identity.oraclecloud.com:443", 
…. 
"tenantName": "<primary_idcs_tenant>", 
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まだ構成していない場合は、エンタープライズ・アプリケーションにフロントエンド名を構成します。 
o IDCSコンソールにログインします。たとえば次のとおりです。 

https://idcs-5e890de598888888888d70064c5e00718.identity.oraclecloud.com/ui/v1/adminconsole 
o 「Applications」に進み、プライマリ・エンタープライズ・アプリケーションを特定します。 

例：wlsmkpl7_enterprise_idcs_app_2020-09-11T11:55:44.241334 
o アプリケーションをクリックし、“Application URL”を編集してフロントエンド名を設定します。 

 
 

d) IDCSに保護されたURLをセカンダリ・ロケーションで確認する 
IDCSによって保護されたセカンダリURLが、セカンダリ・ロケーションで正しく機能していることを確認します。 
この確認を実行するには、セカンダリ・ロケーションへスイッチオーバーするか（「スイッチオーバー」で説明）、 
またはスタンバイ・データベースをスナップショットへ変換してセカンダリ・サーバーを起動します（「検証のた
めのセカンダリ・サイトのオープン」で説明）。 
それから、IDCSに保護されたセカンダリのサンプル・アプリケーションにアクセスして、想定どおりに機能してい
ることを確認します。https://<secondary_frontend_ip>/ protected/idcs-sample-app/ 
例： 
https://222.222.222.222/protected/idcs-sample-app/ 
IDCSログイン・ページにリダイレクトされたところで適切な資格証明を入力すると、IDCSサンプル・アプリケー
ション・ページが表示されます。 

https://222.222.222.222/__protected/idcs-sample-app/
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11. 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（次のページ以降の「スイッチオーバー」を参照）か、またはセカンダリ・
サイトを検証用にオープンします（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）。 
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ライフサイクル手順 

構成変更のレプリケーション 
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。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
ンで同じ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) ドメイン構成が変更される頻度が低い場合は、あらかじめセカンダリ・データベースをスナップショットに変換し、
管理サーバーを起動することにより、構成変更を手動で2回（構成本番で1回、スタンバイで1回）簡単に適用するこ
とをお奨めします。 

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）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@drdbwlmp1a]$dgmgrlsys/your_sys_password@primary_db_unqna
m eDGMGRL> CONVERT DATABASE secondary_db_unqname to SNAPSHOT 
STANDBY; 
Converting database " secondary_db_unqname" to a Snapshot Standby 
database, please wait... 
Database " secondary_db_unqname" converted successfully 

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） 

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。 

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@drdbwlmp1a ~]$dgmgrl 
sys/your_sys_password@primary_db_unqname 
DGMGRL> CONVERT DATABASE secondary_db_unqname to PHYSICAL 
STANDBY; 
Converting database " secondary_db_unqname" to a Physical Standby 
database, please wait... 
Oracle Clusterware is restarting database "ORCL" ...Continuing to convert 
database " secondary_db_unqname" ...Database " 
secondary_db_unqname" converted successfully 
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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
（config_replica.sh）を使用してこのプロセスを自動化できます。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、「DBFSマウントを構成する」の手順で作成されたDBFSファイル・システムがアシス
タンス・ファイル・システムとして使用され、そこにプライマリ・サイトのドメイン構成のコピーが格納
されます。このファイル・システムにある情報は、Data Guardを介してスタンバイ・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。 

 
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）。 

 

また、本書の設計では、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。各サイト
に構成をコピーした後で、構成を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。 

• Oracle DBFSにコピーされるファイルは、データベースに格納されるため、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）。 

 

図10：DBFSベースの方法を使用した、WebLogicドメイン構成のスタンバイWebLogicクラウドへのレプリケート 

 
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。 
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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。顧客は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。 

• 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11：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、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. WLS for OCI DR utils zipからconfig_replica.shスクリプトをプライマリWebLogic管理ホストとセカンダリ

WebLogic管理ホストにダウンロード/コピーします。 
 

3. 最初にプライマリ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）。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/wls-for-oci-dr-utils.zip
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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。 
  

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。 
 
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、プライマリとセカンダリの
WebLogic管理ホスト間で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： 

 ./config_replica.sh DBFS  

FSS/rsyncの方法での実行例： 
 ./config_replica.sh 'RSYNC' '10.1.2.43'  '/u01/install/MyKeyWithoutPassPhrase.ppk  

 
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、セカンダリ中間層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。
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接続文字列など）。 

 
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。そのためには、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。完全なスイッチオーバーを実行せずにスタンバイを検証する方法について詳しく
は、「検証のためのセカンダリ・サイトのオープン」を参照してください。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。 
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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。 

 
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、con fig_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推奨します。これにより、 
構成のレプリケーション用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リストにスクリプトを追加して、定期的に
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。 

• 同期を行うと、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が追加発生する可能性があり
ます。つまり、cronジョブをそれぞれ30分間隔で実行するように設定すると、プライマリ・ロケーション
とセカンダリ・ロケーションで処理時間枠が重複している場合は、変更が有効になるまで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、config_replica.sh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を短縮することもでき
ます。この操作の詳細と利点については、「付録B」を参照してください）。 

Oracle WLS for OCI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、「構成変更のレプリケーション」
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_unqname 
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12：スイッチオーバー後のWebLogic for OCIのディザスタ・リカバリ・システム（DBFS ベースの方法） 

図13：スイッチオーバー後のWebLogic for OCIのディザスタ・リカバリ・システム（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 - Enterprise 
Manager 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）。 

Oracle WLS for OCI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DB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。 

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中は、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。カスタム永続ストアを作成する場合は、必ずJDBC永続ストアとして作成してください。
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経由でセカンダリ・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・システム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・システム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、検証のためのセカンダリ・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。
これにより、構成のレプリケーション用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。 

その他のベスト・プラクティスの詳細については、「付録E – その他のベスト・プラクティス」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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結論 
Oracle WLS for OCI構成でのディザスタ・リカバリは、本番データベースと、Oracle Data Guardによって同期されるスタンバ
イ・データベースで構成されます。独立した中間層構成を2つ作成し、それぞれ独自のローカル・データベースを参照するこ
とで、データセンター間でのファイル同期の必要性を最小限に抑えます。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、同時に最大限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。 
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付録A – Oracle RAC DBシステムに関する考慮事項 
WebLogic Serverで使用されるDBシステムがOracle Real Application Cluster（Oracle RAC）DBシステムの場合、このドキュ
メントで説明するようにディザスタ・リカバリを構成できます。その際、以下を考慮する必要があります。 

 

Oracle RACを使用する場合のOracle WLS for OCIエディションについて 
このドキュメントは、Oracle RAC DBシステムを使用している場合を除き、Oracle WebLogic SuitとOracle WebLogic Server 
Enterprise Editionに適用されます。Oracle RAC DBシステムを使用している場合、このドキュメントはOracle WebLogic 
Suiteのみに適用されます。このエディションのみが、GridLinkデータソースを使用するためです。Oracle RACを使用する場
合は、GridLinkデータソースを使用するのがMAAベスト・プラクティスです。 

 

Oracle RAC DBシステムを使用する場合のネットワークに関する考慮事項 
Single Client Access Name（SCAN）は、Oracle Real Application Clusters環境で使用される機能です。SCANを使用すると、
クラスタ内で実行中のOracle Databaseにアクセスする際に、クライアントは単一の名前を使用できます。SCANアドレスは、
SCANに割り当てられたすべてのアドレス（通常は3つのIPアドレス）に解決するように構成された、完全修飾ドメイン名です。
SCANリスナーはクラスタ内のあらゆるノードで実行できます。SCANを使用すると、データベースはロケーションに依存し
なくなるため、クライアント構成は、どのノードが特定のデータベースを実行しているかに依存する必要がなくなります。
接続がSCANリスナーに対して確立されると、その接続は、各データベース・ノードで実行され仮想IP（VIP）でリスニング
するデータベース・リスナーの1つにリダイレクトされます。データベース・クライアントからOracle RACデータベース・イ
ンスタンスへの接続は、通常は次のように試行されます。 

• データベース・クライアントがSCANに接続し、有効なサービス名を提供します。 
• 次にSCANリスナーは、どのデータベース・インスタンスがこのサービスをホストし、クライアントをローカル・リ

スナー、またはそれぞれのノードのノード・リスナーにルーティングするかを決定します。 
• ノードVIPと所定のポートでリスニングするノード・リスナーは、接続リクエストを取得し、クライアントをローカ

ル・ノードのインスタンスに接続します。 

OCIデータソースのOracle WebLogic Server Suiteは、Oracle RAC DBシステムを使用してプロビジョニングされているときは
（これはベスト・プラクティスです）、SCANリスナーを指すように自動的に構成されます。 
OCIでのWebLogicのDRセットアップ中は、各中間層がリモートOracle RAC DBシステムに接続できなければなりません。  
この通信は、config_replica.shスクリプトを使用した構成のレプリケーションでも使用されますが（DBFSの方法のみ）、 
ランタイムには決して使用されません。各中間層ホストからリモートOracle RAC SCAN IP、VIP、ポート1521のホストIPへの
通信が許可されるように、必要なネットワーク・ルールを確実に定義してください。 

 
注：動的ルーティング・ゲートウェイでは、リモート・ネットワークにある名前に対してDNS解決は提供されません。リモート
Oracle RAC DBシステムを指すように各中間層で作成されたtnsnames.oraエイリアスは、SCANアドレス名ではなく、IPアドレスを使
用します。 
 

Oracle RAC DBシステムのData Guard構成 
Oracle RACのData Guardは、「オプション1）OCIコンソールを使用したData Guardの構成」で示すようにOCIコンソールを
使用して構成でき、これが推奨のアプローチです。 

お 使 い の Oracle RAC デ ー タ ベ ー ス で 、 Data Guard が OCI コ ン ソ ー ル を 使 用 し て 自 動 的 に 構 成 さ れ な い 場 合 は 、
RAC_DG_setup_scripts.zip内のスクリプトを代わりに使用して、Oracle RAC DBシステムでData Guardを構成することもでき
ます（これらのスクリプトは、単一インスタンスDBでDGを手動構成するためのスクリプトとは異なります）。ダウンロード
してREADME.txtの指示に従ってください。これらのスクリプトでは、2つのOCI Oracle RAC DBシステム間でData Guardを構
成するための、『Creating a Physical Standby using RMAN Duplicate (RAC or Non-RAC)(Doc ID 1617946.1)』で説明する手順
を自動化しています。 

 

CRSデータベース・サービスの作成と使用 
OCIにおけるOracle WebLogic Server Suiteは、お使いのOracle WebLogic ServerドメインでGridLinkデータソースをプロビジョニ
ングし、選択したOracle Databaseクラスタに接続します。GridLinkは、Oracle Databaseクラスタの全ノードで動的なロード
バランシングとフェイルオーバーを実現するほか、ノードが追加または削除された場合にクラスタから通知を受け取ります。 
これらの機能を完全に活用するために、Cluster Ready Services（CRS）とOracle Notification Service（ONS）に対応した
Oracle Databaseサービスを作成することが推奨されます。そのようなサービスによって、データベース・クラスタ内のリ
ソースのステータスが監視され、ステータスが変更された場合に通知が生成されます。 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/RAC-DG-setup-scripts.zip
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srvctl add service -db <PRIM_DB_UNIQUE_NAME> -service <NEW_SERVICE_NAME> -preferred 
<INSTANCE_NAME1>,<INSTANCE_NAME2> -pdb <PDB_NAME> -role "PRIMARY,SNAPSHOT_STANDBY,  
PHYSICAL_STANDBY" 

srvctl modify service -db <DB_UNIQUE_NAME> -service <NEW_SERVICE_NAME> -rlbgoal SERVICE_TIME -clbgoal SHORT -  
pdb <PDB_NAME> 

srvctl start service -db <DB_UNIQUE_NAME> -service <NEW_SERVICE_NAME> 

[oracle@priracnode1 ~]$ srvctl add service -db ORCL_lhr3jg -service mydbservice.mycompany.com -preferred 
ORCL1,ORCL2 -pdb pdb1 -role "PRIMARY,SNAPSHOT_STANDBY, PHYSICAL_STANDBY " 
[oracle priracnode1 ~]$ srvctl modify service -db ORCL_lhr3jg -service mydbservice.mycompany.com -rlbgoal 
SERVICE_TIME -clbgoal SHORT -pdb pdb1 
[oracle@priracnode1 ~]$ srvctl start service -db ORCL_lhr3jg -service mydbservice.mycompany.com  
[oracle@priracnode1 ~]$ srvctl config service -db ORCL_lhr3jg -service mydbservice.mycompany.com  
Service name: mydbservice.mycompany.com 
Server pool: 
Cardinality:2 
Service role:PRIMARY,SNAPSHOT_STANDBY, PHYSICAL_STANDBY 
Management policy:AUTOMATIC 
… 

Available instances: 

CSS critical: no 

srvctl add service -db <SECONDARY_DB_UNIQUE_NAME> -service <NEW_SERVICE_NAME> -preferred 
<INSTANCE_NAME1>,<INSTANCE_NAME2> -pdb <PDB_NAME> -role "PRIMARY,SNAPSHOT_STANDBY,  
PHYSICAL_STANDBY" 
srvctl modify service -db <DB_UNIQUE_NAME> -service <NEW_SERVICE_NAME> -rlbgoal SERVICE_TIME -clbgoal SHORT -  
pdb <PDB_NAME> 
srvctl start service -db <DB_UNIQUE_NAME> -service <NEW_SERVICE_NAME> 

 

 

注：プライマリ・ドメインとセカンダリ・ドメインでこれらの手順を実行してから、Oracle WLSのディザスタ・リカバリを構成
することが推奨されます。そうすることで、セットアップ・スクリプトによって実行されるDB接続文字列のURLの置換で、 
デフォルトのPDBサービスの代わりに、このサービス名が使用されます。 

 

e) プライマリOracle RACでOracle Databaseサービスを作成する。 
プライマリOracle RACのDBノードに接続し、oracleユーザーとして以下を実行して、サービスを追加、構成、起動
します。 

データベースがプライマリ、スナップショット、またはフィジカル・スタンバイ・ロールのときにサービスが自動的
に起動されるようにするために、サービスの作成時に、“-role”パラメータに3つのロールを指定することが重要です。 

例： 

 
f) セカンダリOracle RACデータベースで同じOracle Databaseサービスを作成する。 

セカンダリOracle RACのDBノードに接続し、oracleユーザーとして以下を実行します。 

例： 

 

[oracle@secracnode ~]$ srvctl add service -db ORCL_fra3vb -service mydbservice.mycompany.com -preferred  
ORCL1,ORCL2 -pdb pdb1 -role "PRIMARY,SNAPSHOT_STANDBY" 
[oracle@secracnode1~]$ srvctl start service -db ORCL_fra3vb -service mydbservice.mycompany.com  
[oracle@secracnode1~]$ srvctl config service -db ORCL_fra3vb -service mydbservice.mycompany.com  
Service name: mydbservice.mycompany.com 
Server pool: 
Cardinality:2 
Service role:PRIMARY,SNAPSHOT_STANDBY, PHYSICAL_STANDBY 
Management policy:AUTOMATIC 
DTP transaction: false 
… 
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jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(LOAD_BALANCE=ON)(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST 
=db-scan-address)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=mydbservice.mycompany.com))) 

./dbfs_dr_setup_root.sh drdbrac2a-scan.subnetlon1.myvcnlon.oraclevcn.com 1521 mypdbservice.mycompany.com acme1234 
/u01/install/V982064-01.zip 

 

 

g) データソースとブート・ファイルで接続文字列を更新する。 
データソースとjpsブート・ファイルは、PDBのデフォルトのサービス名ではなく、この新しいサービス名を指す必
要があります。 

o デ ー タ ソ ー ス を 更 新 する に は 、 WLS コ ン ソ ール に 接 続 し 、 「 Domain structure 」→ 「 Services 」→
「Datasources」の順に移動します。 
「datasource」→「Configuration」→「Connection Pool」→「URL」を順にクリックします。 
JDBC URL内のSERVICE_NAMEの値を新しいデータベース・サービス名に置き換えます。JDBC URLの例を
以下に示します。 

保存して変更を適用します。 
 

o WebLogic Serverドメイン・ファイルのブート・データベースURLを更新します。jps構成ファイルでも、
サービス名を更新する必要があります。 
ドメイン構成内で、ディレクトリconfig/fmwconfigに移動します。ファイルjps-config.xmlを編集します。 
ファイル内で次の行を見つけます。 
<property name="jdbc.url" value="JDBC_URL"/> 更新されたJDBC URLで値を置き換えます。変更を保存し
ます。ファイルjps-config-jse.xmlを編集します。 
ファイル内で次の行を見つけます。 
<property name="jdbc.url" value="JDBC_URL"/> 
更新されたJDBC URLで値を置き換え、変更を保存します。 

o これらの変更を有効にするには、ドメイン全体の（管理サーバーを含む）の再起動が必要です。 
 

ディザスタ・リカバリのセットアップを実行する前に、セカンダリ・ドメインでも同じ手順を実行することが推奨
されます。 

 
注：代わりに、各ドメインの管理サーバーで次のようにupdateDBServiceName.sh（WLS for OCI DR utils zip内にあります）スクリ
プトを実行すると、簡単にこの変更を行うことができます。このスクリプトにより、データソースとjpsファイルで接続文字列の
サービス名が変更されます。 
./updateDBServiceName.sh <previous_pdb_service> <new_pdb_service> プライマリ・ドメインでの例： 
./updateDBServiceName.sh PDB1.subnetlon3.myvcnvcnlon.oraclevcn.com mydbservice.mycompany.com セカンダリ・ドメインで
の例： 
./updateDBServiceName.sh PDB1.subnetfra3.myvcnfra.oraclevcn.com mydbservice.mycompany.com 

 

Oracle RACシナリオでのdbfs_dr_setup_root.shの実行 
Oracle RACシナリオでdbfs_dr_setup_root.shスクリプトを実行する場合、ローカルOracle RACのSCANアドレス名を使用
します。つまり、プライマリ中間層ノードで実行する場合はプライマリのOracle RAC SCANアドレス、セカンダリ中間層
ノードで実行する場合はセカンダリのOracle RAC SCANアドレスを使用します。これにより、Oracle DBFSがデータベー
ス接続に使用するtnsnames.oraエイリアスでSCANアドレスが使用されます。 
以前作成したDBサービス名を指定することもできます。Oracle DBFSがデフォルトのPDBサービスではなく、作成済み
のCRSサービスに接続されるようになります。これが推奨される方法です。 

Oracle RACシナリオでの実行例： 

 

Oracle RACシナリオでのDRセットアップ・スクリプトの実行 
fmw_dr_setup_standby.shスクリプトでは、入力パラメータとして、プライマリ・データベースについてのいくつかの情報
を指定する必要があります。このスクリプトをOracle RACシナリオで実行する場合、プライマリのSCAN IPの1つを指定する
必要があります。このスクリプトは、後でデータベースから完全な接続文字列を収集し、その後の接続でその文字列を使用
します。 
デフォルトのPDBサービスの代わりに、クラスタウェア・データベースのサービス名を指定することもできます。そうする
ことで、DRセットアップではそのサービスを使用してPDBに接続されるようになります。以前作成したデータベース・サー
ビス名をDBFS DRセットアップ・スクリプトで指定する場合、一貫性を保つために、DRセットアップ・スクリプトの実行時
にもそのサービス名を指定する必要があります。 
Oracle RACシナリオでの実行例： 

http://www.oracle.com/a/tech/docs/wls-for-oci-dr-utils.zip
http://www.oracle.com/a/tech/docs/wls-for-oci-dr-utils.zip


48 ホワイト・ペーパー | Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructureのディザスタ・リカバリ | バージョン8  
 Copyright © 2021, Oracle and/or its affiliates | 公開 

 

  

 

 
 ./fmw_dr_setup_standby.sh '10.0.2.34' '1521' 'mypdbservice.mycompany.com' ‘acme1234' DBFS  

ここで、'10.0.2.34’はプライマリOracle RACのSCAN IPの1つであり、'mydbservice.mycompany.com’はOracle RACデータベー
スで作成されたCRSサービスです。 

 

その他のベスト・プラクティスの適用 
ディザスタ・リカバリのセットアップを問わず、WebLogic Serverデータソース構成には、Oracle RACデータベースに接続す
る場合に推奨されるベスト・プラクティスが他にも存在します。以下のプラクティスは任意の時点で適用できます。 

• AUTO-ONSの使用 
Oracle 12cデータベースを使用している場合、ONSリストがデータベースからドライバに自動的に提供されます。
データソース構成のONSノード・リストは空のままで構いません。 

• “Test Connections On Reserve” 
データソースで“Test Connections On Reserve”（予約テスト接続）が選択されていることを確認します。 
Oracle RACインスタンスが使用できなくなると、GridLinkデータソースはFANイベントを受信しますが、アプリケー
ションに戻された接続が確実に良好であるようにするために、データソースでTest Connections On Reserveを有効
にするのがベスト・プラクティスです。 

• “Seconds to Trust an Idle Pool Connection” 
テストの有効性を最大化するために、“Seconds to Trust an Idle Pool Connection”（アイドル・プール接続を信頼
する秒数）を0に設定して、接続が常に検証されるようにすることもできます。ゼロに設定すると、アプリケーショ
ンに戻されたすべての接続がテストされます。このパラメータが10に設定されている場合、前のテストの結果は 
10秒間有効であり、10秒経過する前に接続が再利用された場合も引き続き有効と見なされます。 

• “Test Frequency” 
データソースの“Test Frequency”（テスト頻度）パラメータが0でないことを確認します。 
これは、WebLogic Serverインスタンスが未使用の接続のテストを試行する間隔（秒数）です。通常はデフォルト値
の120で十分です。 
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付録B - Enterprise Manager Site Guardを使用したディザスタ・リカバリの管理 
Oracle Site Guardは、サイト全体のスイッチオーバーやフェイルオーバーを自動化できるようにするディザスタ・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、本書ですでに説明したように、Oracle WLS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。『Using Oracle Site Guard to manage Disaster Recovery for OCI 
PaaS Systems』での手順に従って、WebLogic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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RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO BACKED UP 1 TIMES TO 'SBT_TAPE' APPLIED ON ALL 
STANDBY; 

###################################################### 
# 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使用します 
# データベースがスタンバイ・ロールの状態では、バックアップは実行されません  
# 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にプライマリ・ロールが指定されている場合、不要なアーカイブ・ロブが削除されないようにするには、 

アーカイブ・ログの削除ポリシーがすべてのスタンバイに適用されるように構成します 
# 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C – 手動構成されたData GuardでのDBシステムのバックアップ 
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 Guard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。以下はあくまでも、 
全体バックアップを実行する例です。 

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・ログを作成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。 

# 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 

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、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構成は、ほとんどのデータベース障害シナリオに対して保護を提供します。言い換えると、 
ほとんどの場合、プライマリ・データベースで障害が発生すると、スタンバイにスイッチオーバーすることによって操作を再開でき
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。 
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・システムでDRを再構築するために、WLS for OCI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、「スタンバイDBシステム再作成後のWLS for OCI DRの再構築」の手
順に従ってください。 
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付録D – その他のライフサイクル操作 
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。この方法でセカンダリOracle WLSサーバーをスタンバイ・サイトで起動できるため、
セカンダリで検証を実行できます。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
タがセカンダリの検証によって影響を受けることはありません。 

 
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・サイトをオープン
する手順 

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DB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・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#','wlsociprefix-wls- 
0','5556','wlsociprefix_domain','/u01/data/domains/wlsociprefix_domain','SSL') 
wlst> nmStart('wlsociprefix_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）。 

3 検証 これはスイッチオーバーではなく、プライマリには依然としてプライマリ・ロール
があるため、フロントエンド名はプライマリを指します。したがって、すべてのア
クセスはプライマリにリダイレクトされます。 

セカンダリのOracle WLSシステム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
セカンダリのフロントエンドIPアドレスに解決されるように設定します。 

注：検証に使用されるクライアントがHTTPプロキシ経由でWLS for OCI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、フロントエン
ド名がプライマリIPに解決される可能性があるためです。 

 

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 クライアント内で更新された/etc/hostsを戻す クライアント内の/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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.. 
$ORACLE_HOME/bin/dbfs_client -o /u01/data/domains/<domain_name>/dbfs/wallet/ @PDB1 -o direct_io -o allow_other 
$MOUNT_PATH &>>dbfs.log & 
… 

$MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/mkstore -wrl /u01/data/domains/<domain_name>/dbfs/wallet -create 

$MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/mkstore -wrl /u01/data/domains/<domain_name>/dbfs/wallet - createCredential 
<tnsalias_for_pdb> dbfsuser <dbfsuser_password> 

 

 

DBFSウォレットの再作成方法 
注：これはDBFSベースの方法のみに適用されます。 

DRセットアップにおいてスクリプトdbfs_dr_setup_root.shを実行すると、DBFSマウントが作成され、中間層サーバーにマ
ウントされます。「DBFSマウントを構成する」で説明したように、これによりPDBにユーザーが作成され（ユーザー名は
dbfsuser）、ユーザー名とパスワードが格納されるウォレットがDOMAIN_HOME/dbfs/walletに作成されます。このウォレッ
トは、DBFSクライアントがデータベースに接続し、Oracle DBFSをマウントするために使用します。“dbfsuser”のパスワード
がデータベースで更新されている場合、ウォレットは新しいパスワードで再作成される必要があります。ウォレットは次の
手順で再作成できます。 

- DOMAIN_HOME/dbfsフォルダに移動します。 
- DBFSマウントでPDBへの接続に使用されているTNSエイリアスを特定します。通常はPDB名です。dbfsMount.shス

クリプトを確認し、dbfs_clientの行を見つけます。使用されているTNSエイリアスは”@”とともに表示されています。
例： 

- 次のように、古いウォレットをバックアップします。 

 

- 次のコマンドを実行して、Oracle Walletを生成します。 

ウォレットのパスワードを入力するよう促されます。 
 

- 次のコマンドを実行して、新しい資格証明をウォレットに追加します。この例では、dbfsuserがDBFSユーザー名
です。 

例： 

ウォレットのパスワードを入力するよう促されます。 
 

- ウォレットが新しいパスワードで更新されていることを確認するために、次のコマンドを入力します。 

 $MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/mkstore  -wrl  /u01/data/domains/<domain_name>/dbfs/wallet -listCredential  

次に、Oracle DBFSを再マウントします。 

- アンマウントします。 

 fusermount -u /u02/data/dbfs_root  

- 再マウントします。以下を使用できます。 

 $DOMAIN_HOME/dbfs/dbfsMount.sh  
 

すべての中間層ホスト、プライマリ、およびスタンバイでこの操作を繰り返す必要があります。フォルダ
$DOMAIN_HOME/dbfs/のコンテンツは、プライマリとスタンバイの間でレプリケートされません（されるべきではありません）。 

mv wallet wallet_bckup 

$MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/mkstore -wrl /u01/data/domains/<domain_name>/dbfs/wallet - createCredential 
PDB1 dbfsuser acme1234# 
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# 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LBRのIPを指しています  
111.111.111.111 mywebapp.mycompany.com 

 

 

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、物理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：セカンダリ管理サーバー・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、セカンダリ・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、セカンダリ・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。これを回避するには、少なくともセカンダリ管理サーバー・ホストを
起動したままの状態で維持し、他の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する必要があります。 

• RTOでの影響：セカンダリ中間層ホストが停止し、それらのホストを開始し、スイッチオーバーやフェイルオーバーの前に
プライマリの変更とセカンダリ・ドメインを同期する必要がある場合には、RTOが増加します。 

これらの影響を最小限に抑えるため、いくつかのセカンダリWLSのコンピュート・インスタンスを停止させる場合には、 
セカンダリ管理サーバー・ホストを起動したままの状態で維持し、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。 

 

DR環境でのスケール・アウト手順とスケール・イン手順 
WLS for OCIドキュメント「ドメインのスケーリング」に記載されている手順に従って、WLS for OCIシステムのスケール・ア
ウトおよびスケール・インを実行することができます。 
WLS for OCI DR環境でスケール・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。たとえば、2つのWLS for OCIシステムがある（プライマリとセカンダリ）、セカンダリのドメイン構成はプライマリ 
構成のコピーである（プライマリ・ホスト名をプライマリよりもリスニング・アドレスとして使用）、中間層の/etc/hostsで
エイリアスが必要、などです。スケール・アウト操作に追加される新しいノードには、デフォルトではその/etc/hostsファイ
ルのエイリアスが含まれないため、セカンダリ・ロケーションではスケール・アウト手順が失敗する可能性があります 
（新しいノードはWLS管理サーバーに接続できないため）。WLS for OCI DR環境のスケール・アウト時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 
WLS for OCI 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WLS for OCIシステムのスケール・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・サーバーに認識されていないWebLogicサーバー・ノードがセカンダリ・システ
ム構成に含まれる場合（セカンダリWLS for OCIにはスケール・アウトが実行されるまで同じノードは含まれませ
ん）、一部のアプリケーションの起動がセカンダリで失敗する場合があります。「プライマリとスタンバイの
ノード数が異なる場合」を参照してください。 

 
2.  ノード数を増加させて、プライマリ・スタックで「WebLogicサーバー・ノードの追加または削除」で説明してい

る手順に従います（この例では1ノードずつ増加させることを前提としています）。 
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、プライマリ・フロントエンドLBR IPを含むフロントエンドFQDNを追加します。
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： 

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/scale-domain.html#GUID-427B73BA-4AEA-49B2-BB73-AD46B3CBF2E9
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/scale-domain.html#GUID-7ED2217E-C918-4E74-99E9-547A117343D9
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wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com 
wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.com 

wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com 
wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com 

cd <DOMAIN_HOME>/config/ 
cp config.xml config.xml_backup_pre_scale-out 
sed -i 's/primary_midtier1_fqdn_name/secondary_midtier1_fqdn_name/g' config.xml  
sed -i 's/primary_midtier2_fqdn_name/secondary_midtier2_fqdn_name/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 mywebapp.mycompany.com 

 

 

 
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。 

b) セカンダリWLS for OCIシステムのスケール・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WLSホスト名を設定します。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.  プライマリ名ではなくセカンダリ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・サーバー名のエイリアスが/etc/hostsに含まれないためです。これには、 
次を実行します。 
- プライマリ中間層ホストのFQDN名を特定します（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wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.comで、その
ホスト名はwlsociprefix-wls-0です。 
プライマリ中間層2のFQDNはwlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnlon1ad2.wlsdrvcnlon1.oraclevcn.comで、その
ホスト名はwlsociprefix-wls-1です。 

- セカンダリ中間層ホストのFQDN名を特定します（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WLSホストで同じになるはずです。FQDNの値のみが異なります。 

- セカンダリ管理サーバー・ノードで、プライマリ・ホストのFQDNをセカンダリ・ホストのFQDNに置き換えます 
（<DOMAIN_HOME>/config/config.xmlファイル内）。 

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（ノード・マネージャをまだ起動していな
い場合は起動します）。 

4.  「WebLogicサーバー・ノードの追加または削除」で説明している手順に従って、セカンダリ・スタックでノード
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、仮想フロントエンド名および 

セカンダリ・フロントエンドIPを追加します。 

• 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。例： 

10.0.0.82 <prim_midtier1_fqdn> <prim_midtier1_shortname> <sec_midtier1_fqdn> <sec_midtier1_shortname> 
10.0.0.81 <prim_midtier2_fqdn> <prim_midtier2_shortname> <sec_midtier2_fqdn> <sec_midtier2_shortname> 

sed -i 's/ wlsociprefix-wls-0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com /wlsociprefix-wls- 
0.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com /g' config.xml 

sed -i 's/ wlsociprefix-wls-1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com /wlsociprefix-wls- 
1.wlsdrvcnfra1ad2.wlsdrvcnfra1.oraclevcn.com /g' config.xml 

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/scale-domain.html#GUID-7ED2217E-C918-4E74-99E9-547A117343D9
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cd <DOMAIN_HOME>/config/ 
cp config.xml config.xml_backup_post_scale-out 
sed -i 's/secondary_midtier1_fqdn_name/primary_midtier1_fqdn_name/g' config.xml 
sed -i 's/secondary_midtier2_fqdn_name/primary_midtier2_fqdn_name/g' config.xml 

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

 

 

 
• /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.  （IDCS認証を使用する場合のみ）新しく追加したノードで、このドキュメントのセクション10b（「セカンダリ

WebLogicドメインでプライマリ・エンタープライズ・アプリケーションとアプリケーション・ゲートウェイを構
成する」）で説明した手順を実行し、CloudGateエージェントがプライマリと同じアプリケーション・ゲート
ウェイ（およびエンタープライズ・アプリケーション）を参照するように設定します。DRセットアップ時に残り
のセカンダリ・ノードに対して実行したのと同様です。 

7.  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）。 
8.  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。 
9.  （オプション）ここで、同じ置換を他の方法で実行することによって、手順2で行った変更を元に戻して、リスニ

ング・アドレスのプライマリFQDN名を再設定できます。 

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： 

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： 

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。 

スケール・イン 
WLS for OCI DR環境のスケール・イン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WLS for OCIシステムのスケール・イン： 
1.  「WebLogicサーバー・ノードの追加または削除」で説明している手順に従って、プライマリ・スタックのサー

バー数を削減します。 
b) セカンダリWLS for OCI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・スタックで「WebLogicサーバー・ノードの追加または削除」で説明している手順に従います。 
5. 終了したら、セカンダリのプロセスを停止し、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。 
c) 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。 
d)  （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。 

プライマリとスタンバイに異なる数の管理対象サーバーがある場合 
オラクルでは、プライマリWLS for OCIシステムとスタンバイWLS for OCI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ノードへスケール・アウトされ、 
2つのノードしかないスタンバイにその構成がレプリケートされた場合、セカンダリ・ロケーションにとって未知の新しい
ノードがあるため（セカンダリ・サイトに同等のノードが存在しないため）、一部のアプリケーションは解決できない場合
があります。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 "myCustomApp". 

10.2.0.12 <secondary_midtier1_long_name> <secondary_midtier1_shortname> <primary_midtier1_long_name> 
<primary_midtier1_shortname> 

10.2.0.11 <secondary_midtier2_long_name> <secondary_midtier2_shortname> <primary_midtier2_long_name> 
<primary_midtier2_shortname> 

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

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/scale-domain.html#GUID-7ED2217E-C918-4E74-99E9-547A117343D9
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/weblogic-cloud/user/scale-domain.html#GUID-7ED2217E-C918-4E74-99E9-547A117343D9
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weblogic.application.ModuleException: java.net.UnknownHostException: wlsmpdr1-wls-2.sub10171440110.vncash.oraclevcn.com 

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WLS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（またはセカンダリDBのIPが使用可能）を参照し、既存のセカンダリ・サーバーでア
プ リ ケ ー シ ョ ン 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、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。 
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スタンバイDBシステム再作成後のWLS for OCI 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。 

WLS for OCI DR環境では、プライマリDBシステムでの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WLS for OCI 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WLS for OCI DRを再構築するには、以下の手順を実行します。 

a) スタンバイDBシステムを終了する前に、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（スタン
バイDBホストの$ORACLE_UNQNAME変数）、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WLS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。 
f) （DBFSベースの方法を使用する場合のみ）スタンバイWLSホストで実行： 

• 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。 

g) （DBFSベースの方法を使用する場合のみ）プライマリWLSホストで実行： 
• 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、プライマリとセカンダリのWLS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WLS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WLSホストのlocaldb.logファイル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。 

h) 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）。 

これで、WLS for OCI 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。 
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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） 

ORCL_phx1kg ORCL_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WLS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.nod
elete 

drdb6b- 
scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com:1521/ 
ORCL_phx1kg.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.c
om 

drdb6b- 
scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com:1521/ 
ORCL_ phx1c3.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com 

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

ORCL_phx1kg ORCL_phx1c3 

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

（その他のエントリ） 
... 
ORCL_phx1kg = (DESCRIPTION =  
(SDU=65536) (RECV_BUF_SIZE=10485760) 
(SEND_BUF_SIZE=10485760) 
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = drdb6b- 
scan.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com)(POR
T = 1521)) 
(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) 
(SERVICE_NAME = ORCL_phx1kg. 
mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com) 
) 
) 
... 

（その他のエントリ） 
... 
ORCL_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 = ORCL_phx1c3. 
mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com) 
) 
) 
... 

 
• 次に、プライマリWLS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 

（その他のエントリ） 
…  
ORCL_phx1kg = 
(DESCRIPTION=(SDU=65535)(SEND_BUF_SIZE=10 
485760)(RECV_BUF_SIZE=10485760)(ADDRESS=(P 
ROTOCOL=TCP)(HOST=10.2.0.2)(PORT=1521))(CO 
NNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_ 
NAME=ORCL_phx1kg. 
mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com)(UR=A))) 
…. 

（その他のエントリ） 
…. 
ORCL_phx1c3 = 
(DESCRIPTION=(SDU=65535)(SEND_BUF_SIZE=10 
48 5760)(RECV_BUF_SIZE=10485760)(ADDRESS=(PROT 
OCOL=TCP)(HOST=10.2.0.5)(PORT=1521))(CONNEC 
T_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_ NAME= 
ORCL_phx1c3 
.mysubnet.region2vcn.oraclevcn.com)(UR=A))) 
…. 
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付録E – その他のベスト・プラクティス 
TLOGおよびJMSストアでのJDBCストアの使用 
DRトポロジでは、サーバーのTLOGとJMSストアを格納するために、JDBCストアを使用することが強く推奨されます。JDBC
ストアは、Oracleデータベースの整合性とデータ保護を活用しており、クラスタのすべてのサーバーがリソースを利用でき
るようにします。JDBCストレージを使用することは、とりわけDRトポロジにとってメリットがあります。DBに格納されて
いる情報は、Data Guardによってセカンダリにレプリケートされるため、この情報が、スイッチオーバー後にセカンダリ・
サイトで利用できるようになり、データベースに格納されている残りの情報と連携されます。 

TLOGに関しては、デフォルトでは、OCIのWebLogicではサーバーのTLOGはデフォルトのストア（ファイル・システム）を
使用するように構成されています。管理対象サーバーのTLOGストアをJDBCストアに変更するには、以下を実行します。 

- WebLogicコンソールでプライマリ・ドメインにログインし、「Lock & Edit」をクリックします。 
- WLSSchemaDataSourceに移動します。「Services」→「Data Sources」→「WLSSchemaDataSource」 
- 「Targets」をクリックし、これが管理サーバーの唯一のターゲットである場合は、クラスタに対してもターゲット

にします。このデータソースは、管理対象サーバーのTLOGで使用されます。 
- 管理対象サーバーに移動します。「Environment」→「Servers」→「<manager_server_name>」→「Configuration」

→「Services」 
- Advancedで「Transaction Log Store」に移動します。 

o Typeに「JDBC」を選択します。 
o Data Sourceに「WLSSchemaDataSource」を選択します。 
o Prefix Nameではデフォルトの値を使用できます。例： 

 
- クラスタの残りの管理対象サーバーで同じ操作を繰り返します（この変更は管理サーバーでは不要で、デフォルト

のTLOGを使用できます）。 
- 変更を適用します。 
- 変更を適用にするには、管理対象サーバーを再起動する必要があります。 

これで、config_replica.shスクリプトを使用して構成変更をセカンダリ・ドメインにレプリケートできます。 

JMSに関しては、OCIのOracle WebLogicでデフォルトで定義されているJMSサーバーや永続ストアはありません。アプリ
ケーションがJMSストアを使用している場合は、必ずJDBC永続ストアを使用してJMSストアを構成してください。 
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付録F – 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 。Oracle WLS for OCI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プライマリ・システムを1つのリージョンに配置し、Oracle WLS for OCI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。 

セカンダリのOracle WebLogic Server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。Active Data Guardを使用する場合、マウン
ト状態か、または読取り専用モードで開かれています。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ベースとしたWLS for OCIのディザスタ・リカバリ・トポロジ 

 

https://www.oracle.com/database/technologies/high-availability/dataguard.html
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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（カスタム・スキーマ、TLOG、JDBC永続ストア、OPSS情報な
ど）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。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。
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15：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WLS for OCIのディザスタ・リカバリ・トポロジ詳細 
 

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。WLS for OCI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、そのホストのデータ・ブロック・
ボリュームおよび残りのノードのデータ・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
内にある限り）、追加の設定の必要なく自動的にレプリケートされます。 
WLS for OCIコンピュート・インスタンスでは、Oracleソフトウェアは別のブロック・ボリューム（mwブロック・ボ
リューム）に格納されます。このmwブロック・ボリュームを継続的にレプリケートする必要はありません。このボ
リュームのコンテンツが変更される頻度は低いからです。このボリュームを構成ボリュームと同じレプリケーショ
ン戦略に含めれば、コスト、RTO、ソリューションの複雑さが不必要に増すことになります。それでも、このボリュー
ムを不定期にレプリケートして、プライマリからセカンダリにパッチを伝播することは可能です。 

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
（BV）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 

WebLogicのエディション 

DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルでの「前提条件」→「WebLogicエディション」と同様です。 

認証 

DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルでの「前提条件」→「認証」と同様です。 

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

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。WLS for OCIドメインの各中間層ホストには、次の2つのブロッ
ク・ボリュームがアタッチされています。 

• <wlsociprefix>-data-block-N（/u01/dataにマウント）。このブロック・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。このブロック・ボリュームをスタンバイ・サイトに継続的にレプ
リケートする必要があります。 

• <wlsociprefix>-mw-block-N（/u01/appにマウント）。このブロック・ボリュームには、各コンピュート・インスタ
ンスのOracleソフトウェア・ホームとそのインベントリが格納されます。これらのブロック・ボリュームのレプリ
ケートも可能ですが、継続的にレプリケートする必要はありません。このボリュームのコンテンツは、WebLogic 
ソフトウェアまたはJDKのパッチ適用/修正がない限り、変更されることはありません。これらのボリュームの管理
には、次の異なる方法を使用できます。 

1. これらのmwブロック・ボリュームを、（構成ボリュームと同様に）継続的なリージョン間レプリケーショ
ン戦略に追加できます。この場合、プライマリのOracleホームに適用されたパッチがセカンダリにレプリ
ケートされるようになります。ただし、それによりオプション3と比較して管理のオーバーヘッドとコスト
が増加し、スイッチオーバー操作のRTOが悪化します。 

2. 最適な方法は、これらのボリュームを不定期にレプリケートすることです。たとえば、プライマリ・ピア
にパッチが適用された場合にレプリケートを実行できます。そうすることでコストが削減され、スイッチ
オーバー実行時のRTOも改善します。このモデルでは、パッチ適用は1つのサイトのみで実行し、それが  
セカンダリにコピーされます。ただし、それによりオプション3と比較して管理のオーバーヘッドとコスト
が増加し、スイッチオーバー操作のRTOが悪化します。 

3. 代替策として、この“ソフトウェア”ボリュームをレプリケーション戦略から完全に省略できます。ただし、
プライマリにパッチが適用された場合、同じパッチ適用の手順をセカンダリ中間層インスタンスに適用 
する必要があります。そうすることで、パッチのレプリケーションを自動化しない代わりに、RTOとコス
ト面が改善されたソリューションを実現できます（セカンダリ・システムに手動でパッチを適用する必要
がありますが、先にセカンダリで修正プログラムのテストを実行できるという点でも便利です）。 

本書では、データ・ブロック・ボリューム（<wlsociprefix>-data-block-N）のみが継続的にレプリケートされることを前提と
して、mwブロック・ボリューム（<wlsociprefix>-mw-block-N）の手順はオプションとして記載します。 

これらのフォルダ（/u01/dataと/u01/app）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に対してパッチ適用や修正が行われた場合、同じパッチ適用手順をセカンダリWLS for OCI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。 

WebLogicリソース名接頭辞 
DBFSモデルおよびFSS/RSYNCモデルでの「要件」→「WebLogicリソース名接頭辞」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。 

https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Network/Tasks/managingDRGs.htm
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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ます。
また、このDRトポロジで使用されるプライマリ・リージョンとセカンダリ・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BV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「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/Block/Concepts/volumereplication.htm
https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Block/Concepts/volumereplication.htm
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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16：本書で説明するモデルに関するDRセットアップ手順のフロー・チャート 
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[oracle@drdbaa ~]$ dgmgrl sys/your_sys_password@primary_db_unqname DGMGRL> 
CONVERT DATABASE secondary_db_unqname to PHYSICAL STANDBY; 
Converting database " secondary_db_unqname" to a Physical Standby database, please wait... 
Oracle Clusterware is restarting database "orclb" ... 
Continuing to convert database " secondary_db_unqname" ... 
Database " secondary_db_unqname" converted successfully 

 

 

他のモデルと同様に、開始点として、OCI DBシステム、WLS for OCIドメイン、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。 

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WLS for OCI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. 中間層ホストのエイリアスを作成する 
7. スタンバイDBをフィジカル・スタンバイに変換する 
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. IDCS認証の使用時にDR構成を完了する 
11. DRセットアップを検証する 

手 順 1 から 手 順6 ま では す で に 説 明 し た 手 順 と ま っ た く 同じ で す（ 「 ディ ザ スタ ・ リカ バ リの セ ット ア ップ 」 ） 。 
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 

「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 

「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 

「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WLS for OCIをプロビジョニングする 

「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WLS for OCI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 

「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. 中間層ホストのエイリアスを作成する 

「ディザスタ・リカバリのセットアップ」→「6.中間層ホストのエイリアスを作成する」と同様です。 

7. 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。 

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。 
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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WLS for OCI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。各コン

ピュート・インスタンスには次の2つのブロック・ボリュームがあります。 
o <wlsociprefix>-data-block-N（/u01/dataにマウント）。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。このブロック・ボリュームをスタンバイ・サイト
にレプリケートする必要があります。 

o <wlsociprefix>-mw-block-N（/u01/appにマウント）。前のセクション「レプリケート対象のブロッ
ク・ボリューム」の説明のとおり、このボリュームを継続的にレプリケートする必要はありません。
そのため、これらのブロック・ボリュームをレプリケートする手順はここではオプションとして記載
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。 
wlsociprefix-data-block-0 、 OCID ocid1.volume.oc1.eu-london-1.abtheljs … uhmlg2s3avjradeoirz3q 、 AD-1 
wlsociprefix-data-block-1 、 OCID ocid1.volume.oc1.eu-london-1.abthelj … .cdcayp6gw2irsri4nrgx7q 、 AD-2  
オプション： 
wlsociprefix-mw-block-0 、 OCID ocid1.volume.oc1.eu-london-1.abtheljs … jjhbuhmlg2s3deoirkkz4s 、 AD-1 
wlsociprefix-mw-block-1、OCID ocid1.volume.oc1.eu-london-1.abthelj…. wiphp6gw2irsri4nrh7jdy、AD-2 

これらのブロック・ボリュームは次の例のようにマウントされています。 

[opc@wlsociprefix-wls-0 ~]$ df -h 
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 
dev tmpfs 7.2G 0 7.2G 0% /dev 
tmpfs 7.2G 0 7.2G 0% /dev/shm 
tmpfs 7.2G 161M 7.1G 3% /run 
tmpfs 7.2G 0 7.2G 0% /sys/fs/cgroup 
/dev/sda3 39G 3.7G 35G 10% / 
/dev/sda1 200M 8.6M 192M 5% /boot/efi 
/dev/sdb 49G 1.4G 46G 3% /u01/app →（オプション）このブロック・ボリュームもレプリケートできる 
/dev/sdc 49G 176M 47G 1% /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 
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 

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WLS for OCI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wlsociprefix-data-block-0 がAD-3 に配 置さ れて いる 場合 は、 プラ イマリの
wlsociprefix-data-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 ：
"wlsociprefix-data-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 
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.. 

UUID=7e5f896e-6e05-4be2-99e5-ddf2b3cbb021 /u01/app ext4 auto,defaults,_netdev,nofail 0 2  
#このエントリを削除： 
#UUID=9e87cf72-a75c-4dff-9825-432f1668d8f9 /u01/data ext4 auto,defaults,_netdev,nofail 0 2 

 

 

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。 
 データ・ブロック・ボリュームをアンマウントします。 

 [opc@wlsociprefix-wls-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。 

 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（またはコメントアウト）
します。こうすることで、次の再起動時に元のブロック・ボリューム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。 

オプションで、mwブロック・ボリュームもレプリケートする場合に、mwブロック・ボリュームとマウント・ポイ
ント/u01/appに対して同じ手順を実行します。 

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. IDCS認証の使用時にDR構成を完了する 

「ディザスタ・リカバリのセットアップ」→「10.IDCS認証の使用時にDR構成を完了する」と同様です。 
ただし 、（ この ポイン トの 手順 bにあ る） セカ ンダ リ中間 層ホ スト のCloudGate構 成を 変更 する必 要は あり ませ ん。
CloudGate構成はレプリケート対象のブロック・ボリューム内（/u01/data以下）に存在し、すでにプライマリのコピーと
なっているからです。 

11. 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、
WLS for OCI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・サイトのプロセ
スを停止する 

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、システムの仮想フロントエンド・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："wlsprefix-data-block-N"（mwもレプリケートされる場
合は"wlsprefix-mw-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@wlsociprefix-wls-0 opc]# sudo blkid 
/dev/sda3:UUID="974147f5-d731-41de-bba8-56ff78ed1c9c" TYPE="xfs"  
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  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@wlsociprefix-wls-0 opc]# mount -a 
[root@wlsociprefix-wls-0 opc]# df -h| grep /u01/data 
/dev/sdb 49G 1.4G 46G 3% /u01/data 
 
オプション：mwブロック・ボリュームをレプリケートしている場合は、中間層ホストでmwブロッ
ク・ボリューム（マウント・ポイント/u01/app）に対して同じ手順を繰り返します。この場合は、
適切なUUIDを正しいパスでマウントするようにしてください。一度に1つずつマウントを実行する
ことで、確認しながら行うことができます。 
 
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#','wlsociprefix-wls-0','5556',' 
wlsociprefix_domain','/u01/data/domains/ wlsociprefix_domain','SSL') wlst> nmStart(' 
wlsociprefix_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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図17：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の中間層ホストのブロック・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18：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 

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。 

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WLS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。 

 
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。 
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 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 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-data-block-N"（mwもレプリケートされる場合は
“prefix-mw-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。 

3 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@wlsociprefix-wls-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@wlsociprefix-wls-0 opc]# mount -a 
[root@wlsociprefix-wls-0 opc]# df -h| grep /u01/data 
/dev/sdb 49G 1.4G 46G 3% /u01/data 
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  オプション：mwブロック・ボリュームをレプリケートしている場合は、中間層ホストでmwブロッ

ク・ボリューム（マウント・ポイント/u01/app）に対して同じ手順を繰り返します。この場合は、
適切なUUIDを正しいパスでマウントするようにしてください。一度に1つずつマウントを実行する
ことで、確認しながら行うことができます。 
 
Site2のすべての中間層ホストで、同じ手順を繰り返します。 

4 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。 

5 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#','wlsociprefix-wls- 
0','5556','wlsociprefix_domain','/u01/data/domains/wlsociprefix_domain','SSL')  
wlst> nmStart('wlsociprefix_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）。 

6 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。 

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のプロセスを停止
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 

クライアント内の/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 Site2のブロック・ボリュームをデ

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。 
- レプリケートされたブロック・ボリュームをアンマウントします。  
[opc@wlsociprefix-wls-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： 
-- 
#この部分を削除（またはコメントアウト） 
#UUID=9e87cf72-a75c-4dff-9825-432f1668d8f9 /u01/data ext4 auto,defaults,_netdev,nofail 0 2 
 
オプション：mwブロック・ボリュームをレプリケートしている場合は、中間層ホストでmw
ブロック・ボリューム（マウント・ポイント/u01/app）に対して同じ手順を繰り返します。 
 
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WLS for OCI 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・サイトをオープンし
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。このモデルには適用
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：WLS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・サイトをオープンし
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> 

 

 
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。このモデルには適用され
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：WLS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 

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

• 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WLS for OCI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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