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概要 

Oracle Maximum Availability Architecture（Oracle MAA）は、オンプレミスやクラウド（プライ

ベート、パブリック、ハイブリッド）にデプロイされたオラクル製品（Oracle Database、Oralce 

Fusion Middleware、Oralce Applications）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。どのオラクル製品をデプロイする場合も、Oracle Maximum Availability 

Architecture のベスト・プラクティスを実装することが重要な要件の 1 つとなっています。

Oracle Fusion Middleware と Oracle Database には高可用性機能として、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

構成変更などさまざまな機能が組み込まれており、こうした機能でアプリケーション・デプロ

イメントの計画外停止時間を排除し、計画停止時間を最小限に抑えます。 

 

Oracle Service-Oriented Architecture（Oracle SOA）Cloud Service は、Oracle SOA Suite をクラウ

ドで実行するための Platform as a Service（PaaS）コンピューティング・プラットフォーム・ソ

リューションです。このコンピューティング・プラットフォームでは、基本インフラストラク

チャとして Oracle Compute Cloud Service、Oracle Database Cloud Service、Oracle Java Cloud 

Service が使用されています。Oracle SOA Suite には Oracle Database が必要ですが、これは、

Oracle Platform Security Services の情報、インスタンス・トラッキング・データ、コンポジット

とドキュメント・メタデータ、他の Oracle FMW Infrastructure のスキーマを格納するためです。

標準的な Oracle SOA デプロイメントでは、トランザクションの一貫性を保持し管理を簡素化す

るために、アプリケーション・データ（アプリケーション固有のスキーマ、jms ストアなど）と

SOA 固有のスキーマを同じデータベースに格納します。SOA Cloud Service インスタンスでは、

Oracle Database Cloud Service インスタンスを使用してこれらのスキーマを格納します。どの

Oracle SOA デプロイメントも予期せぬ障害や自然災害から保護する必要があり、Oracle Cloud

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。それも、中間層（Oracle SOA 

Suite Cloud Service）とデータ層（Database Cloud Service）の両方への対処が必要です。このソ

リューションでは、本番サイトとは異なる場所にある Oracle クラウド・データセンターにスタ

ンバイ・システムをセットアップする必要があります。スタンバイ・システムのサービスとリ

ソースは、本番サイトと同じにすることも、少なくすることもできます。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起動され

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。通常、

このモデルを採用するのは、2 つのサイトが WAN 経由で接続されていて、ネットワーク待機時

間の関係で 2 つのサイトをまたぐクラスタ化ができない場合です。 
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Oracle SOA Cloud Service（Oracle SOACS）では、Oracle Fusion Middleware と Oracle Database

に搭載されている高可用性機能と耐障害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・リカバリ構成ならではの考慮事

項がいくつかありますが、Oracle Fusion Middleware（Oracle FMW）と Oracle Database のデプ

ロイメントと同じ 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 のベスト・プラクティスについて詳しく説明し、SOA Cloud Service

に対応したディザスタ・リカバリ（DR）をデプロイする手順の概要を示します。Oracle SOA 

Cloud Service ディザスタ・リカバリ・ソリューションでは、SOA コンポーネントのブートスト

ラップに必要な一部の構成ファイルのみをレプリケートします。アプリケーションによって

は、他の構成ファイルをレプリケートすることが必要な場合もあります。このホワイト・ペー

パーでは、さまざまなアプリケーション・パラダイムに適合するように複数のオプションを紹

介します。Oracle SOA Cloud Service では、Oracle Database Cloud Service を災害から保護するた

めに Oracle Data Guard の機能を活用します。 

 

このホワイト・ペーパーの対象読者は、Oracle WebLogic Server（Oracle WLS）、Oracle FMW 

SOA、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。Oracle Cloud の各種サービスについての基本知識があることも前提と

しています 1。 

  

                            
1https://cloud.oracle.com/ja_JP/home 

https://cloud.oracle.com/ja_JP/home
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Oracle SOA Cloud Serviceの障害対策に関する考慮事項 

Oracle SOA Cloud Service は、Oracle Database Cloud Service（Oracle DBCS）を使用してメタデータ
と SOA インスタンスの情報をホストします。Oracle Database Cloud Service を障害から保護するた
めに、次の 2 つのオプションが用意されています。 

• Data Guard（Enterprise Edition Service または High Performance Service を利用） 

• Active Data Guard（Extreme Performance Service または Exadata Cloud Service を利用） 

Data Guard および Active Data Guard について詳しくは、Oracle Technology Network の Data Guard
ホームページおよび Active Data Guard ホワイト・ペーパー2を参照してください。 

Oracle FMW SOA Suite では、自動ブロック修復、高速増分バックアップ、高速ローリング・アップ
グレード、Far Sync など、Active Data Guard のほとんどの機能を利用できます。ただし、SOA サー
バーでは Oracle Active Data Guard の読取り専用問合せ機能を使用できません。Oracle SOA Server
は読取り専用モードで実行できないためです。SOA Server を起動するとただちにサーバーからデー
タベースへの接続が確立され、ビジネス・フローの処理が始まります（つまり、データベースへの
“書込み”が即座に開始されます）。スタンバイ・サイトの SOA サーバーを起動するには、1）デー
タベースのスイッチオーバーかフェイルオーバーを実行する、あるいは 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てスタンバイをテスト用として一時的に読取り/書
込み可能にするかのいずれかしかありません。プライマリから受信した REDO は格納されますが、
適用されません。実行した変更はテストの最後で破棄され、この時点で、プライマリ・データベー
スから取得した REDO の適用を再開できるようになります。ただし、スタンバイをスナップショッ
ト・モードにするとファスト・リカバリ領域に必要なストレージが増える点に注意が必要です（プ
ライマリの本番データベースから受信したアーカイブ REDO を後の使用に備えて保持し、スナップ
ショット・スタンバイで生成された現在の REDO ログとフラッシュバック・ログを保持するため）。 

Oracle SOACS DR をセットアップする場合、WLS ドメインの構成変更がさほど頻繁でなければ、本
番サイトに適用した構成変更をスナップショット・スタンバイ方式でレプリケートします。手順と
しては、スタンバイ・データベースをスナップショット・スタンバイに変換した後、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変更を適用し直します（手順については、後で詳し
く説明します）。これにより、ファイル・システムのアーティファクト（ear ファイル、デプロ
イ・プランなど）が更新され、プライマリ・サイトと同じ状態になります。また、（Data Guard ス
ナップショット・スタンバイを使用して）スタンバイを定期的に読取り/書込みモードにし、読取り
/書込みの本番ワークロードに対応するための準備状況を検証することもベスト・プラクティスです。
ただし、SOA サーバーがデハイドレーション・ストアにアクセスできる場合は、保留になっている
インスタンスの不要な処理が実行される可能性があるため、SOA サーバーにはスナップショット・
スタンバイを慎重に使用する必要があります。DR システムは本番システムと同様のサイズに頻繁に
サイズ変更されるため、パッチやアップグレードの本番前機能テストやパフォーマンス・テストの
最終段階でスナップショット・スタンバイを使用することもできます。 

  

                            
2 http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/active-data-guard-wp-12c-1896127-ja.pd 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/active-data-guard/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/active-data-guard/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/active-data-guard/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/active-data-guard-wp-12c-1896127-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/active-data-guard-wp-12c-1896127-ja.pd
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Data Guard スナップショット・スタンバイ 3について詳しくは、オラクルのドキュメントを参照し
てください。 

この他に、Oracle Cloud は、プライマリ・データベースが何らかの理由で使用できなくなった場合
のディザスタ・リカバリで必要とされるバックエンド・インフラストラクチャと機能をすべて備え
ています。これには、次のものが含まれます。 

1. スタンバイ・データベースを監視し、大きな問題の発生時にアラートを発信する機能。 

2. スタンバイ・データベースをアクティブ化して DR の準備状況を検証し、同期されたスタンバ
イ・データベースに変換して戻す機能。 

3. オンプレミスのデプロイメントと本質的に同じ Oracle MAA のベスト・プラクティスの利用。
このホワイト・ペーパーでは、クラウド・デプロイメントに固有の考慮事項をいくつか説明し
ます。 

4. 計画メンテナンスや計画外停止の期間中に、本番データベースをクラウド内のスタンバイ・
データベースにスイッチオーバー（計画イベント）またはフェイルオーバー（計画外イベント）
する機能。障害が発生したプライマリ・データベースの修復が完了したら、このデータベース
をクラウド内の新しい本番データベースと再同期させ、ロールを元のステータスにスイッチ
バックすることができます。 

5. サイトが完全に停止した場合に、SOA/中間層とデータベースの両方をフェイルオーバーし、
本番アプリケーションを Oracle Cloud で正常に実行できるようにする機能。 

Oracle SOACS DR システムの中間層のアーキテクチャは、DBaaS インスタンスと同じサイトにデプ
ロイされた 2 つの SOACS インスタンスで構成されます。それぞれの SOACS インスタンスでは、
SOA クラスタと管理サーバーを使用し、フロントエンドのロードバランサとして Oracle Traffic 
Director（OTD）を使用します。両方の SOACS スキーマ（MDS、コンポジット・デプロイメント、
SOAINFRA スキーマなど）、JMS 永続ストア、トランザクション・ログ永続ストア、およびアプリ
ケーション固有のデータは、単一のデータベース（DBaaS）インスタンスを使用してホストします。
図 1 にこのアーキテクチャを示します。 

                            
3 https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/SBYDB/manage_ps.htm#GUID-B140C38B-
DE01-4252-8422-7154018DDFEC 

https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/SBYDB/manage_ps.htm#GUID-B140C38B-DE01-4252-8422-7154018DDFEC
https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/SBYDB/manage_ps.htm#GUID-B140C38B-DE01-4252-8422-7154018DDFEC
https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/SBYDB/manage_ps.htm#GUID-B140C38B-DE01-4252-8422-7154018DDFEC
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図1：Oracle SOACS DRのアーキテクチャ 

 

サービス・レベル要件 
Oracle SOA Cloud Service はユーザー管理の環境です。ユーザーは、可用性、データ保護、およびパ
フォーマンスについて、所定の構成およびアプリケーションで実現可能なサービス・レベル期待値
を決める必要があります。サービス・レベルはディザスタ・リカバリに関連する次の 3 つの側面ごと
に設定する必要があり、それらはどの Data Guard 構成にでも適用できるものであることが必要です。 

» 可用性：停止状態に陥った場合に許容できる最大停止時間を表すのがリカバリ時間目標
（RTO）です。これには、停止の検出に要する時間と、データベース、Web 層、SOA サー
バーをフェイルオーバーしてサービスを再開するまでに要する時間が含まれます。 
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» データ保護：許容可能な最大データ損失量を表すのがリカバリ・ポイント目標（RPO）で
す。SOA の場合で RPO が特に関係するのは、トランザクション・ログ、JMS メッセージ、
SOA インスタンス情報です。これらはすべて同じデータベースに格納されているためです。
実際に達成可能な RPO は次の要因によって異なります。 

» 使用可能なネットワーク帯域幅 

» ネットワークの信頼性 

» 使用する Data Guard 転送方式：非同期（データ損失ほぼゼロの保護を実現）または同期
（データ損失ゼロの保護を実現）のいずれか 

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

 

注：Oracle Cloud では、DR 関連のサービス・レベルに関係なく、該当する Database Cloud Service
で定義されているサービス記述に従ってすべてのデータベース・インスタンスが作成されます 4。 

セキュリティ要件 
Oracle MAA のベスト・プラクティスでは、保管中のプライマリ・データベースとスタンバイ・デー
タベースを Oracle の透過的データ暗号化（TDE）機能で暗号化することを推奨しています。TDE に
変換すると、保管中のすべての DATA/INDEX 表領域を自動的に暗号化するとともに、クラウドへの
レプリケーション時にユーザー・データの REDO 変更の移動時暗号化を実行できます。TDE によっ
て暗号化されない他の REDO 変更（SYSTEM、SYSAUX といった暗号化されない表領域のデータなど）
の移動時暗号化には、Oracle Net の暗号化も必要です。 

注：Data Guard および Active Data Guard で使用するのは REDO ベースのレプリケーション（プライ
マリ・データベースで生成された REDO を転送し、連続メディア・リカバリを使用してスタンバイ・
データベースに変更内容を適用するプロセス）です。つまり、プライマリ・データベースとスタン
バイ・データベースはブロック同士が相互に一致するコピーです。TDE を使用してスタンバイ・デー
タベースを暗号化するには、プライマリ・データベースも TDE で暗号化する必要があります。 

  

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

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/paas-iaas-public-cloud-2140609.pdf
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TDE を使用してデータを保護することは、システムのセキュリティを強化するうえで重要です。た
だしユーザーは、いずれの暗号化ソリューションを使用する場合であっても、以下に示す特定の考
慮事項があることを認識している必要があります。 

» CPU オーバーヘッドの増大：暗号化では、暗号化された値と復号化された値を計算するための
追加の CPU サイクルが必要となります。TDE の場合は、データベースのキャッシング機能を利
用し、Intel や SPARC の CPU で処理される AES のハードウェア・アクセラレーションを利用す
ることによって、オーバーヘッドが最小限に抑えられます。大半の TDE ユーザーは、TDE を有
効化した後の本番システムのパフォーマンス低下をほとんど認めていません。詳しくは、
Oracle Database Advanced Security ガイド 5を参照してください。 

» データ圧縮率の低下：暗号化されたデータでは、元のプレーン・テキスト・データの情報が一
切開示されないようにする必要があるため、圧縮率が低くなります。そのため、TDE で暗号化
されたデータの圧縮率は、どのような圧縮方式を適用した場合でも低くなります。したがって、
TDE 暗号化を使用する場合は REDO 転送圧縮を有効化しないようにする必要があります。ただ
し、Oracle Advanced Compression や Hybrid Columnar Compression といった Oracle データ
ベースの圧縮テクノロジーと TDE を併用する場合は、暗号化の前に圧縮が実行されるため、圧
縮と暗号化の両方のメリットが得られます。 

» 鍵の管理：暗号化の強度は、暗号化に使用する鍵の強度によって決まります。また、暗号化鍵
を失うことは、その鍵で保護したすべてのデータを失うことと同じです。暗号化が有効になっ
ているデータベースの数が少ない場合は、鍵とそのライフサイクルを比較的簡単に追跡できま
す。しかし、暗号化されるデータベースの数が増えれば、鍵の管理もより難しくなります。多
数の暗号化データベースを使用する場合は、オンプレミスで Oracle Key Vault6を使用して TDE マ
スター鍵を保管および管理することを推奨します。 

 

Oracle Databse File System（Oracle DBFS）を使用して WLS ドメインの構成を維持管理する場合は、
DB レベルで適切な暗号化を使用すると、サイト間で構成を伝播するときのセキュリティも保証され
ます。 

構成要件 
Oracle SOACS DR をセットアップする場合は、実行時に関連する上記の側面以外にも以下の点を考
慮することが重要となります。 

• Oracle Database Cloud Service を作成するとデフォルトのデータベース・インスタンスが自動
的に作成されます。スタンバイ・サイトでは、最初に作成されたデータベースを Data Guard
スタンバイ・データベースとして使用することができません。このデータベースは削除しても
よいし、別の用途に再利用してもかまいません。 

  

                            
5 https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/ASOAG/frequently-asked-questions-about-transparent-data-encryption.htm#ASOAG10544 
6 http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/key-
management/overview/index.html 

https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/ASOAG/frequently-asked-questions-about-transparent-data-encryption.htm#ASOAG10544
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/compression/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/key-management/overview/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/ASOAG/frequently-asked-questions-about-transparent-data-encryption.htm#ASOAG10544
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/key-management/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/key-management/overview/index.html
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• SOACS インスタンスの名前は、プライマリとスタンバイの両ドメイン/ロケーションで同
一にする必要があります。インスタンス名は、Oracle SOACS を実行するホスト名、WLS
サーバー名、ドメイン名を作成するときに使用されます。ドメイン構成はサイト間で完全
にコピーされるわけではないため、同じインスタンス名を使用すれば確実に一貫性を保持
でき、JMS メッセージと TLOG のリカバリができます。また、両サイトでのカスタマイズ
や運用が容易になります。 

• MDS、コンポジット・デプロイメント、ポリシーはデータベースに格納されているため、
これらは Data Guard によって自動的にサイト間で同期されます。 

• Oracle SOACS の WLS ドメインの構成はサイト間でグローバルに同期されないため、以下
の点を考慮する必要があります。 

o DR のセットアップが完了した後も、DB への接続に使用する元の JDBC URL は
SOACS システムごとに維持管理されます。両方の場所から同じスキーマが参照され
るようにするために、スキーマ接頭辞のみを変更します。 

o WLS ドメイン構成に含まれる fmwconfig-OPSS はすべてサイト間でコピーされます。
JDBC 文字列はコピー後に変更され、ローカルの DB が OPSS で参照されるようにな
ります。 

o アプリケーション・デプロイメント（ワークフロー・タスク ear、カスタム ear ファ
イル、デプロイメント・プランの更新、再デプロイメントなど）はサイト間で自動
的に同期されません。Oracle SOACS DR は、次のいずれかの方法でこの問題に対処
できるように設計されています。 

• ドメイン構成の変更やアプリケーション・デプロイメントの頻度が高いシス
テムでは、Oracle DBFS を使用（データベースに格納）してドメイン・アー
ティファクトをサイト間でレプリケートすることができます。 

• ドメイン構成の変更やアプリケーション・デプロイメントが頻繁に行われな
いシステムでは、スタンバイ・データベースをスナップショットに変換し、
セカンダリ・サイトでも構成変更を適用することができます。 

• Data Guard の構成が完了したら、本番環境のシステムについては、スタンバイ・サイトの
SOA サーバーが起動していない場合にのみ、スタンバイからスナップショットへの変換を
行う必要があります。これは、SOA サーバーが SOA インスタンスの処理を開始し、すでに
プライマリ・サイトで処理された可能性がある保留中の作業（コールバック、非同期呼出
しなど）を完了させようとするからです。システムを本番に移行した後は、管理サーバー
のみを起動してスナップショット・スタンバイを参照させるようにする必要があります。 
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Oracle SOACS DRのデプロイメント 

このホワイト・ペーパーでは、本番稼働しているプライマリ・サイトがすでにあり、これに対して
地理的に分散した DR 構成のデュアル・サイトを構築するという想定で説明します。なお、プライ
マリ・サイトは単一インスタンスの DBaaS、SOACS クラスタおよび Oracle Traffic Director で構成さ
れているものとします。初期セットアップのプロビジョニング方法について詳しくは、Oracle 
SOACS のドキュメントを参照してください。簡単に説明すると、SOA、OTD および DB にどのコン
ピュート・シェイプを選択するかは別にして、以下と同様のオプションを使用する必要があります。 

 

Oracle SOACS DR は、サービスにアクセスしているエンドユーザーやシステムに認識されずにフェ
イルオーバーやスイッチオーバーが行われるように、使用中のサイトが SOA エンド・ポイントに依
存しないように構成します。これを可能にするために、構成作業では、既存の SOA クラスタのフロ
ントエンド・アドレスを変更し、いずれの DR ロケーションの OTD にも割当て可能な仮想ホスト名
が使用されるようにします。適切な DNS サービス（グローバル DNS、ローカル DNS サーバーまた
は手動ファイルによるホスト名解決）を使用して、フロントエンド URL がいずれかのサイトに割り
当てられるようにする必要があります。このフロントエンド・アドレスが変更される前にデプロイ
または使用されたコンポジットがある場合は、この新しい仮想ホスト名と一致するようにエンド・
ポイント・アドレスを変更することが必要になる場合があります（注：デフォルトでは、SOA クラ
スタまたは WLS クラスタの HTTP フロントエンド・パラメータに基づいてエンド・ポイント・アド
レスが構成されます）。本番の Oracle SOACS ですでに本番ワークロードが実行されている可能性
があるため、DR の構成プロセスで発生する停止時間をできるだけ短くする必要があります。 

デプロイメント・オプションには次の 2 種類があります。 

1. オプション 1 は、プライマリ SOACS がすでに存在する場合のデプロイメント方法です。 

2. オプション 2 は層ごとにデプロイメントを行う方法で、最初にデータベース層をセット
アップして DR を検証してから、その上部に中間層を追加します。この方法については
「付録 A」で説明しています。 

  

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-suite-service-bus-b2b.html
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/soa-suite-service-bus-b2b.html
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このセクションでは、オプション 1 のセットアップ・プロセスの手順を概説します。オプション 1
の前提条件：プライマリ SOACS システムがすでに存在する 

1. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、プライマリ・サイトのフロントエンド・
アドレスを更新する 

2. t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

3. セカンダリ・ロケーションに DBaaS をプロビジョニングする 

4. Data Guard をセットアップして検証する（サービス停止時間） 

5. セカンダリ・ロケーションに、スナップショット DB を参照する Oracle SOACS をプロビ
ジョニングする 

6. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、セカンダリ・サイトのフロントエンド・
アドレスを更新する 

7. t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

8. fmwconfig ブートストラップ・アーティファクトをセカンダリ・ロケーションにコピー
し、更新する 

9. データソースのスキーマ接頭辞を置き換える 

10. スナップショットをスタンバイに変換する 

11. データベースをスイッチオーバーする（サービス停止時間） 

12. セカンダリ・サイトで Oracle SOACS を検証する 

13. 元のサイトにスイッチバックする（サービス停止時間） 

プライマリ SOACS サイトが稼働している場合は、セカンダリ・サイトを構成したときに、保留のま
まになっているコールバックやインスタンスが実行されてしまう可能性があります。この方法を使
用する場合は、次のセクションに書かれている手順に沿って作業を進めることで、二重処理を防ぐ
ことができます。代わりの方法として推奨されるのは、DBaaS と Data Guard を先に構成してから両
方のサイトに Oracle SOACS をプロビジョニングするやり方です。スタンバイ DR サイトをゼロから
作成する場合（プライマリ SOACS システムがまだ本番稼働しておらず、メインの本番システムと同
時に DR を実装する場合）も、この方法が推奨されます。この方法で行うと、依存する SOACS サー
ビスを変更せずに Data Guard の初期検証を実行でき、セットアップ時に両方のサイトのデータベー
スが同時に使用されることもありません。最初のオプション（このホワイト・ペーパーでは“オプ
ション 1”と呼びます）のほうが、セットアップ時の停止時間は短くなります。セットアップ・プロ
セスの詳細については以下のセクションで説明します。2 つ目のオプション（“オプション 2”）は層
ごとにデプロイメントを行う方法で、DB 層をセットアップして DR を検証してから、その上部に中
間層を追加します。この方法については「付録 A」で説明しています。 
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オプション1の前提条件：プライマリSOACSシステムがすでに存在する 
プライマリ・サイトは、次に示す Oracle SOACS の標準手順に沿ってすでにプロビジョニングされ
ているものとします。 

• SSH 鍵を作成する 

• Oracle Storage Cloud Service コンテナを作成する 

• Oracle Database Cloud Service インスタンスを作成する 

• SOACS プロビジョニング・ウィザードを実行する 

また、プライマリ・サイトの VM に対して、必要な VNC アクセスの構成も済んでいるものとします。
この構成が必要になるのは、DBaaS コンピュートに Grid Infrastructure をインストールするときに X11
セッションを使用するためです。インストーラをグラフィカル・モードで実行する場合は、他にい
くつかのパッケージが必要です 7。Grid Infrastructure のインストールはサイレント・モードで実行す
ることもでき、その場合、グラフィカル環境は不要です。サイレント・インストールに使用できる
レスポンス・ファイルのサンプルを「付録 B - Data Guard のセットアップ」で紹介しています。 

上の手順に沿って作業を進め、SOACS インスタンスが稼働し始めたら、次の手順を順番に実行します。 

1. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、プライマリ・サイトのフロントエンド・アド

レスを更新する 

デフォルトでは、Oracle SOACS をプロビジョニングすると、SOA クラスタのフロントエン
ド・アドレスの値は OTD のリスニング・アドレスの IP に設定されます。この IP は仮想ホスト
名に置き換える必要があり、このホスト名は外部クライアントでも解決でき、OTD からリク
エストをルーティングする宛先の WLS サーバーでも解決できる必要があります。仮想ホスト
名を外部的に解決する場合は、ローカル・ファイルまたは DNS 解決を使用できます。仮想ホ
スト名を SOACS インスタンスの有効範囲内で解決する場合は、ローカル・ファイル解決を使
用する必要があります。 

A. 仮想ホスト名を SOACS ノードで使用できるようにするために、以下の手順を実行
します。 

 SOACS インスタンスの Oracle WebLogic Server 管理コンソールにログインし
ます。 

 左ペインの Domain Structure ウィンドウで「Environment」を選択し、
「Clusters」を選択します。Summary of Clusters ページが表示されます。
SOA_Cluster クラスタを選択します。 

 「HTTP」を選択します。 

 Frontend Host フィールドで使用した IP をメモします。 

  

                            
7 グラフィカル環境と vnc サーバーは次の yum コマンドを使用して DBaaS マシンに追加できます。 

yum groupinstall "Desktop Platform" -y 

yum groupinstall "General Purpose Desktop" -y  

yum install tigervnc-server 

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3ANO%3A%3AP112_CONTENT_ID%2CP112_PREV_PAGE%3A10023
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3A%3A%3AP112_CONTENT_ID%3A13208
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3A%3A%3AP112_CONTENT_ID%3A13209
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/csbcs/using-provisioning-wizard.html#GUID-51392B25-E93A-43C0-B232-96E66A9A7C08
https://docs.oracle.com/cd/E80594_01/jcs_gs/JSCUG/GUID-8F5B7EC4-38C8-4C0E-B111-5AB5FE967989.htm#JSCUG-GUID-8F5B7EC4-38C8-4C0E-B111-5AB5FE967989
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注：この IP は、SOACS インスタンスの画面に表示される情報から取得すること
もできます。次に示すように、この IP はロードバランサのパブリック IP として
リストされます。 

 

 

 

 

 SOACS ノードのコマンド・シェル・プロンプトで sudo を実行して root ユー
ザーになり、/etc/hosts を編集してこの IP を仮想ホスト名にマップします
（この IP の外部解決用として DNS を使用する場合は、ここでこのホスト名
を使用する必要があります。ファイルベース（/etc/hosts）のホスト名解決
を使用する場合は独自に選択できます）。次に例を示します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~]# cat /etc/hosts 

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 

::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6  

160.34.102.88 soalbrdr soalbrdr.example.com 

 

SOACS クラスタで使用する他の SOACS サーバーで、ここまでの手順を繰り返し
ます。 

B. 外部クライアントで仮想ホスト名を使用できるようにするには、DNS サーバーを
更新するか、外部クライアントの hosts ファイルを上記のとおり変更します。た
と え ば 、 オ ン プ レ ミ ス の Windows ク ラ イ ア ン ト で は 、
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ファイルを上記のように編集します。 

注：外部クライアント用のこの構成は、インターネットからの直接接続を使用する場
合に機能します。カスタムのイントラネットからの接続では、このホスト名をブラウ
ザまたは http クライアントが使用する必要なプロキシ・サーバーに追加する必要があ
ります。 
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C. 上の手順に沿って適切なホスト名解決を整備したら、SOACS クラスタのフロント
エンド・アドレスを変更します。 

 SOACS インスタンスの Oracle WebLogic Server 管理コンソールにログインし
ます。 

 左ペインの Domain Structure ウィンドウで「Environment」を選択し、
「Clusters」を選択します。Summary of Clusters ページが表示されます。
SOA_Cluster クラスタを選択します。 

 「HTTP」を選択します。 

 Frontend Host=virtual_hostname_created に値を設定します。上の例では、
soalbrdr となります。 

 「Save」をクリックします。 

 変更を有効にするには、管理コンソールの Change Center セクションで
「Activate Changes」をクリックします。 

 フロントエンドの変更を有効にするために、SOACS クラスタを再起動します。 

2. t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

SOACS クラスタで RMI を起動するときに使用する URL は、SOACS DR 構成の各サイトで使用される
IP またはホスト名に依存しない必要があります。JNDI url は、通常の host:port,host:port を使用する
の で は な く 、 ク ラ ス タ 構 文 を 使 用 す る も の に 変 更 し ま す 8 。 ク ラ ス タ 構 文 は
cluster:t3://cluster_name です。たとえば、JMS アダプタのファクトリ・プロパティをこの構文を使
用するものに変更する場合は、次の手順を実行します。 

A. SOACS インスタンスの Oracle WebLogic Server 管理コンソールにログインします。 

B. Domain Structure の左ペインで「Deployments」をクリックします。 

C. 右側のペインの Summary of Deployments の下にある「JmsAdapter」をクリック
します。 

D. 「Configuration」タブをクリックします。 

E. 「 Outbound Connection Pools 」 タ ブ を ク リ ッ ク し て
oracle.tip.adapter.jms.IJmsConnectionFactory を展開し、構成済みのコネクショ
ン・ファクトリを表示します。 

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

G. 「Lock & Edit」をクリックします。 

H. FactoryProperties フィールド（Property 値の下の対応するセルをクリック）で、
java.naming.provider.url フィールドを、次のようなクラスタ構文を使用したもの
に変更します（残りのフィールドはそのままにしておきます）。 

                            
8 このアプローチを使用できるのはドメイン間の呼出しの場合のみです。SOACS ドメイン外部の t3/rmi クライアントではこのアプローチを使用でき

ないため、JNDI 名前解決に tcp ロードバランサを使用するか、セカンダリ・サイトで host:port リストの適切な DNS マッピングを使用する必要があ

ります。 
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java.naming.provider.url= cluster:t3://cluster_name; 

I. プロパティを更新したら「Save」をクリックします。Save Deployment Plan ペー
ジが表示されます。 

J. デプロイメント・プランのロケーションを入力します。 

K. SOACS ノード 1 のデプロイメント・プランを、SOACS ノード 2 のまったく同じ
ディレクトリ/ロケーションにコピーします。 

注：システムの ssh 鍵は opc ユーザーに付属するものであるため、opc ユーザーとしてこのファイ
ルをノード 2 の一時的なロケーション（opc ユーザーと oracle ユーザーの両方がアクセス権を有し
ている場所）にコピーした後、oracle ユーザーを使用してそのディレクトリからデプロイメント・
プラン・ホームにファイルをコピーする必要があります。 

 

L. 「Save and Activate」をクリックします。 

M. 「Deployments」をクリックします。 

N. 「Lock & Edit」をクリックします。 

O. 「JMS Adapter」を選択します。 

P. 「Update」をクリックします。 

Q. 「Update this application in place with new deployment plan changes」を選択し
（このオプションにはデプロイメント・プランを指定する必要があります）、共
有ストレージの場所に保存したデプロイメント・プランを選択します。クラスタ
に含まれるすべてのサーバーからこのプランにアクセスできる必要があります。 

R. 「Finish」をクリックします。 

S. 変更を有効化します。 

SOACS システムで使用するカスタム JNDI url が他にもあれば、それらもすべて同様に更新し、
SOACS DR システムでスイッチオーバーまたは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 が有効になるようにする必要があります。 
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3. DataGuard をセットアップして検証する 

2 つのロケーション間に Data Guard をセットアップする手順は、どの DBaaS Database の場合
も同じです。詳しくは、「付録 B」を参照してください 9。 

4. セカンダリ・ロケーションに、スナップショット・スタンバイ・データベースを参照する

Oracle SOACS をプロビジョニングする 

Data Guard の構成が完了したら、セカンダリの SOACS システムをプロビジョニングできます。
以下は、このセットアップを行ううえでのおもな考慮事項です。 

1. スタンバイ・データベースを SOACS スキーマのコンテナとして使用するには、
フィジカル・スタンバイをスナップショット・スタンバイに変換する必要があり
ます。 

2. Oracle SOACS では、SOA スキーマをプロビジョニングするときに、それぞれのク
ラウド・サービスまたはクラウド・インスタンスに固有の接頭辞を使用します。
つまり、プロビジョニングの初期状態では、セカンダリ・ロケーションにある
SOACS サーバーから同じデータベースが参照されるのに、使用されるスキーマは
別のものになります。これは、セカンダリ・ロケーションにある初期状態の
SOACS ドメインからはコンポジットやフローを実行できなくなるため、システム
を実行するうえで重大な問題です。使用可能なデータベースを参照するアクティ
ブな SOA サーバーは、どの時点でも 1 つのサイトにのみ存在する必要があります。
そうしないと、メッセージやコールバックの重複が発生し、SOA システムの一貫
性が損なわれることになりかねません。 

  

                            
9 使用しているデータベース・バージョンにバグ 24652400 の修正を適用するか、臨時の回避策として、最初のスイッチオーバーの後に PDB サービ

スをスタンバイ・ドメインに合わせます。これを行うには、スタンバイで sysdba として sqplus に接続し、“update cdb_service$ set con_id#=3 

where name='pdb1.opc_domain’”を実行します。opc_domain には、スタンバイ・データベースで“show parameter db_domain”を実行したときに

返される値を指定します。以下に例を示します。 

SQL> show parameter db_domain 

 

NAME TYPE VALUE 

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

db_domain string esoracle25875.oraclecloud.inte 

rnal 

SQL> update cdb_service$ set con_id#=3 where name='pdb1.esoracle25875.oraclecloud.internal'; 

 

1 row updated. 

 

SQL> commit; 

 

Commit complete. 

 



 

17 | Oracle SOA Cloud Serviceでのディザスタ・リカバリ 

以下の手順に従ってセカンダリ SOACS システムをプロビジョニングします。 

A. セカンダリ・サイトにあるフィジカル・スタンバイ・データベースをスナップショッ
ト・スタンバイに変換します。 

重要：セカンダリ・ロケーションの JDBC 文字列を更新し、本番と同じスキーマが参照される
ようにした後は、スナップショットへの変換を行った時点で本番サーバーが参照していたデー
タと同じデータがセカンダリ・ロケーションにある SOA サーバーから参照されます。SOA の
フロー、コールバックなどに保留中のものがあると、セカンダリ・ロケーションにあるサー
バーは処理を完了させようとします。そのため、スタンバイ・データベースをスナップショッ
トに変換する前にプライマリ・サイトでインスタンスの処理をすべて完了させておくことが重
要です。そうしないと、重複が発生する恐れがあります。または、プライマリ・ロケーション
の SOA サーバーを停止してデータベースをセカンダリ・ロケーションにスイッチオーバーす
ることもできます（停止時間が長くなります）。 

プライマリ・データベース・ホストからユーザーoracle で次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env 

[oracle@soacsdb ~]$dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  

DGMGRL> CONVERT DATABASE orclb to SNAPSHOT STANDBY; 

Converting database "orclb" to a Snapshot Standby database, please wait... 

Database "orclb" converted successfully 

 

B. SOACS プロビジョニング・ウィザードを使用して SOACS インスタンスをプロビジョニン
グする 

Oracle SOACS のドキュメントの手順に従ってセカンダリ・サイトの SOACS システムを作成し
ます。SOACS サービスに使用する名前は、プライマリ・ロケーションで使用しているものと
まったく同じにします。以下の表に、ウィザードでセットアップするオプションをまとめます。 

Oracle SOACSの構成 プライマリ・サイト セカンダリ・サイト 
Oracle Cloudドメイン domaina domainb 

Oracle Cloudユーザー joe@acme.com joe@acme.com 

Oracle Cloudパスワード Acme1234# Acme1234# 

SOACSサービス・タイプ SOAクラスタ SOAクラスタ 

SOACSソフトウェア・バージョン 12.1.3 12.1.3 

SOACSインスタンス名 soacsdr soacsdr 

SOACS DB構成 soacsdb soacsdbB 

SOACSクラスタのサイズ 2 2 

SOACSのコンピュート・シェイプ OC2M OC2M 

WebLogicユーザー weblogic weblogic 

WebLogicパスワード Acme1234# Acme1234# 

ロードバランサのプロビジョニング Yes Yes 

ロードバランサのポリシー Least Connection Count Least Connection Count 

ロードバランサのコンピュート・シェイプ OC3 OC3 

SOACSのバックアップ・コンテナ soacsContainer soacsBContainer 

  

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/csbcs/using-provisioning-wizard.html#GUID-51392B25-E93A-43C0-B232-96E66A9A7C08
mailto:joe@acme.com
mailto:joe@acme.com
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最適なフェイルオーバー/スイッチオーバー動作を実現するために、両方のサイトの容量とコ
ンピュート構成をまったく同じにすることを推奨します（そうしないと、OTD でリクエスト
調整が必要となり、セカンダリ・サイトで SOACS ノードのサイジングを実行することが必要
になります）。プロビジョニング・プロセスが完了したら、SOA サーバーが正常に動作するか
検証できます。 

5. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、セカンダリ・サイトのフロントエンド・アド

レスを更新する 

セカンダリ・サイトの OTD インスタンスのパブリック IP を使用して、上の「フロントエンド OTD
の仮想ホスト名を作成し、プライマリ・サイトのフロントエンド・アドレスを更新する」セクショ
ンと同じ手順を実行し、仮想ホストをマップします。 

注：両方のサイトでホスト名のエイリアスが同じになりますが、必要な信頼ストア/証明書はスタン
バイ・ロケーションで作成し直す必要があり、Cloud のサーバーからフロントエンドのロードバラ
ンサに対して SSL 呼出しを実行する場合は、スタンバイの OTD/ロードバランサの証明書を適切な
信頼ストアにインポートする必要があります。必要な手順については、Oracle Fusion Middleware 
Oracle SOA Suite エンタープライズ・デプロイメント・ガイドを参照してください。 

6. セカンダリ・サイトの t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

プライマリと同じクラスタ名を使用して、上のセクションのプライマリ・サイトの"t3/rmi url を更
新する"と同じ手順を実行します。 

7. fmwconfig ブートストラップ・アーティファクトをセカンダリ・ロケーションにコピーし、

更新する 

両方のロケーションで同じポリシーと JPS 構成が再利用されるようにするために、セカンダリ・サ
イトの FMW の構成を更新する必要があります。そのためには、domain_name/config/fmwconfig
アーティファクトをプライマリ SOACS の管理サーバーからセカンダリの管理サーバーにコピーし、
セカンダリ・サイトの WLS サーバーから DB にアクセスするときに使用するアドレスでプライマ
リ・サイトの JPS JDBC の url を更新する必要があります。ドメイン全体をコピーする必要はありま
せん（Cloud のデータセンター間にはファイアウォールとアクセス制限があるため、コピーはでき
ません）。以下の手順を実行します。 

A. プライマリ・ロケーションの管理サーバー・ホストからユーザーoracle として以下を実
行します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd /u01/data/domains/domain_name/config 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ tar -czvf /u01/data/fmwconfig-site1.gz ./fmwconfig/ 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ scp -i key_for_ssh.ppk /u01/data/fmwconfig-site1.gz 

secondary_site_public_ip:/tmp/ 

 

Oracle SOACS のドキュメントにある手順に従って生成した key_for_ssh.ppk ファイルが、両方のロ
ケーションで使用できるものとします。鍵自体をサード・パーティ・ノードからコンピュート・
ノードにコピーして、ノード間で ssh を有効にできます。 

  

 

https://docs.oracle.com/cd/E84527_01/lcm/SOEDG/GUID-361A8FF7-5BAD-4773-A9FB-3880BF1C1C8B.htm#GUID-361A8FF7-5BAD-4773-A9FB-3880BF1C1C8B
https://docs.oracle.com/cd/E84527_01/lcm/SOEDG/GUID-361A8FF7-5BAD-4773-A9FB-3880BF1C1C8B.htm#GUID-361A8FF7-5BAD-4773-A9FB-3880BF1C1C8B
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3ANO%3A%3AP112_CONTENT_ID%2CP112_PREV_PAGE%3A10023
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B. セカンダリ・サイトで、以下の手順を oracle ユーザーとして実行します。 

a. WebLogic 管理コンソールを使用して、管理サーバーと管理対象サーバーを停止
します。 

b. fmwconfig ディレクトリをバックアップの名前に移動します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ mv /u01/data/domains/domain_name/config/fmwconfig/ 

/u01/data/domains/domain_name/config/fmwconfigbackup 

c. fmwconfig ディレクトリをプライマリ・サイトからコピーしたものに置き換えます。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd /u01/data/domains/domain_name/config 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ tar –xzvf /tmp/fmwconfig-site1.gz 

d. OPSS で使用する JDBC 接続文字列の識別ドメインとデータベース名を置き換えます。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd /u01/data/domains/domain_name/config/fmwconfig 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$find ./*.xml | xargs sed –i 

's/primary_database_node:1521\/PDB1.primary_domain_name.oraclecloud.internal/second

ary_d atabase_node:1521\/PDB1.secondary_domain_name.oraclecloud.internal/g' 

primary_domain_name と secondary_domain_name には、各サイトのクラウド識別ドメインを指
定します。以下に例を示します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$find ./*.xml | xargs sed –i 

's/soacsdb:1521\/PDB1.us6z12opcsoa01.oraclecloud.internal/soacdbB:1521\/PDB1.esorac

le929 91.oraclecloud.internal/g' 

 

8. スタンバイ・データソースのスキーマ接頭辞を置き換える 

前のセクションで説明したとおり、各サイトでは、JDBC 接続文字列にある“ローカル”データベー
ス・アドレスを使用します。ただし、両方のサイトで同じスキーマが使用されるようにするために、
スキーマ名を更新する必要があります。以下の手順を実行して、セカンダリ・サイトのスキーマの
接頭辞を置き換えます。 

A. データソース構成のコピーを作成します。セカンダリの管理サーバー・ノードで oracle
ユーザーとして次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cp -R /u01/data/domains/domain_name/config/jdbc/ 

/u01/data/domains/domain_name/config/jdbcbackup 

B. プライマリ・サイトのスキーマの接頭辞を確認します。プライマリの管理サーバー・
ノードで oracle ユーザーとして次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd /u01/data/domains/domain_name/config/jdbc/ 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cat SOADataSource-jdbc.xml | grep _SOAINFRA 

<value>SP266974844_SOAINFRA</value> 

接頭辞は_SOAINFRA 文字列の前の値です（この例では SP266974844）。 
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C. セカンダリ・サイトのスキーマの接頭辞を確認します。セカンダリの管理サーバー・
ノードで oracle ユーザーとして次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd /u01/data/domains/domain_name/config/jdbc/ 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cat SOADataSource-jdbc.xml | grep _SOAINFRA 

<value>SP255674113_SOAINFRA</value> 

接頭辞は_SOAINFRA 文字列の前の値です（この例では SP255674113）。 

D. セカンダリ・サイトの初期スキーマの接頭辞をプライマリ・サイトの接頭辞と置き換え
ます。セカンダリの管理サーバー・ノードで oracle ユーザーとして次のコマンドを実行
します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd /u01/data/domains/domain_name/config/jdbc/ find 

/u01/data/domains/domain_name/config/jdbc -name '*.xml' | xargs sed -i 

's/secondary_location_prefix/primary_location_prefix/g' 

以下に例を示します（上で返された値を使用）。 

find /u01/data/domains/domain_name/config/ *.xml | xargs sed -i 's/ 

SP255674113/SP266974844/g' 

 

重要：この時点まで、セカンダリ・サイトの SOA サーバーはコンポジットがデプロイされていない
"空の"SOAINFRA スキーマを参照しており、実行が保留になっているポリシーやフローはありません。
上記の手順に沿ってセカンダリ・ロケーションの JDBC 文字列を更新し、本番と同じスキーマが参
照されるようにしたら、セカンダリ・ロケーションにある SOA サーバーから参照されるデータは本
番のサーバーから参照されていたものと同じになります。フローやコールバックなどの実行が保留
されていた場合は、セカンダリ・ロケーションにあるサーバーを起動すると、処理を完了させるた
めの実行が再開されます。そのため、すでに指摘したように、スタンバイ・データベースをスナッ
プショットに変換する前にプライマリ・サイトでインスタンスの処理をすべて完了させておくこと
が重要です。 

E. クラスタ内の SOACS ノード全体でファイルを共有するために Oracle DBFS を使用してい
る場合は、ローカルの HA dbfs マウントに使用するウォレットと tns 接続文字列を作成し
直す必要があります 10。 

a. セカンダリ・ロケーションの管理サーバーに oracle ユーザーでログインし、
domain_location/dbfs/tnsnames.ora の内容が Data Guard にセットアップしたも
のと同じになるように更新します。tnsnames.ora ファイルがスタンバイの正しい
名前を参照していることを確認してください。 

  

                            
10 Oracle SOACS には、単一のデータセンターのスコープ内で SOA クラスタのすべてのメンバーでファイルを共有するために必要なデフォルトの DBFS

マウント・ポイントが用意されています。この DBFS マウント・ポイントを使用するのは、MFT、B2B、File Adapter などのコンポーネントです。 
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cat /u01/data/domains/maa2_domainbackup/dbfs/tnsnames.ora  
ORCLB = 

(DESCRIPTION = 
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = drDB2a)(PORT = 1521))  
(CONNECT_DATA = 

(SERVER = DEDICATED) 
(SERVICE_NAME = PDB1.secondarydomain.oraclecloud.internal) 

b. ウォレットを作成し直す 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$mv /u01/data/domains/maa2_domain/dbfs/wallet/ 
/u01/data/domains/maa2_domain/dbfs/wallet_orig 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$unset ORACLE_HOME 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]/u01/app/oracle/middleware/oracle_common/bin/mkstore -wrl 
/u01/data/domains/maa2_domain/dbfs/wallet –create 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]/u01/app/oracle/middleware/oracle_common/bin/mkstore -wrl 
/u01/data/domains/maa2_domain/dbfs/wallet –createCredential ORCLB 

primary_location_prefix_DBFS Cloud_Schema_Password11 

c. ウォレットを使って DBFS ディレクトリをマウントし直す 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]fusermount –u /u01/soacs/dbfs_directio [oracle@soacsdr-
jcs-wls-1~]fusermount –u /u01/soacs/dbfs 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/middleware/dbclient/ 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ORACLE_HOME/bin/dbfs_client -o wallet /@ORCLB -o direct_io 
/u01/soacs/dbfs_directio 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ORACLE_HOME/bin/dbfs_client -o wallet /@ORCLB  
/u01/soacs/dbfs 

d. dbfsMount.sh スクリプトを更新する 

サーバー起動時に soacs dbfs ファイル・システムをマウントするときに使用するのはス
クリプト dbfsMount.sh です。このスクリプトは domain_location/dbfs にあります。こ
のスクリプトで使用するエイリアスは、domain_location/dbfs/tnsnames.ora で構成し
たものと同じで、スタンバイを参照している必要があります。もとのスクリプトでは
次のコマンドが使用されています。 

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

このスクリプトを編集し、次のように更新します。 

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

e. セカンダリ・ロケーションの他の SOACS サーバーで a～d の手順を繰返し、
domain_location/dbfs の内容を更新します。 

 

9. スナップショット・スタンバイ・データベースを元のフィジカル・スタンバイ・データベース

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@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$. dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  

                            
11 これは、SOACS サービスを作成するときに指定したパスワードです。 
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DGMGRL> CONVERT DATABASE orclb to PHYSICAL STANDBY; 
Converting database "orclb" to a Physical Standby database, please wait...Oracle 
Clusterware is restarting database "orclb" ... 
Continuing to convert database "orclb" ...Database "orclb" converted successfully 

 

注：スタンバイ・データベースで REDO が適用されるのを待ってから次の手順に進み、DGMGRL を使用して適

切に構成するようにしてください 

10. データベースのスイッチオーバーを実行する 

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@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$. dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  
DGMGRL> switchover to orclb 
Performing switchover NOW, please wait... 
Operation requires a connection to instance "ORCL" on database "orclb"  
Connecting to instance "ORCL"... 
Connected as SYSDBA. 
New primary database "orclb" is opening... 
Oracle Clusterware is restarting database "orcl" ... 
Switchover succeeded, new primary is "orclb" 

 

11. セカンダリ・サイトの Oracle SOACS を検証する 

この時点では、両方のサイトの SOA サーバーから同じスキーマが参照され、セカンダリ・ロケー
ションのデータベースがオープンされています。サーバーを起動し、新しいアクティブ・サイトの
コンポジット・デプロイメントとコンポジット・インスタンス（ある場合）を検証します。 

a. 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。 

a. セカンダリの SOACS インスタンスの Enterprise Manager FMW Control コンソール
にログオンし、クラスタに含まれる両方のサーバーの soa-infra システムを検証し
ます。エンド・ポイント・テストを実行して、正しいシステム動作を確認するこ
とをお薦めします。 

12. 元のサイトにスイッチバックする 

オプションの手順ですが、システムを元の状態に戻す場合は、データベースのスイッチバックを実
行し、プライマリ・ロケーションにある SOA サーバーを再起動します。 

  

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/cloud/sscs/DeployingComposite_Cloud/soa-comp-cloud-deployment.html
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Oracle SOACS DRのライフサイクル手順 

スイッチオーバー 
スイッチオーバー操作では、計画された操作に沿って管理者が 2 つのサイトのロールを元に戻しま
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。
SOACS DR 構成で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. SOACS プライマリ・サイトの管理対象サーバーを停止します。 

Oracle SOACS のドキュメントを使用して、プライマリ・サイトの管理サーバーと管理対象サーバー
を停止します。 

b. 最近、プライマリ SOA/WebLogic ドメインに構成変更を適用した場合は、変更を
必ずスタンバイ・ロケーションに伝播してください（下の"ドメイン構成の変更を
システムに適用する"を参照してください）。 

c. 新しいプライマリ OTD がコンシューマから参照されるようにするために、必要な
DNS 変更を行います。 

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 OTD によって使用されているパブリック IP
を参照するようにファイル・ホスト解決を変更します。 

d. Data Guard Broker を使用してデータベースのスイッチオーバーを実行します。プ
ライマリ・サイトの DBaaS ノードから oracle ユーザーとして以下を実行します。 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$ dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  
DGMGRL> switchover to orclb 
Performing switchover NOW, please wait... 
Operation requires a connection to instance "ORCL" on database "orclb"  
Connecting to instance "ORCL"... 
Connected as SYSDBA. 
New primary database "orclb" is opening... 
Oracle Clusterware is restarting database "orcl" ... 
Switchover succeeded, new primary is "orclb" 

e. 新しい SOACS プライマリ・サイトの管理対象サーバーを起動します。 

Oracle SOACS のドキュメントを使用して、セカンダリ（現在の新しいプライマリ）サイトの管理対
象サーバーを起動します（管理サーバーとノード・マネージャはスタンバイで起動したままにして
おいてかまいません）。 

  

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
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フェイルオーバー 
フェイルオーバーの操作では、プライマリ・サイトが使用できなくなり、管理者がデータベースを
フェイルオーバーし、セカンダリ・サイトで管理対象サーバーを起動します。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・データベースのロールをプライマリ・データベースに移行することができます。これ
は手動フェイルオーバーと呼ばれます。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のスタンバイ・データベースのトランザクションに一貫性があっ
たかどうかによって、データが失われる場合もあれば、失われない場合もあります。SOACS DR 構
成で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。 

a. 新しいプライマリ OTD がコンシューマから参照されるようにするために、必要な
DNS 変更を行います。 

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 OTD によって使用されているパブリック IP
を参照するようにファイル・ホスト解決を変更します。 

b. Data Guard Broker を使用してデータベースのフェイルオーバーを実行します。セ
カンダリの DBaaS ノードで Data Guard Broker を起動します。oracle ユーザーと
して次の手順を実行します。 

 

[oracle@soacsdbB ~]$.  ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  
DGMGRL> failover to orclb 
Performing failover NOW, please wait... 
Failover succeeded, new primary is "orclb" 

 

c. 新しい SOACS プライマリ・サイトの管理対象サーバーを起動します。 

Oracle SOACS のドキュメントを使用して、セカンダリ（現在の新しいプライマリ）サイトの管理対
象サーバーを起動します。 

ドメイン構成の変更をシステムに適用する 
複数のクラウド・データセンター間でファイル・システムを同期することはできないため、WLS ド
メインの構成変更は自動的にセカンダリ・サイトに伝播されません（標準的なオンプレミスのアク
ティブ-パッシブ DR デプロイメントでは自動的に伝播されます）。両方のロケーションで同じ構成
（ear デプロイメント、WLS ドメイン構成、デプロイメント・プランなど）を維持するための手段
として使用できる方法はおもに次の 2 つがあります。それぞれを適用できるかどうかは、この“ファ
イル・システムの中身”の構成が変更される頻度によって決まります。 

a) ドメイン構成が頻繁に変更されない Oracle SOACS の場合（なお、コンポジット・デプ
ロイメント、ドメインと WSM のポリシー、MDS はデータベースに格納されるため、
これらの更新はドメイン構成の変更には該当しません）は、構成変更を手動で 2 回（本
番で 1 回、スタンバイで 1 回）適用することを推奨します。 

  

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
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b) 定期的にファイル・システムの構成が変更される Oracle SOACS の場合は、Data Guard
で構成を同期するときに Oracle Database File System を使用できます（Oracle DBFS は、
データベースに格納されているデータのファイル・システム・ビューを提供します）。
構成のレプリケートに Oracle DBFS を使用すると、セットアップ、ディスク領域の割当
て、ライフサイクルの観点で影響があるため、構成変更をかなり頻繁にレプリケート
することが絶対に必要な場合にのみ Oracle DBFS を使用することを推奨します。Oracle 
DBFS 以外にも、サイト間で直接 rsync を行うなどの代替手段がありますが、その場合
は、コピー時にトランザクションを制御できない、コピー操作中に障害が発生した場
合にドメイン構造が壊れる可能性がある、といった別のリスクが現出します。 

2 つの方法については、以下に説明します。 

a) ドメインの構成変更を両方のサイトで繰り返し行う方法 

ファイル・システムの構成が同期された状態に維持するには、以下の手順に従って両方のサイトで
構成変更を繰り返し実行します。 

A. 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 SOACS 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。 

B. 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 12 

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@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$ dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  
DGMGRL> CONVERT DATABASE orclb to PHYSICAL STANDBY; 
Converting database "orclb" to a Physical Standby database, please wait... 
Oracle Clusterware is restarting database "orclb" ... 
Continuing to convert database "orclb" ... 
Database "orclb" converted successfully 

C. セカンダリ・サイトの管理サーバーを起動する（起動していなかった場合） 

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。
プライマリ・サイトも稼働したままになっていると、保留中のフローやコールバックがあった
場合、起動された SOA 管理対象サーバーによってそれらが再開/リカバリされて重複につながる
可能性があるためです。 

  

                            
12 SOA と Oracle Secure Backup の構成アーティファクトを減らした数に変更する場合、変更を適用するためにはサーバーが稼働していることが必要

になる可能性があります。この場合、管理対象サーバーのスイッチオーバーと起動が必要になります。該当するアーティファクトは、それぞれの製

品ドキュメントで確認してください。 

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/java-cloud/jscug/shutting-and-starting-server-processes.html#GUID-BD5190E0-5DE4-454E-BAD3-E889C575D432
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D. セカンダリ・サイトで構成変更を繰り返します。 

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 SOACS 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。この変更では、データベースに含まれる構成は変更せず、WLS ドメイン構成
またはアプリケーション・デプロイメント（ear デプロイメントを除く）のみを変更する必要が
あります。データベースの内容の変更は、次の手順でデータベースをフィジカル・スタンバイ
に戻したときにプライマリによって上書きされます。 

E. 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。 

DGMGRL> CONVERT DATABASE orclb to PHYSICAL STANDBY; 
Converting database "orclb" to a Physical Standby database, please wait... 
Oracle Clusterware is restarting database "orclb" ... 
Continuing to convert database "orclb" ... 
Database "orclb" converted successfully 

 

b) Oracle DBFS を使用して構成を伝播する方法 

Oracle Database File System では、データベースの機能を使用してファイルを格納し、リレーショ
ナル・データを管理し、どのオペレーティング・システムからでもアクセスできる標準のファイ
ル・システムとして公開します。Oracle Database File System は、データベース表に格納されてい
るファイルおよびディレクトリの上位に標準のファイル・システム・インタフェースを作成します。
Oracle DBFS は、ローカル・ファイル・システムのように見える共有ネットワーク・ファイル・シ
ステムを提供する点で NFS に似ています。NFS と同様に、Oracle DBFS を実行するにはサーバー・
コンポーネントとクライアント・コンポーネントの両方が必要です。 

Oracle Cloud データセンター間のファイル・レプリケーションは制限されているため、Oracle DBFS
を Oracle Data Guard と併用してプライマリ・サイトからセカンダリ・サイトにファイルをコピーす
ることができます。システムのライフサイクル中にドメイン・ファイル・システムの更新が頻繁に
ある場合は、Oracle DBFS を使用して WLS ドメイン構成をサイト間でレプリケートできます。ただ
し、SOACS ドメインの構成を DBFS マウント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ってしまうためです（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）。なお、SOACS DR ソ
リューションの各サイトには、クラウド識別ドメインへの参照と JDBC 接続文字列のローカル DB
サービスへの参照が含まれるため、この設計では SOACS WebLogic ドメイン構成を"そのまま"コ
ピーできないことに注意してください。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。この方法の場合、プライマリ・サイトのドメイン構成のコピーがあるディレクトリは、
スタンバイ・ロケーションの Data Guard で最新の状態に維持されます。このディレクトリは、DB
が読取り専用モード（このホワイト・ペーパーで紹介している手順のデフォルト）でオープンされ
るか、スナップショット・スタンバイに変換されるか、スイッチオーバーまたはフェイルオーバー
が実行されるまで、スタンバイ・サイトでは使用できません。スナップショットへの変換を行うと、
DBFS ファイル・システムを書込み用としてもマウントできるようになりますが、セカンダリ・ロ
ケーションの SOA サーバーが（偶発的に、または再起動により）起動されることがなくなるわけで
はないため、重複が発生し、プライマリ・ロケーションですでに処理された作業がもう一度実行さ
れる可能性がある点に注意が必要です。とはいえ、セカンダリ・ロケーションのサーバー全体の起
動とテストを定期的に実行し、構成とデプロイメントが正しくレプリケートされること、およびク
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ラウド識別ドメインと JDBC 接続文字列が正しく置き換えられることを確認することを推奨します。
これは、スイッチオーバーを実行するか、2 次データベースをスナップショット・スタンバイに変
換することで実行できます。この最後のケースでは、処理が重複して実行されないようにするため
に、まずプライマリ・データベースから保留中の SOA 作業（これには、保留中の非同期呼出しと
JMS メッセージが含まれます）を“完全になくす”ことを推奨します。完全になくすということは、
新たに着信するリクエストがブロックされ、保留中のメッセージがすべて処理されるか完了するま
で待機することを意味する場合があります。 

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 directory/servers/admin_server_name/upload の下）に、デプロイしたファ
イルが配置されるようにすることを推奨します。このようにすると、DBFS コピー・スクリプトに
そのドメイン・ディレクトリを含めるだけで、これらのファイルがコピーされるようになります。 

要約すると、ドメイン構成の同期に Oracle DBFS を使用する場合は次の手順が必要となります。 

1. Oracle DBFS をセットアップし、適切なマウント・ポイントを作成する 

2. ドメイン構成を置き換えるスクリプトを作成する 

3. ドメインのコピーを有効化する（方法は、手動で実行するか、cron ジョブを構成するか
のいずれかです）13 

以下のサブセクションで、各手順について詳しく説明します。 

Oracle DBFS をセットアップし、適切なマウント・ポイントを作成する 

DBFS マウント・ポイントへのアクセス権を持つ各ファイル・システム中間層コンピュータで、
dbfs_client と呼ばれるクライアント・コマンドライン・インタフェースを実行します。
dbfs_client を使用すると、ネットワーク上のどのホストでもデータベースにファイルをコピーした
りデータベースからファイルをコピーしたりできます。DBFS は Oracle Database インストールの一
部で、マウント・ポイントにアクセスするノードには fuse（FileSytem in Userspace）が必要です。
リスト表示やコピーのような単純なファイル・システム・コマンドを、シェル・ユーティリティと
同様の方法で実装しています。SOACS 12.2.1.2 VM にはすでに dbfs_client と fuse がインストー
ルされています。その場合は、下の“データベース・クライアントをインストールする”と“FUSE をイ
ンストールする”手順はスキップできます。残りの手順は 12.1.3 と 12.2.1.2 の SOACS の両方に適用
されます。SOACS 12.2.1.2 VM にデフォルトで作成される DBFS マウント・ポイントとクライアント
構成は、MFT、B2B および File Adapter の場合に使用されます（共通のマウント・ポイントを SOA
クラスタのメンバー間で共有するため）。パフォーマンスと管理の独立性を維持するために、サイ
ト間のドメイン・レプリケーションに使用する dbfs マウント・ポイントは、/u01/soacs の下のデ
フォルト DBFS マウント・ポイントとは別に構成してマウントします。こうすることで、システム
の実行時動作が構成操作によって妨げられることが確実になくなります（たとえば、このように分
離しておくと、クラスタのファイル・アダプタによるファイル処理に影響を及ぼすことなく、DBFS
構成ディレクトリをアンマウントできるようになります）。そのため、（下の手順で構成する） 

  

                            
13 SOACS クラスタ内の別のノードにあるファイルのうち domain/config ディレクトリの下に存在しないファイルに適用した変更は、該当するノード

に手動で同期する必要があります。このホワイト・ペーパーで説明した Oracle DBFS を使用する方法では、管理サーバー・ノードにのみドメイン構

成がレプリケートされます。 
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/u02/dbfs の下に“構成”用の DBFS マウント・ポイントができ、（SOACS システム作成時に自動的に
作成/構成される）/u01/soacs の下に“実行時”用の DBFS マウント・ポイントができます。前述した
ように、独立性を確保するために、それぞれが異なる tnsnames.ora と sqlnet.ora 構成を使用します。 

データベース・クライアントをインストールする 

Oracle SOACS 12.1.3 システムの場合は、次の手順に沿って必要なバイナリとライブラリをインス
トールします。別の中間層コンピュート・ノードで、必要な VNC アクセスの構成が済んでいるもの
とします。この構成は、Oracle インストーラを実行する際に必要となります。SOACS マシンの読取
り/書込み可能なディレクトリに、oracle ユーザーで Oracle Client ソフトウェアをダウンロードしま
す（例：/u01/install/）。Oracle Client ソフトウェアは、Oracle eDelivery14からダウンロードできま
す。SOACS VM のブラウザを使用すると、SOACS インスタンスに直接ソフトウェアをダウンロード
することができます。各 SOACS ノードで oracle ユーザーとして次の手順を実行します（OTD ノー
ドで実行する必要はありません）。 

Grid Infrastructure ソフトウェアを解凍します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd /u01/install 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ unzip V46097-01.zip 

インストーラを起動する（opc ユーザーで起動した VNC セッションへの xhost +を必ず許可してく
ださい）： 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ cd client/  
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]$ runInstaller & 

インストール時には次のオプションを選択します。 

Install Type： Administrator 

Oracle Base： /u01/app/oracle 

Software Location： /u01/app/oracle/product/12.1.0/client_1 

Inventory Location： /u01/app/oracle/client_oraInventory  

Ignore スワップ領域のプレチェックは無視します 

FUSE をインストールします。 

各 SOACS ノードで opc ユーザーとして次の手順を実行します（OTD ノードで実行する必要はあ
りません） 

[opc@soacsdr-jcs-wls-1~]$ sudo usermod -a -G fuse oracle  
[opc@soacsdr-jcs-wls-1~]$ sudo yum install fuse-devel -y  
Loaded plugins: refresh-packagekit, security 
Setting up Install Process 

…  
Complete! 

  

                            
14 一部のロケーションでは、適切な SSO ホスト名解決がなければ eDelivery にログインできないことがあります。ほとんどの場合、コンピュート・

ノードの/etc/hosts に 209.17.4.8 login.oracle.com を追加することでログインできるようになります。 

https://docs.oracle.com/cd/E80594_01/jcs_gs/JSCUG/GUID-8F5B7EC4-38C8-4C0E-B111-5AB5FE967989.htm#JSCUG-GUID-8F5B7EC4-38C8-4C0E-B111-5AB5FE967989
https://edelivery.oracle.com/
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DBaaS ノードで必要な表領域とデータベース・ユーザーを作成します。 

プライマリ DBaaS ノードで oracle ユーザーとして以下の手順を実行します（必要なデータファ
イルは Data Guard によって自動的にスタンバイに伝播されます 15） 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$ sqlplus -s sys/${passwd}@${A_DBNM} as sysdba <<EOF  
alter session set container=pdb1; 
create tablespace tbsdbfs datafile '/u02/app/oracle/oradata/tbsdbfs01.dbf' size 1G 
autoextend on next 100m; 

create user soadbfs identified by soadbfs default tablespace tbsdbfs quota 
unlimited on tbsdbfs CONTAINER=CURRENT; 

grant connect, create table, create procedure, dbfs_role to soadbfs; 
EOF 

Oracle DBFS にファイル・システムを作成する 

プライマリ DBaaS ノードで oracle ユーザーとして以下の手順を実行します。 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$ sqlplus -s sys/${passwd}@${A_DBNM} as sysdba <<EOF  
alter session set container=pdb1; 
connect soadbfs/soadbfs@pdb1; 
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbfs_create_filesystem.sql tbsdbfs dbfs;  
EOF 

中間層での dbfs クライアント・アクセス用に Oracle Wallet を追加する: 

DBFS ストアは dbfs_client プログラムを使用してマウントします。dbfs_client プログラムは、ファ
イル・システムがアンマウントされるまで何も返しません。マウント操作中にもっとも安全な方法
でパスワードを指定するためと、dfbs_client をバックグラウンドで実行するために、Oracle Wallet
が必要です。必要なウォレットを作成するために、次の手順を実行します。 

a) ウォレット用のディレクトリを作成します。以下に例を示します。 

[oracle@soacsdb ~]$ mkdir –p $ORACLE_HOME_DBFS16/oracle/wallet 

b) 自動ログイン・ウォレットを作成します。 

/u01/app/oracle/middleware/oracle_common/bin/mkstore -wrl 
$ORACLE_HOME_DBFS/oracle/wallet -create 

c) クライアントの sqlnet.ora ファイルにウォレットの場所を追加し、ウォレット・オー
バーライドを設定します。 

[oracle@soacsdb ~]$ cat >> $ORACLE_HOME_DBFS/network/admin/sqlnet.ora <<EOF 
WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY = 
$ORACLE_HOME_DBFS/oracle/wallet) ) )  
SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE 
EOF 

  

                            
15 ほとんどの場合、1 GB あればログ・ファイル以外のドメイン構成を十分にホストできます。ただしこの表領域は、tmp や logs などもレプリケー

ションに含めるかどうかによって、拡大することが必要になる場合があります。 
16 ORACLE_HOME_DBFS は、中間層の dbfs_client インストール・ディレクトリを参照します。12.2.1.2 SOACS の場合、これは 

/u01/app/oracle/middleware/dbclient の下に存在します。 
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d) 資格証明を作成します。 

/u01/app/oracle/middleware/oracle_common/bin/mkstore -wrl wallet_location - 
createCredential db_connect_string username password 

以下に例を示します。 

[oracle@soacsdb ~]$ /u01/app/oracle/middleware/oracle_common/bin/mkstore -wrl 
$ORACLE_HOME_DBFS/oracle/wallet/ -createCredential PDB1 soadbfs soadbfs 

DB ノードから中間層に tnsnames.ora ファイルをコピーする 

opc ユーザーに対して ssh がセットアップされているため、中間層ノードの tmp フォルダにファイ
ルを安全にコピー（scp）してから、中間層のデータベース・クライアントの ORACLE_HOME に
ファイルを移動します。 

DBaaS ノードから次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsddb ~]scp -i ssh_key_file.ppk $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora 
opc@maa-jcs-wls-1:/tmp/ 

中間層ノードから次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] cp /tmp/tnsnames.ora $ORACLE_HOME_DBFS/network/admin/ 

SOACS 管理ノードにマウント・ポイントを作成する 

SOACS ノードで root として次のコマンドを実行します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] mkdir /u02  
[root@soacsdr-jcs-wls-1~] chown oracle:oracle /u02 

oracle ユーザーの DBFS 用シェル環境を更新する 

管理サーバーSOACS ノードで oracle ユーザーとして次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] cat >> $HOME/.bash_profile <<EOF  
export ORACLE_HOME=$ORACLE_HOME_DBFS 
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME_DBFS/lib:$LD_LIBRARY_PATH  
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin 
EOF 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~]. $HOME/.bash_profile 

上記の手順を実行し、dbfs_client コマンドで DBFS ファイル・システムをマウントできる状態にす
る必要があります。また、マウントするための fstab にこのファイル・システムを追加し、ノード
のブート操作にこれを含める必要があります。fstab にファイル・システムを追加するために、次の
手順を実行します。 

Oracle DBFS に合わせてシステムを更新する 

a) root ユーザーとして、dbfs_client のユーザーとグループをそれぞれ root と fuse に変更
します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] chown root:fuse $ORACLE_HOME_DBFS/bin/dbfs_client 

b) dbfs_client の setuid ビットを設定し、このユーザーとグループのみに実行権限を制限
します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] chmod u+rwxs,g+rx-w,o-rwx $ORACLE_HOME_DBFS/bin/dbfs_client 
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c) dbfs_client へのシンボリック・リンクを"mount.dbfs"として/sbin に作成します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] ln -s $ORACLE_HOME_DBFS/bin/dbfs_client /sbin/mount.dbfs 

d) DBFS クライアントを実行している root ユーザーを fuse グループに追加します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] usermod -a -G fuse root 

e) user_allow_other パラメータを fuse 構成ファイルに含めます。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] echo “user_allow_other” >> /etc/fuse.conf 

f) 必要なライブラリをユーザー環境に追加します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] echo “$ORACLE_HOME_DBFS/lib” >> 
/etc/ld.so.conf.d/usr_local_lib.conf 

g) root ユーザーのシェルにも、必要なライブラリを追加します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] cat >> /root/.bash_profile <<EOF  
export ORACLE_HOME=$ORACLE_HOME_DBFS 
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME_DBFS/lib:$LD_LIBRARY_PATH  
EOF 

h) 動的なロード可能ライブラリ・キャッシュをロードし直します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] ldconfig 

i) 必要な DBFS 行を/etc/fstab に追加します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] cat >> /etc/fstab<<EOF 
/sbin/mount.dbfs#/@PDB1 /u02 fuse rw,allow_other,noauto 0  
EOF 

注：root 以外のユーザーによるファイル・システムへのアクセスを許可する allow_other フ
ラグを確認してください。 

j) root ユーザーは、Linux の標準の mount コマンドを使用して DBFS ファイル・システム
をマウントできます。以下に例を示します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] mount /u02 & 

ノードの再起動時に Oracle DBFS をマウントするために必要な cron を追加する 

現在のところ、FUSE では automount はサポートされていません。中間層のノードの再起動
時に DBFS ポイントがマウントされるようにするために、次の手順を実行します。 

a) 再起動用の cron ジョブを作成します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~] cat >>dbfsmountcron.sh << EOF echo "@reboot 
/root/mount_dbfs.sh" > mycron 
crontab mycron  
rm mycron 
EOF 

b) 再起動時にマウントする cron ジョブを有効化します。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~]chmod +x ./dbfsmountcron.sh  
[root@soacsdr-jcs-wls-1~]./dbfsmountcron.sh 
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c) /root/mount_dbfs.sh という名前のマウント・スクリプトを作成し、次の内容を入力し
ます。 

[root@soacsdr-jcs-wls-1~]cat >> /root/mount_dbfs.sh <<EOF 
#!/bin/bash 
export MOUNT_PATH=/u02  
mkdir -p \$MOUNT_PATH 
if mountpoint -q \$MOUNT_PATH ; then  
echo "DBFS is already mounted"  
exit 
fi 
if ! grep -q "^fuse\b.*\b\${USER}\b" /etc/group ; then  

echo "\${USER} user not a member of the fuse group"  
exit 

fi 
#Include a latency of 1 minute minimum for network and system to be ready for the 
DB connnection 

sleep 60 
. /root/.bash_profile  
mount \$MOUNT_PATH &  
EOF 
 
[root@soacsdr-jcs-wls-1~] chmod 755 /root/mount_dbfs.sh 

 

このようにすると、VM が再起動されるたびにスクリプトが実行され、DBFS マウントが有効化され
ます。DB の更新は Data Guard で伝播されるため DB の更新を伴う手順は除外しますが、それ以外
のここまでの手順はすべて、スタンバイの WebLogic 管理サーバー・ノードでも同じように実行す
る必要があります（Data Guard のセットアップのセクションで示した手順を使用すると、デフォル
トでは DBFS マウント・ポイントが読取り専用モードで使用可能になります）。 

 

ドメイン構成をコピーして置き換えるスクリプトを作成する。任意で cron ジョブを有効化する 

 

ドメイン構成をコピーして置き換えるスクリプトの目的は、WebLogic ドメイン構成をプライマリ
・ロケーションの DBFS ステージ・ディレクトリにコピー（rsync を使用）することと、ステージ・
ディレクトリの内容をセカンダリ/スタンバイ・システムの WebLogic ドメイン・ディレクトリにコ
ピー（rsync を使用）することです。このスクリプトでは、各サイトのデータソースの接続文字列
と Cloud 識別ドメインの名前の“マッピング”（置換）も行われます。スクリプトは両方のサイトで
使用されるため、いずれか一方をプライマリ・ロールとみなして他方に構成をレプリケートするこ
とができます。スクリプトは、制御された方法で手動実行することも、cron ジョブを使用して定期
的に自動実行することもできます。手動アプローチと“cron 化”アプローチのどちらのほうが各ケー
スに適しているかは、構成変更が適用される頻度と規模によって異なります。推奨される頻度は、
各システムのライフサイクル（新しいデプロイメントや構成変更が適用される頻度）によって変わ
ります。構成のコピーを“cron 化”し、大きなファイルが変更に含まれない場合は、rsync と Data 
Guard で伝播が迅速に行われ、あらゆるものがわずかな時間差でプライマリ・ロケーションからセ
カンダリ・ロケーションに送信されます。ただし、（非常に大きいファイルがいくつかあることや
関係するファイルが多数あることが原因で）rsync コピーに長い時間がかかる場合、スタンバイの
cron によってさまざまなものがセカンダリ・ドメインのロケーションに移動されているある時点に
おいては、構成変更の一部しかプライマリの DBFS ステージ・ディレクトリに“適用”されていないと
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いう事態が発生する恐れがあります。その時点でプライマリ・ノードがクラッシュすると、スタン
バイ・ドメインの構成が無効または一貫性のない状態になる可能性があります。このような事態は
異なる方法で回避できます。1 つは、--delay-updates を使用して rsync コピー操作をより“アトミッ
ク”にする方法です（そのためには、更新されたファイルごとに一時ファイルを作成し、送信が終了
するまで 1 つのディレクトリに保持するようにします。終了時には、すべてのファイルが間断なく
しかるべき名前に変更されます）。2 つ目は、rsync を使用して別の中間フォルダにコピーし、そこ
から tar ファイルを作成し、この tar ファイルを Oracle DBFS の場所にコピーしてからスタンバイに
抽出する方法です。いずれの方法の場合も、必要な領域が増加します。これらの方法を利用できる
かどうかは、構成変更の種類とデプロイメントの頻度によって異なります。下のスクリプトは、“通
常”のファイルのコピーにデフォルトの方法を使用する例を示しています。このスクリプトでは
delay-update オプションがコメント・アウトされており、ドメインのサイズが原因でコピー操作に
長時間かかる場合には有効化することができます。スクリプトを拡張して 2 行追加するだけで、tar
を使用する方法にすることもできます。このスクリプトを使用する場合は sudoers を更新する必要
があります（まだ Oracle DBFS が起動していない場合は、oracle ユーザーを使用して DBFS ポイント
をマウントします）。そのため、プライマリとスタンバイの両方で root として、/etc/sudoers ファ
イルに次の行を追加する必要があります。 

 

oracle ALL=NOPASSWD:/bin/mount,/bin/umount,/root/mount_dbfs.sh 

 

また、このスクリプトでは、ステータス情報を取得するために、各中間層サイトからリモート・
データベースにアクセスする必要があります。DBaaS ノードのセキュリティ構成に次の更新を適用
する必要があります。プライマリ・ロケーションで、スタンバイ中間層のパブリック IP を使用して
セキュリティ IP リストを更新します。 

 

タイプ 名前 オプション 値 
セキュリティIPリスト soacsdbB IPリスト セカンダリSOACS管理サーバーの

ノードのパブリックIPを追加 

プライマリSOACS管理サーバーの

ノードのパブリックIPを追加 

 

セカンダリ・ロケーションで、プライマリ中間層の IP を使用してセキュリティ IP リストを更新します。 

 

タイプ 名前 オプション 値 
セキュリティIPリスト soacsdb IPリスト プライマリSOACS管理サーバーの

ノードのパブリックIPを追加 

セカンダリSOACS管理サーバーの

ノードのパブリックIPを追加 
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サンプル・スクリプトは OTN からもダウンロードできます。最初のセクションの変数は、それぞれ
の環境やサービスに合わせて変更してください。 

 
#!/bin/bash 
#dbfscopy.sh 
### Description:File to copy WLS configuration using DBFS and Dataguard across data centers 
### Detects if middletier is pointing to primary or standby database. 
### If pointing to primary, copies WLS domain configuration from the WLS domain directory to the 
### dbfs mount point. 
### If pointing to secondary, converts DB to snapshot, copies WLS domain configuration from dbfs 
### mountpoint to WLS domain directory, replaces Cloud identity domain information for standby 
### and reverts database to standby. 
 
 
#The following provides an example of the environment variables settings in the primary location 
based on the provisioned example used in previous sections: 

#export WLS_DOMAIN_NAME=soacsdr-jcs_domain 
#export ADMIN_SERVER_NAME=soacsdr-jcs adminserver 
#export REMOTE_IDENTITY_DOMAIN=domaina 
#export LOCAL_IDENTITY_DOMAIN=domainb 
#export LOCAL_DB_NODE=soacsDB 
#export REMOTE_DB_NODE=soacsDBb 
#export DBFS_MOUNT_PATH=/u02 
#export DBFS_FILE_SYSTEM=/u02/soadbfs 
#export SYS_USERNAME=sys 
#export SYS_USER_PASSWORD=Acme1234# 
#export TNS_IDENTIFIER=PDB1 
#export DB_TNS_IDENTIFIER=orcl 
#export REMOTE_DB_IDENTIFIER=orclb 
#export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/tools/12.1.0/client_ADMIN/ 
#export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH 
#export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin 
 
#The following provides an example of the environment variables settings in the secondary location 
based on the provisioned example used in previous sections: 

#export WLS_DOMAIN_NAME=soacsdr-jcs_domain 
#export ADMIN_SERVER_NAME=soacsdr-jcs adminserver 
#export REMOTE_IDENTITY_DOMAIN=domainb 
#export LOCAL_IDENTITY_DOMAIN=domaina 
#export LOCAL_DB_NODE=soacsDBb 
#export REMOTE_DB_NODE=soacsDB 
#export DBFS_MOUNT_PATH=/u02 
#export DBFS_FILE_SYSTEM=/u02/soadbfs 
#export SYS_USERNAME=sys 
#export SYS_USER_PASSWORD=Acme1234# 
#export TNS_IDENTIFIER=PDB1 
#export DB_TNS_IDENTIFIER=orclb 
#export REMOTE_DB_IDENTIFIER=orcl 
#export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/tools/12.1.0/client_ADMIN/ 
#export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH 
#export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin 
 
 
export WLS_DOMAIN_NAME=your_weblogic_domain_domain 
export ADMIN_SERVER_NAME=your_weblogic_administration_server_name  
export REMOTE_IDENTITY_DOMAIN=your_peer_cloud_identity_domain  
export LOCAL_IDENTITY_DOMAIN=your_local_cloud_domain 
export LOCAL_DB_NODE=your_local_db_node_name export REMOTE_DB_NODE=your_peer_db_node_name  
export DBFS_MOUNT_PATH=your_dbfs_mount_point 
export DBFS_FILE_SYSTEM=path_to_your_dbfs_file_system  
export SYS_USERNAME=your_DB_sys_user_name 
export SYS_USER_PASSWORD=your_DB_sys_user_password  
export TNS_IDENTIFIER=tns_names_for_dbfs_pdb export DB_TNS_IDENTIFIER=tns_names_for_local_db 

http://download.oracle.com/otn/other/dbfscopy.sh


 

35 | Oracle SOA Cloud Serviceでのディザスタ・リカバリ 

export REMOTE_TNS_IDENTIFIER=tns_names_for_remote_db  
export ORACLE_HOME=your_client_db_installation_home  
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH  
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin 
 
export db_type=$(  
echo "set feed off  
set pages 0 
select database_role from v\$database;  
exit 
" | sqlplus -s $SYS_USERNAME/$SYS_USER_PASSWORD@$DB_TNS_IDENTIFIER "as sysdba" 
) 
 
 
convert_to_snapshot(){ 
echo "*********************************************CONVERSION TO 
SNAPSHOT*********************************************" 

echo "Converting to snapshot..." 
 
#We connect dgmgr to remote DB since that would be primary  
export conversion_result=$( 
dgmgrl ${SYS_USERNAME}/${SYS_USER_PASSWORD}@${REMOTE_TNS_IDENTIFIER} "convert database 
'${DB_TNS_IDENTIFIER}' to snapshot standby" 

) 
if [[ $conversion_result = *successful* ]]  
then 
echo "DB CONVERTED TO SNAPSHOT." 
return 1  

else 
echo "DB CONVERSION FAILED.CHECK DATAGUARD STATUS." 
return 0  

fi 
 
} 
convert_to_standby(){ 
 
echo "Converting to standby..." 
#We connect dgmgr to remote DB since that would be primar export conversion_result=$( 
dgmgrl ${SYS_USERNAME}/${SYS_USER_PASSWORD}@${REMOTE_TNS_IDENTIFIER} "convert database 
'${DB_TNS_IDENTIFIER}' to physical standby" 

) 
if [[ $conversion_result = *successful* ]] 
then 
echo "DB CONVERTED TO STANDBY." 
return 1  

else 
echo "DB CONVERSION FAILED.CHECK DATAGUARD STATUS." 
return 0  

fi 
echo "*********************************************CONVERSION TO SNAPSHOT MODULE 
COMPLETE*********************************************" 

} 
 
run_in_primary(){ 
echo "*********************************************SYNC IN 
PRIMARY*********************************************" 

echo "Rsyncing from domain dir to dbfs mount..." 
 
#Optional backup of configuration 
#cp -R $DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN $DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_backup"\$(date '+%d-%m-%Y- 

%H-%M-%S')" 
#Sync to DBFS mount 
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#This approach skips the managed server domain directories.It reduces the footprint of the 
remote sync 

#but it also requires additional selected syncs (included belllow) and the recreation of the 
security/encrupted password 

 
#rsync -avz --exclude 'servers' --exclude 'tmp' /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/ 
$DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME 
 
 
#This approach includes all contents (including logs) which is easier but causes more 

overhead rsync -avz --exclude 'dbfs' --exclude 'servers/*/logs' --exclude 
'servers/*/data/nodemanager/*.lck' --exclude 'servers/*/data/nodemanager/*.pid' --exclude 

'servers/*/data/nodemanager/*.state' --exclude 'tmp' /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/ 
$DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME  
 
echo "RSYNCING COMPLETE." 
 
echo $(date '+%d-%m-%Y-%H-%M-%S') > $DBFS_FILE_SYSTEM/last_primary_update.log 
 
#The following 2 steps are only required if the servers directory is excldued 
#1.-We sync upload dir in Admin Server for deployments to be copied over. 
#echo "ALSO COPYING DEPLOYMENTS..." 
#mkdir -p $DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload 
#rsync -avz --delete /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload/ 
$DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload 
#echo "DEPLOYMENTS COPY COMPLETE" 
 
#2.-We sync Admin Server boot.properties to avoid having to alter the local NM and other 

local encrypted files. 
#echo "COPYING BOOT PROPERTIES FOR ADMIN..." 
#rsync -avz /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/security/ 
$DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/security/ 
#rsync -avz --delete /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload/ 
$DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload 
#echo "BOOT PROPERTIES COPY COMPLETE" 
echo "*********************************************SYNC IN PRIMARY MODULE 

COMPLETE*********************************************" 
} 
 
run_in_secondary(){ 
echo "*********************************************SYNC IN 
SECONDARY*********************************************" 
#Optional backup of configuration 

#mkdir -p /u01/data/domains/backup 
#cp -R /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN /u01/data/domains/backup_"$(date '+%d-%m-%Y-%H-%M-%S')" 
#Sync from DBFS mount 
echo "Rsyncing from dbfs mount to domain dir..." 
 
#This approach skips the managed server domain directories.It reduces the footprint of the 

remote sync 
#but it also requires additional selected syncs (included belllow) and the recreation of the 

security/encrupted password 
#rsync -avz --exclude 'servers' --exclude 'tmp' $DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/ 
/u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/ 
 
#This approach includes all contents (including logs) which is easier but causes more 

overhead rsync -avz --exclude 'tmp' $DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/ 
/u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/  
 
echo "RSYNCING COMPLETE." 
 
echo $(date '+%d-%m-%Y-%H-%M-%S') > 
/u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/last_secondary_update.log 
 
#The following 2 steps are only required if the servers directory is excldued 
#1.-We sync upload dir in Admin Server for deployments to be copied over. 
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#echo "ALSO COPYING DEPLOYMENTS..." 
#mkdir -p /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload 
#rsync -avz --delete $DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload/ 

/u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/upload/ 
#echo "DEPLOYMENTS COPY COMPLETE." 

 
#2.-We sync Admin Server boot.properties to avoid having to alter the local NM and other 

local encryptions.Alternatively we could copy the 
#echo "COPYING BOOT PROPERTIES FOR ADMIN..." 
#rsync -avz $DBFS_FILE_SYSTEM/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/security/ 

/u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/$ADMIN_SERVER_NAME/security/ 
#echo "BOOT PROPERTIES COPY COMPLETE" 
 
#Replace Cloud Domain and Node 
echo "Replacing cloud identity domain in DB connect strings..." 
#Replacing the cloud identity domain in the logs is an overkil and it may be good to keep 

domain references for roubleshooting 
#The startup.properties for each managed server will also contain a refernece tot he current 

domain, but it will be recreated when servers are started 
cd /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/config/ 
find . -name '*.xml' | xargs sed -i "s/$REMOTE_DB_NODE/$LOCAL_DB_NODE/g" 
find . -name '*.xml' | xargs sed -i "s/$REMOTE_IDENTITY_DOMAIN/$LOCAL_IDENTITY_DOMAIN/g"  
rm  /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/servers/*/data/nodemanager/startup.properties  
echo "REPLACING COMPLETE." 
#An optional restat of the Admin Server may be introduced but it will make sense ume the 

changes.This will make sense or not 
#depending on the frequency of the cron job and whether we wnat to also do snapshot ops or 

other configuration tests while config is replicated 
echo "*********************************************SYNC IN SECONDARY 

COMPLETED*********************************************" 
 
} 
 
check_and_retry_mount(){ 
 
echo "*********************************************CHECK AND RETRY MOUNT POINT IF 
NEEDED*********************************************" 

 
#Check DBFS mount is available 

if mountpoint -q $DBFS_MOUNT_PATH; then 
echo "MOUNT AT $DBFS_MOUNT_PATH IS READY." 

return 1 
 

else 
echo "DBFS Mount point not available.Will try to mount again..."  
sudo umount $DBFS_MOUNT_PATH 
sudo /root/mount_dbfs.sh  
sleep 10 
if mountpoint -q $DBFS_MOUNT_PATH; then  
echo "MOUNT AT $DBFS_MOUNT_PATH IS READY." 
return 1 

 
else 

echo "DBFS Mount point not available even after another try to mount.Check 
your DBFS set up.If the DB does not allow read-only mode, this is expected"  

return 0 
fi 

fi 
echo "*********************************************CHECK AND RETRY MOUNT POINT IF NEEDED 
COMPLETED*********************************************" 

 
} 
 
echo "********************************************STARTING SYCHRONIZATION OF WLS DOMAIN 
CONFIGURATION TRHOUGH DBFS**********************************************" 
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if [[ $db_type = *PRIMARY* ]]  
then 
check_and_retry_mount  
check_and_retry_mount_result=$? 
if [ "$check_and_retry_mount_result" == 1 ]  
then 
echo "Copying data from domain directory to DBFS mount..." 
run_in_primary  

else 
echo "Cannot copy domain configuration data to DBFS." 

fi 
 
elif [[ $db_type = *"PHYSICAL STANDBY"* ]]  
then 
#This step is not needed when using ADG since the standby DB would be in read-only mode. 
convert_to_snapshot 
snapshot_conversion_result=$? 
if [ "$snapshot_conversion_result" == 1 ]  
then 

check_and_retry_mount 
check_and_retry_mount_result=$? 

if [ "$check_and_retry_mount_result" == 1 ] 
then 
echo "Copying data from DBFS mount to domain directory..." 
run_in_secondary 

else 
echo "Cannot copy domain configuration data from DBFS." 

fi 
#We revert the DB to standby 
#This step is not needed when using ADG since the standby DB would be in read-only mode. 
convert_to_standby 
standby_conversion_result=$? 
if [ "$standby_conversion_result" == 1 ]  

then 
echo "Database back to standby mode.When not using ADG may want to umount $DBFS_MOUNT_PATH" 
#Leave mount point in goodstatus if possible  
check_and_retry_mount 

else 
echo "Failed to revert DB to standby.Check Dataguard Status." 

fi 
else 

echo "Failed to convert DB to snapshot.Check Dataguard Status." 
fi 

else 
echo "Either the Database is not a Physical Standby or we are unable to identify the DB's role." 
echo $(date '+%d-%m-%Y-%H-%M-%S') > /u01/data/domains/$WLS_DOMAIN_NAME/last_failed_update.log 

fi 
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先にプライマリ中間層でコピー・スクリプトを手動で実行してから、プライマリとスタンバイの両
方で cron を作成して定期的に実行することを推奨します。ドメインの最初のコピーには少し時間が
かかる場合があります。コピーが完了したら、スタンバイ・ロケーションでも実行し、最初の同期
ポイントとして Oracle DBFS から WebLogic ドメイン・ディレクトリにコピーします。このスクリ
プトは、プライマリ・ロケーションの管理サーバー・ノードの WebLogic ドメイン・ディレクトリ
とセカンダリ・ロケーションの管理サーバー・ノードの WebLogic ドメイン・ディレクトリとの間
で構成を同期します。WebLogic ドメインに含まれるノードに存在するサーバーを起動すると、そ
のドメインに含まれる他のすべてのノードに domain_home/config 以下の構成が自動的にコピーさ
れます。またこれらのノードでは、プライマリから伝播されるセキュリティ情報を使用してドメイ
ンのセキュリティ情報を更新することも必要です。この更新は、サイト間で初めて構成を同期する
ときのみ必要です。このセキュリティ情報を WebLogic 管理サーバー・ノードから SOACS クラスタ
を構成する他の WebLogic 管理対象サーバー・ノードにコピーするために、次の手順を実行します。 

dbfscopy スクリプトが完了したら、セカンダリの WebLogic 管理サーバー・ノードで tar を作成し、
他の管理対象サーバー・ノードにコピーします。 

 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] cd /u01/data/domains/domain_name/security  
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] tar -czvf security.gz * 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] scp -i /ssh_key_file security.gz opc@soacsdr-jcs-wls-2:/tmp 

 

管理対象サーバーのノードで、セキュリティ・ディレクトリを置き換えます。 

 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-2~] cd /u01/data/domains/maa2_domain/security  
[oracle@soacsdr-jcs-wls-2~] mv /u01/data/domains/maa2_domain/security/ 
/u01/data/domains/maa2_domain/securitybackup  
[oracle@soacsdr-jcs-wls-2~] tar -xzvf /tmp/security.gz 

 

このプライマリからセカンダリへの最初のコピーが完了したら、システムの cron リストにスクリプ
トを追加し、定期的に実行されるようにすることができます。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りますので注意してください。 

1) 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。 

2) cron の頻度は、ドメイン・ディレクトリから DBFS ステージ・ディレクトリにデプロイメント
または構成変更をコピーするのに要する最大時間以上の間隔で設定する必要があります。さもなけ
れば、コピー・ジョブが上書きされる可能性があります。 

3) 一貫性が損なわれたりデータが紛失したりする事態を避けるために、コピー・ジョブは構成を
変更するたびに制御された方法で手動実行し、アーティファクトがスタンバイに正しく送信されて
いることを確認することを推奨します。 
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2 つのサイト間で構成を同期するには、まずプライマリの中間層（WebLogic 管理サーバーが稼働し
ているプライマリ・ロケーションの SOACS VM）で dbfscopy.sh スクリプトを実行します。完了し
たら、同じスクリプトをセカンダリの中間層（WebLogic 管理サーバーが稼働しているセカンダ
リ・ロケーションの SOACS VM）で実行します。完了したら、両方のロケーションの構成とデプロ
イメントは同じになっているはずです。構成の変更を有効化するには、スタンバイ・ロケーション
の WebLogic 管理サーバーを再起動する必要があります。カスタマイズの方法とスクリプトの詳し
い説明は、スクリプトのコメントを参照してください。 

Oracle SOACS DR システムのスケーリング 

Oracle SOACS DR サービスではスケーリング操作を実行することができます。スケール・アップす
る場合は、プライマリとスタンバイの両方でコンピュート・ノードのシェイプを変更するだけです。
スケール・アウトする場合は、以下の手順を実行します。 

1. SOA Cloud Service コンソールを使用して、まずプライマリでスケール・アウトを行います。 

2. SOA Cloud Service コンソールを使用して、セカンダリでスケール・アウトを行います。 

3. DBFS コピー・スクリプトを使用して、プライマリからセカンダリに構成を同期します。 

4. 追加した管理対象サーバー・ノードに、管理サーバーからセキュリティ情報をコピーします。 

a. セカンダリの WebLogic 管理サーバー・ノードで tar を作成し、他の管理対象サー
バー・ノードにコピーします。 

[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] cd /u01/data/domains/domain_name/security  
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] tar -czvf security.gz * 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-1~] scp -i /ssh_key_file security.gz opc@soacsdr-jcs-wls-2:/tmp 

b. 管理対象サーバーのノードで、セキュリティ・ディレクトリを置き換えます。 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-2~] cd /u01/data/domains/maa2_domain/security 
[oracle@soacsdr-jcs-wls-2~] mv /u01/data/domains/maa2_domain/security/ 
/u01/data/domains/maa2_domain/securitybackup [oracle@soacsdr-jcs-wls-2~] tar -xzvf /tmp/security.gz 

5. スイッチオーバーを実行し、新しい管理対象サーバーが正しく動作するか確認することを推奨
します。 

Oracle SOACS DR システムをスケール・インする場合は、手順 4 を除き、スケール・アウトと同じ
手順を使用します。 

1. SOA Cloud Service コンソールを使用して、プライマリでスケール・インを行います。 

2. SOA Cloud Service コンソールを使用して、セカンダリでスケール・インを行います。 

3. DBFS コピー・スクリプトを使用して、プライマリからセカンダリに構成を同期します。 
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結論 

SOA Cloud Service 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。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るために、それぞれのローカル・データベースを参照する 2 つの独立した
中間層構成が作成されます。Oracle Cloud でこのディザスタ・リカバリ・ソリューションを使用す
れば、スタンバイのハードウェアとソフトウェア、さらにはリモート・データセンターを所有、管
理するコストや手間が不要になり、同時に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
よりも高い RTO と RPO が得られ、Oracle Cloud ですでに実行されている本番データベースの同期コ
ピーに、本番環境が迅速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、開発およびテストでクローン・データベースを
シードする目的でも使用可能です。 

中間層で効率的な構成レプリケーションを使用することで保守が容易になり、絶え間ない構成レプ
リケーションにより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、異なる同期方法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 - オプション2 

前提条件：プライマリ SOACS システムは存在しない 

この方法では、まず Data Guard をセットアップして検証してから、オプション 1 と同様の手順に
沿って、仮想ホスト名の構成、t3 url の更新、opss 構成のコピーと更新、JDBC 構成のスキーマ接頭
辞の置換えを行います。このオプションでもっとも重要な点は、フィジカル・スタンバイをスナッ
プショットに変換する（オプション 1 での方法）代わりに、スイッチオーバーを実行するところで
す（システムはまだ本番に移行していないため、停止時間の影響はありません）。この方法を採る
場合は次の手順を実行します。 

1. 両方のロケーションに DBaaS をプロビジョニングする 

2. Data Guard をセットアップして検証する 

3. プライマリ・ロケーションに Oracle SOACS をプロビジョニングする 

4. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、プライマリ・サイトのフロントエンド・
アドレスを更新する 

5. t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

6. データベースのスイッチオーバーを実行する 

7. セカンダリ・ロケーションに Oracle SOACS をプロビジョニングする 

8. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、セカンダリ・サイトのフロントエンド・
アドレスを更新する 

9. t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

10. fmwconfig ブートストラップ・アーティファクトをセカンダリ・ロケーションにコピー
し、更新する 

11. データソースのスキーマ接頭辞を置き換える 

12. セカンダリ・サイトで Oracle SOACS を検証する 

13. 元のサイトにスイッチバックする 

 

A. 両方のロケーションに DBaaS をプロビジョニングする 

この作業は、Oracle SOACS のドキュメントに記載されている標準の手順に沿って両方のロケーショ
ンで行います。 

• SSH 鍵を作成する 

• Oracle Storage Cloud Service コンテナを作成する 

• Oracle Database Cloud Service インスタンスの作成 

  

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3ANO%3A%3AP112_CONTENT_ID%2CP112_PREV_PAGE%3A10023
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3A%3A%3AP112_CONTENT_ID%3A13208
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3A%3A%3AP112_CONTENT_ID%3A13209
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B. Data Guard をセットアップして検証する 

前述したオプション 1 のセクション"Data Guard をセットアップして検証する"の手順を実行します。 

C. プライマリ・ロケーションに Oracle SOACS をプロビジョニングする 

この作業は、Oracle SOACS のドキュメントに記載されている標準の手順に沿って行います。サービ
スやインスタンスの名前はセカンダリ・ロケーションでも同じにする必要があるため、これらの名
前を記録してください。 

• SOACS プロビジョニング・ウィザードを実行する 

D. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、プライマリ・サイトのフロントエンド・アド

レスを更新する 

前述したオプション 1 のセクション"フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、プライマリ・
サイトのフロントエンド・アドレスを更新する"の手順を実行します。 

E. t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

前述したオプション 1 のセクション"t3/rmi url を更新する（使用する場合）"の手順を実行します。 

F. データベースのスイッチオーバーを実行する 

プライマリ・データベース・ホストからユーザーoracle で次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env 

[oracle@soacsdb ~]$. dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  

DGMGRL> switchover to orclb 

Performing switchover NOW, please wait... 

Operation requires a connection to instance "ORCL" on database "orclb"  

Connecting to instance "ORCL"... 

Connected as SYSDBA. 

New primary database "orclb" is opening... 

Oracle Clusterware is restarting database "orcl" ... 

Switchover succeeded, new primary is "orclb" 

G. セカンダリ・ロケーションに Oracle SOACS をプロビジョニングする 

この作業は、Oracle SOACS のドキュメントに記載されている標準の手順に沿って行います。サービ
ス名やインスタンス名は、プライマリ・ロケーションと同じものを使用してください。 

• SOACS プロビジョニング・ウィザードを実行する 

H. フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、セカンダリ・サイトのフロントエンド・アド

レスを更新する 

セカンダリ・サイトの OTD インスタンスのパブリック IP を使用して、前述したオプション 1 のセ
クション"フロントエンド OTD の仮想ホスト名を作成し、プライマリ・サイトのフロントエンド・
アドレスを更新する"と同じ手順を実行し、仮想ホストをマップします。 

  

https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/csbcs/using-provisioning-wizard.html#GUID-51392B25-E93A-43C0-B232-96E66A9A7C08
https://docs.oracle.com/cd/E83857_01/paas/soa-cloud/csbcs/using-provisioning-wizard.html#GUID-51392B25-E93A-43C0-B232-96E66A9A7C08
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I. セカンダリ・サイトの t3/rmi url を更新する（使用する場合） 

プライマリと同じクラスタ名を使用して、前述したオプション 1 のセクションのプライマリ・サイ
トの"t3/rmi url を更新する"と同じ手順を実行します。 

J. fmwconfig ブートストラップ・アーティファクトをセカンダリ・ロケーションにコピーし、

更新する 

前述したオプション 1 のセクション"fmwconfig ブートストラップ・アーティファクトをセカンダ
リ・ロケーションにコピーし、更新する"の手順を実行します。 

K. データソースのスキーマ接頭辞を置き換える 

前述したオプション 1 のセクション"データソースのスキーマ接頭辞を置き換える"の手順を実行し
ます。 

L. セカンダリ・サイトで Oracle SOACS を検証する 

前述したオプション 1 のセクション"セカンダリ・サイトで Oracle SOACS を検証する"の手順を実行
します。 

M. 元のサイトにスイッチバックする 

前述したオプション 1 のセクション"元のサイトにスイッチバックする"の手順を実行します。 
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付録B - Data Guardのセットアップ 

プライマリ・サイトのデータベースは、ドキュメントに記載されている Oracle SOACS のセット
アップ手順に沿ってすでにプロビジョニングされています。次の手順を実行して Data Guard を
構成します。 

A. プライマリ・データベースに Grid Infrastructure をインストールする： 

Oracle Grid Infrastructure は、Oracle Data Guard のアプリケーション・フェイルオーバー機能に不
可欠の要素になりました。単一インスタンスの場合は Grid Infrastructure の Oracle Restart 機能を使
用します。 
 
スタンドアロン構成の Oracle Database Cloud Service では Grid Infrastructure はインストールされな
いため、12.1、12.2 または 11.2 の該当するドキュメントの説明に従って手動でインストールする必
要があります。なお、事例で実行した手順は、Grid Infrastructure のインストールと構成が済んでい
ることを前提としたものです。Grid Infrastructure は、DR が正常に機能するために絶対に必要なも
のではありませんが、このドキュメントの手順では、Grid Infrastructure がインストールされている
ことを前提としています。代替コマンドもありますが、掲載はしていません。高速アプリケーショ
ン・フェイルオーバー（FAN）は Grid Infrastructure がなければ機能しません。 

 DBaaS マシンの読取り/書込み可能なディレクトリに、oracle ユーザーで
Oracle Grid Infrastructure ソ フ ト ウ ェ ア を ダ ウ ン ロ ー ド し ま す （ 例 ：
/u02/install/）。Oracle Grid Infrastructure ソフトウェアは、Oracle eDelivery
からダウンロードできます。Oracle DBCS VM のブラウザを使用すると、
DBCS インスタンスに直接ソフトウェアをダウンロードできます 17。 

 Grid Infrastructure ソフトウェアを解凍します。 

[oracle@soacsdb ~]$ cd /u02/install 

[oracle@soacsdb ~]$ unzip linuxamd64_12102_grid_1of2.zip  

[oracle@soacsdb ~]$ unzip linuxamd64_12102_grid_2of2.zip 

 インストーラを起動します。18 

[oracle@soacsdb ~]$ cd grid/  

[oracle@soacdb ~]$./runInstaller & 

 インストール時には次のオプションを選択します。 

1. Install option：Install Oracle Grid Infrastructure Software Only 

2. Language：English* 

3. Oracle ASM Operator：dba 

                            
17 一部のロケーションでは、適切な SSO ホスト名解決が必要な場合があります。ほとんどの場合、コンピュート・ノードの/etc/hosts に 209.17.4.8 

login.oracle.com を追加することでログインできるようになります。 
18 代わりに、グラフィカル環境が必要ないサイレント・インストールを実行することもできます。次のサンプル・レスポンス・ファイルを使用できます。 

Oracle SOACS DR に対応した Grid Infrastructure 12.1.0.2 のサンプル・レスポンス・ファイル 

Oracle SOACS DR に対応した Grid Infrastructure 12.2.0.1 のサンプル・レスポンス・ファイル 

ファイルを解凍してレスポンス・ファイルを抽出してください。ファイルをカスタマイズする手順と Grid のサイレント・インストールを実行するた

めの手順が各ファイルに含まれています。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/grid-12102-simplified-4406581.zip
http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/grid-12201-simplified-4406582.zip
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4. Oracle Base：/u01/app/oracle 

5. Software Installation Location：/u01/app/12.1.0/grid 

インストール時は、特定の前提条件のチェックが失敗しますが、これについ
ては、「Fix & Check Again」をクリックして修正スクリプト（runfixup.sh）
を生成しました。この修正スクリプトを root ユーザーとして実行し、インス
トールの前に必要な手順を完了します。 

» Zeroconf チェックは修正スクリプトを使用して修正します 

また、インストール時には次の 3 つの警告を無視します。 

» スワップ領域の不足 

» NTP（単一インスタンスの場合は不要）（最新の DBaaS 12.2.1.2 のイン
ストールでは表示されません） 

» タスク resolv.conf の整合性 

» 推奨されない oracle base パス（最新の DBaaS 12.2.1.2 インストールの
場合のみ） 

B. プライマリ・データベースで Oracle Restart を構成する： 

 プライマリ・データベース・ホストで、ユーザーoracle として以下を実行し
ます。 

[oracle@soacsdb ~]$ lsnrctl stop listener 

[oracle@soacsdb ~]$ cp $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora \ 

/u01/app/12.1.0/grid/network/admin/listener.ora 

[oracle@soacsdb ~]$ srvctl add listener -listener listener –oraclehome \ 

/u01/app/12.1.0/grid 

[oracle@soacsdb ~]$ srvctl start listener 

事例で実行した手順は、すべてのデータベース・サーバー上のデータベース・リスナーがポート
1521 をリスニングしていることを前提としたものです。 
 

 Oracle Restart でデータベースを構成する：プライマリ・サイトのデータ
ベース・ホスト（appdba）で、ユーザーoracle として以下を実行します。 

[oracle@soacsdb ~]$ srvctl add database -d ORCL -oraclehome $ORACLE_HOME -startoption 

open 

[oracle@soacsdb ~]$ srvctl start database -d ORCL  

[oracle@soacsdb]~$ srvctl status database -d ORCL  

Database is running. 
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C. TCP ソケットの最大サイズを DG の推奨値に設定する： 

注：Oracle Public Cloud のドキュメントに記載されているように、プロビジョニング済みのクラウ
ド・インスタンスへの root アクセスを取得するには、opc ユーザーに接続してから次の sudo コマ
ンドを実行します。 
 
[opc@soacsdb ~]$ sudo -s 

[root@soacsdb ~]$ sysctl -w net.core.rmem_max=10485760  

[root@soacsdb ~]$ sysctl -w net.core.wmem_max=10485760 

インスタンスを再起動しても変更内容が保持されるようにするために、/etc/sysctl.conf ファイルも
編集して変更を反映させます。 

D. Oracle Net19の通信量に合わせて MTU のサイズを設定する 

[root@soacsdb ~]$ ip link set eth0 mtu 1500 

[root@soacsdb ~]$ echo "ip link set eth0 mtu 1500" >> /etc/rc.local 

E. オンライン REDO ログのサイズをアプリケーションにふさわしい値に設定する：
Database Cloud Service にデフォルトで作成される REDO ログのサイズは 1 GB で
したが、テスト用にはこれで十分でした。 

オンライン REDO ログのサイズは次の計算式で求めますが、1 GB 未満にならないようにする必要が
あります。 
 
 1 分あたりのピーク REDO レート x 20 
 
REDO レートは、バッチ処理、四半期末処理、年末処理といったピーク・ワークロード期間中の
AWR レポートから取得できます。平均ではなく、ピーク・ワークロードを使用することが非常に重
要です（平均を使用するとピーク REDO レートがわかりにくくなり、小さすぎる REDO ログがプロ
ビジョニングされる可能性があります）。 

F. スタンバイ REDO ログを作成する 

プライマリ・サイトのデータベース（orcl）で、ユーザーsys として次のコマンドを実行します。 

alter database add standby logfile thread 1 group 4 

'/u04/app/oracle/redo/stbyredo04.log' size 1073742336; 

alter database add standby logfile thread 1 group 5 

'/u04/app/oracle/redo/stbyredo05.log' size 1073742336; 

alter database add standby logfile thread 1 group 6 

'/u04/app/oracle/redo/stbyredo06.log' size 1073742336; 

alter database add standby logfile thread 1 group 7 

'/u04/app/oracle/redo/stbyredo07.log' size 1073742336; 

select * from v$logfile; 

  

                            
19 これが必要なのは一部のクラウド・データセンターのみかもしれませんが、設定する必要がないデータセンターでも副次的な影響はないため、こ

の手順を実行することを推奨します。 
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Oracle MAA のベスト・プラクティスでは、オンライン REDO ログ（ORL）のグループの数より 1 つ
多くスタンバイ REDO ログ（SRL）を作成します。Oracle RAC では、これをスレッドごとに実行す
る必要があります。各スレッドの REDO ログ・グループの数は、次の問合せで確認できます。 
 
select thread#, count(group#) from v$log group by thread#; 

 
SRL は、もっとも大きい ORL と同じサイズで作成する必要があります。グループ番号は ORL と共有
されるため、SRL は大きいグループ番号を使用して作成します。もっとも大きい ORL のサイズと現
時点のもっとも大きいグループ番号を取得するには、次の問合せを実行します。 
 
select max(bytes), max(group#) from v$log; 

 
Oracle MAA ベスト・プラクティスでは、SRL を二重化しません。 
 

G. DB に含まれるすべてのカスタム表領域を暗号化する：Oracle SOACS のデータ
ベースのスキーマはデフォルトですでに暗号化されています。新規の表領域やカ
スタム表領域を DB に追加した場合は、それらも暗号化することを推奨します。 

 

Data Guard のプライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースは、相互に物理的なレプ
リカになっています。クラウドのスタンバイ・データベースの格納データを暗号化する場合は、ま
ずプライマリ・データベースを暗号化する必要があります。Oracle MAA のベスト・プラクティスに
は、Oracle Database 11.220または Oracle Database 12c21の場合に、最短の停止時間で TDE に変換す
るための指針が含まれています。 
 

H. 強制ロギングとフラッシュバック・データベースを有効化し、Oracle MAA 推奨の
データベース・パラメータを設定する： 

プライマリ・サイトのデータベースで、ユーザーsys として次のコマンドを実行します。 

SQL> alter database force logging; SQL> alter database flashback on; 

SQL> alter system set DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET=120 scope=both sid='*'; 

SQL> alter system set remote_login_passwordfile='exclusive' scope=spfile sid='*'; 

SQL> alter system set DB_BLOCK_CHECKSUM=FULL; 

SQL> alter system set DB_BLOCK_CHECKING=MEDIUM; 

SQL> alter system set DB_LOST_WRITE_PROTECT=TYPICAL; 

SQL> alter system set LOG_BUFFER=256M scope=spfile sid='*'; 

  

                            
20 http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-11g-
2531187-ja.pdf 
21 http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-12c-
2537297-ja.pdf 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-11g-2531187-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-12c-2537297-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-11g-2531187-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-11g-2531187-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-12c-2537297-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/tde-conversion-12c-2537297-ja.pdf
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注：DB_BLOCK_CHECKSUM、DB_BLOCK_CHECKING、および DB_LOST_WRITE_PROTECT は 
ブロックの破損防止に役立つパラメータです。保護の観点でメリットがあるため一覧にある設定を
行うことを推奨しますが、DB_BLOCK_CHECKING はパフォーマンスに影響を与える可能性があり、
値を選択するときにはこの点を考慮する必要があります。DB_BLOCK_CHECKING は、値を FALSE に
するとオフになります。 
 
注：LOG_BUFFER を 256 MB に設定すると、オンライン REDO ログからディスク I/O を実行するこ
となく、メモリからの REDO 読取りで非同期 REDO 転送を実行できるようになります。 
 

I. ARCHIVELOG を有効化する： 

SQL> alter system set log_archive_dest_1=  

'location=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST valid_for=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) 

DB_UNIQUE_NAME=orcl22' scope=both sid='*'; 

SQL> shutdown immediate  

SQL> startup mount 

SQL> alter database archivelog;  

SQL> alter database open; 

SQL> alter system archive log current; 

 

J. セカンダリ・サイトに DBaaS インスタンスをプロビジョニングする 

Oracle SOACS のドキュメントに記載されている手順に沿って、スタンバイ・データセンターに必要
なデータベースをプロビジョニングします。 

1. SSH 鍵を作成する 

2. Oracle Storage Cloud Service コンテナを作成する 

3. Oracle Database Cloud Service インスタンスの作成。スタンバイ・
データベースの作成時に使用したパラメータは次のとおりです。 

  

                            
22 ここは、プライマリ・ロケーションの ORACLE_UNQNAME の値にする必要があります。 

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3ANO%3A%3AP112_CONTENT_ID%2CP112_PREV_PAGE%3A10023
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3A%3A%3AP112_CONTENT_ID%3A13208
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785%3A112%3A0%3A%3A%3A%3AP112_CONTENT_ID%3A13209
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システム セカンダリ・サイト 

DBaaSの構成  

Oracle Cloudドメイン domainb 

Oracle Cloudユーザー joe@acme.com 

Oracle Cloudパスワード Acme1234# 

DBCSソフトウェア・バージョン 12c R1 

DBCSソフトウェア・エディション Enterprise Edition High Performance 

DBCSサービス名 soacsdbB 

DBCSシェイプ OC4 

データベース名 orcl23 

プラガブル・データベース PDB1 

DBインスタンス名 orcl24 

DBのバックアップ・コンテナ orclbContainer 

データベース・システムのパスワード 
（すべてのデータベース） 

Acme1234# 

使用可能なデータベース記憶域（GB） 25 

管理パスワード ********** 

キャラクタ・セット AL32UTF8 

各国語キャラクタ・セット AL16UTF16 

Oracle RACによる 
データベース・クラスタリング 

チェックしない 

Data Guardを使用する 
スタンバイ・データベース 

チェックしない 

Oracle GoldenGateの有効化 チェックしない 

“デモ”PDBを含める チェックしない 

バックアップ先 Cloud Storageとローカル・ストレージの両方 

Cloud Storageコンテナ Storage-domainb/orclbContainer 

Cloud Storageのユーザー名 joe@acme.com 

Cloud Storageのパスワード Acme1234# 

 

K. デフォルト・データベースを削除または用途変更する 

セカンダリ・サイトのアプリケーション・データベース・インスタンスに作成されるデフォルト・
データベースは、Data Guard のスタンバイ・データベースとして使用できないため、（他の目的に
使用しないのであれば）削除してもかまいません 25。このデータベースは次のコマンドを使用して
削除できます。 

[oracle@soacsdbB ~]$ dbca -silent -deleteDatabase -sourceDB ORCL -sysDBAUserName 

sys - sysDBAPassword Acme1234# 

[oracle@soacsdbB ~]$ cd /u03/app/oracle/fast_recovery_area  

[oracle@soacsdbB ~]$ rm -rf ORCL 

 

                            
23 スクリプトの一貫性を維持するために、DBaaS サービス名はプライマリと同じにする必要があります。 
24 この DB インスタンス名は Data Guard のスタンバイ・データベースとして使用できないため、セットアップには関連しません。 
25 システムのライフサイクルは、初期データベースの名前に基づく多数のスクリプトによって維持されます。このデータベースを削除する前に、

/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/dbs/opcDB_NAME.ora ファイルの内容を必ず書き留めてください。ウォレットのエイリアスはデータセ

ンターごとに変わる場合があり、この手順を実行すると/u01/app/oracle/admin/以下のファイルは上書きされます。 

mailto:joe@acme.com
mailto:joe@acme.com
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L. ネットワーク・セキュリティを構成する 

プライマリ・サイトで Oracle Compute Cloud Service→Service Console→Network タブを使用して
以下のネットワーク構成を作成し、セカンダリ・サイトにアクセスできるようにします。 

タイプ 名前 オプション 値 
セキュリティIPリスト soacsdbB IPリスト <soacsdbbのパブリックIPアドレス> 

セキュリティ・ルール soacsdbB-to-soacsdb ステータス Enabled 

  セキュリティ・アプリケーション soacsdb/db_1/ora_dblistener 

  ソース・セキュリティIPリスト soacsdbB（上で作成したもの） 

  宛先セキュリティ・リスト soacsdb/db_1/ora_db 

 

セカンダリ・サイトで Oracle Compute Cloud Service→Service Console→Network タブを使用して
以下のネットワーク構成を行い、プライマリ・サイトにアクセスできるようにします。 

タイプ 名前 オプション 値 

セキュリティIPリスト soacsdb IPリスト <soacsdbのパブリックIPアドレス> 

セキュリティ・ルール soacsdb-to-soacsdb ステータス Enabled 

  セキュリティ・アプリケーション soacsdbB/db_1/ora_dblistener 

  ソース・セキュリティIPリスト soacsdb（上で作成したもの） 

  宛先セキュリティ・リスト soacsdbB/db_1/ora_db 

 

 

Data Guard を正常に機能させるには、プライマリ・サイトとスタンバイ・サイトのデータベース・
サーバー同士が Oracle Net で通信できる必要があります。アプリケーション・サーバーと、場合に
よっては他のサーバーも、Oracle Net 経由でデータベースにアクセスすることが必要になる可能性
があります。それ以外のすべてのサーバーに対しては、アクセスを許可しないでください。外部ク
ライアントからクラウド・インスタンスに対して Oracle Net/JDBC アクセスが必要であり、DB リス
ナーへのインターネット・アクセスが許可されている場合は、後者によって上記のセキュリティ要
件が上書きされます。 
  

M. スタンバイ・サイトの DB に Grid Infrastructure をインストールする 

プライマリ・サイトのときと同じ方法で、セカンダリのデータベース・ホスト（soacsdrB）に
Oracle Grid Infrastructure ソフトウェアをインストールする必要があります。前述のセクション A を
参照してください。なお、最初の DB インスタンスは削除されているため、セクション A の最後の
手順（DB の起動）を適用する必要はありません。 
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N. セカンダリ・サイトで Oracle Restart にデータベース・リスナーを構成する： 

セカンダリ・サイトのデータベース・ホストで、ユーザーoracle として以下を実行します。 

[oracle@soacsdbB ~]$ lsnrctl stop listener 

[oracle@soacsdbB ~]$ cp $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora \ 

/u01/app/12.1.0/grid/network/admin/listener.ora 

[oracle@soacsdbB ~]$ srvctl add listener -listener listener –oraclehome \ 

/u01/app/12.1.0/grid 

[oracle@soacsdbB ~]$ srvctl start listener 

O. セカンダリ・サイトで、DG に推奨されている TCP ソケット最大サイズを設定する： 

注：Oracle Public Cloud のドキュメントに記載されているように、プロビジョニング済みのクラウ
ド・インスタンスへの root アクセスを取得するには、opc ユーザーに接続してから次の sudo コマ
ンドを実行します。 
 
[opc@soacsdb ~]$ sudo -s 

 

[root@soacsdbB ~]$ sysctl -w net.core.rmem_max=10485760  

[root@soacsdbB ~]$ sysctl -w net.core.wmem_max=10485760 

インスタンスを再起動しても変更内容が保持されるようにするために、/etc/sysctl.conf ファイルも
編集して変更を反映させます。 

P. セカンダリ・サイトで、Oracle Net の通信量に合わせて MTU のサイズを設定する 

root として以下を実行します。 

[root@soacsdbB ~]$ ip link set eth0 mtu 1500 

[root@soacsdbB ~]$ echo "ip link set eth0 mtu 1500" >> /etc/rc.local 

 

Q. セカンダリ・サイトで Oracle Net の暗号化を構成する： 

プライマリ・サイトの DB ノードからセカンダリにウォレットをコピーする： 

soacsdr（これがプライマリ・サイトのホスト名と仮定）でユーザーoracle として以下を実行します。 

[oracle@soacsdb ~]$ cd /u01/app/oracle/admin  

[oracle@soacsdb ~]$ tar -czf /tmp/ORCL.tgz ORCL 

/tmp/orcl.tgz ファイルを soacsdr から soacsdrB にコピーします。 

soacsdrB でユーザーoracle として以下を実行します。 

[oracle@soacsdbB ~]$ cd /u01/app/oracle/admin 

[oracle@soacsdbB ~]$ tar -xzf /tmp/ORCL.tgz 
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両方のサイトのデータベース・ホストで、$ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora ファイルに
次のパラメータを追加します。 

SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT = requested  

SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT = (AES256, AES192, AES128) 

 

ウォレットの作成と分散に関する詳しい手順は、「付録 C」を参照してください。 
  

R. Data Guard 構成の環境ファイルを準備する 

 

スクリプトを使用して、データベースの構成と複製および Data Guard Broker の構成を行います。次
のように、ユーザーoracle としてプライマリ・サイトのデータベース・ホストにファイル
~/script.env を作成しました。 

export passwd='<sys password of the database>'  
export DB_NAME='ORCL' 
export A_DBNM='<Primary Site’s database unique name>' 
export A_PUB_IP='<Primary site’s database public IP address>'  
export A_PRIV_IP='<Primary site’s database private IP address>'  
export A_PORT='1521' 
export A_DB_DOMAIN='<Primary site’s  DB_DOMAIN>'  
export B_DBNM='<Secondary Site’s database unique name> 
export B_PUB_IP='<Secondary site’s database public IP address>'  
export B_PRIV_IP='<Secondary site’s database private IP address>'  
export B_PORT='1521' 
export B_DB_DOMAIN='<Primary site’s DB_DOMAIN>'  
export A_FILE_LOC='/u02/app/oracle/oradata' 
export A_RECOV_LOC='/u03/app/oracle/fast_recovery_area'  
export A_REDO_LOC='/u04/app/oracle/redo' 
export B_FILE_LOC='/u02/app/oracle/oradata' 
export B_RECOV_LOC='/u03/app/oracle/fast_recovery_area'  
export B_REDO_LOC='/u04/app/oracle/redo' 
export B_BASE='/u01/app/oracle'  
 
For example: 

 

export passwd='Acme1234#'  
export DB_NAME='ORCL'  
export A_DBNM='ORCL' 
export A_PUB_IP='160.34.103.90' 
export A_PRIV_IP='soacsdb.compute-us6z12opcsoa01.oraclecloud.internal'  
export A_PORT='1521' 
export A_DB_DOMAIN='us6z12opcsoa01.oraclecloud.internal'  
export B_DBNM='ORCLB' 
export B_PUB_IP='141.145.25.60' 
export B_PRIV_IP='soacsdbB.compute-esoracle92991.oraclecloud.internal'  
export B_PORT='1521' 
export B_DB_DOMAIN='esoracle92991.oraclecloud.internal'  
export A_FILE_LOC='/u02/app/oracle/oradata' 
export A_RECOV_LOC='/u03/app/oracle/fast_recovery_area'  
export A_REDO_LOC='/u04/app/oracle/redo' 
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export B_FILE_LOC='/u02/app/oracle/oradata' 
export B_RECOV_LOC='/u03/app/oracle/fast_recovery_area'  
export B_REDO_LOC='/u04/app/oracle/redo' 
export B_BASE='/u01/app/oracle' 

セカンダリ・サイトのデータベース・ホストのユーザーoracle に、このファイルをコピーします。 

S. スタンバイの bash プロファイルの DB_UNQNAME に適切な値を設定する：oracle
ユーザーのホームにある.bashrc ファイルを編集し、ORACLE_UNQNAME を上の
B_DBNM に置き換えます。例：ORACLE_UNQNAME=ORCLB; 

この更新を行う前にスタンバイ・ノードで開いていたすべてのシェル/ターミナル
には、誤った ORACLE_UNQNAME 値が含まれることになります。 

T. REDO 転送用の TNS エントリを構成する 

両方のサイトのデータベース・ホストで tnsnames.ora ファイルに以下のエントリを構成します。両
方のデータベース・ホストで、ユーザーoracle として以下を実行します。 

. ~/script.env 
cat >> $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora <<EOF 
${A_DBNM} =  
(DESCRIPTION = 
(SDU=65536)  
(RECV_BUF_SIZE=10485760)  
(SEND_BUF_SIZE=10485760) 
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ${A_PUB_IP})(PORT = 1521))  
(CONNECT_DATA = 
(SERVER = DEDICATED) 
(SERVICE_NAME = ${A_DBNM}.${A_DB_DOMAIN}) 

) 
) 
 
${B_DBNM} =  
(DESCRIPTION = 
(SDU=65536)  
(RECV_BUF_SIZE=10485760)  
(SEND_BUF_SIZE=10485760) 
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ${B_PUB_IP})(PORT = 1521))  
(CONNECT_DATA = 
(SERVER = DEDICATED) 
(SERVICE_NAME = ${B_DBNM}.${B_DB_DOMAIN}) 

) 
) 
 
EOF 

tsnnames.ora ファイルを確認し、プライマリ・サイトの重複する ORCL エイリアスを削除します。 
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REDO 転送が正常に行われるようにするには、プライマリとスタンバイの両方の tnsnames.ora ファ
イルに各データベースのエントリが含まれている必要があります。 
 
注：プライマリ・サイトの DBCS インスタンスの tnsnames.ora に、ホストのサーバー名とともにプ
ライマリ・データベースの TNS エントリがすでに存在している可能性があります。その場合は、ホ
ストの IP アドレスを使用してエントリのサーバー名を変更します。 
 
注：サーバー名を IP アドレスに解決する DNS が存在しないため、IP アドレスを使用します。 
 

U. 静的リスナーを構成する 

セカンダリ・サイトのデータベース・ホスト（soacsdbB）で、ユーザーoracle として以下を実行し
ます。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ cat >> /u01/app/12.1.0/grid/network/admin/listener.ora <<EOF  
SID_LIST_LISTENER = 
(SID_LIST =  
(SID_DESC = 
(GLOBAL_DBNAME = ${B_DBNM}.${B_DB_DOMAIN}) 
(ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1)  
(SID_NAME = ${DB_NAME}) 

) 
)  

EOF 

セカンダリ・サイトのデータベース・ホスト（soacsdbB）で、oracle ユーザーとして以下を実行し
ます。 

[oracle@soacsdbB ~]$ /u01/app/12.1.0/grid/bin/lsnrctl reload 
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スタンバイ・データベースの初回のインスタンス化には静的リスナーが必要です。静的リスナーを
使用すると、データベースが停止中でもインスタンスにリモート接続して所定のインスタンスを起
動することができます。次の手順を実行すると、クラウド VM で静的リスナーを構成するのが容易
になります。詳しくは、MOS 1387859.1 を参照してください。 
 
Oracle Data Guard Broker では Clusterware を使用してインスタンスを再起動するため、Oracle 
Restart、Oracle RAC One Node、または Oracle RAC によって管理される Oracle Data Guard Broker
構成では、Oracle Database 12.1.0.2 以降、静的な"_DGMGRL"エントリは不要になっています。 
 
11.2 の構成では、Data Guard Broker に静的リスナーも必要です。 
 
プライマリ・サイトで以下を実行します。 
 
SID_LIST_LISTENER = 

 (SID_LIST = 

  (SID_DESC = 

   (GLOBAL_DBNAME = <${A_DBNM}_DGMGRL) 

   (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1) 

   (SID_NAME = ${DB_NAME}) 

  ) 

 ) 

 

セカンダリ・サイトで以下を実行します。 

 

SID_LIST_LISTENER =  

 (SID_LIST = 

  (SID_DESC = 

   (GLOBAL_DBNAME = <${B_DBNM}) 

   (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1)  

   (SID_NAME = ${DB_NAME}) 

  ) 

  (SID_DESC = 

   (GLOBAL_DBNAME = <${B_DBNM}_DGMGRL) 

   (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1) 

   (SID_NAME = ${DB_NAME}) 

  ) 

 ) 

 

V. スタンバイ・データベースをインスタンス化する 

補助データベースのパスワードとパラメータ・ファイルを作成します。セカンダリ・サイトのデー
タベース・ホスト（soacsdbB）で、ユーザーoracle として以下を実行します。  
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[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ cd $ORACLE_HOME/dbs 
[oracle@soacsdbB ~]$ $ORACLE_HOME/bin/orapwd file='$ORACLE_HOME/dbs/orapw${DB_NAME}' 
password=${passwd} force=y 
[oracle@soacsdbB ~]$ cat > /tmp/aux.pfile << EOF  
db_name=${DB_NAME} 
db_unique_name=${B_DBNM}  
db_domain=${B_DB_DOMAIN}  
sga_target=800M 
EOF 

  

この pfile の sga のサイズは、プライマリと一致する必要はありません。インスタンス化プロセス中
に、正しい値で新しい spfile が生成されます。この補助 pfile は、補助インスタンスを起動するため
だけに使用されます。 
 

補助インスタンスを起動する：セカンダリ・サイトのデータベース・ホストでユーザーoracle とし
て次のコマンドを実行し、補助インスタンスを起動します。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ export ORACLE_SID=${DB_NAME} 
[oracle@soacsdbB ~]$ sqlplus "/ as sysdba" <<EOF 
startup nomount pfile='/tmp/aux.pfile' 
EOF 

 

補助インスタンスは、プライマリ・サイトとスタンバイ・サイト間の通信を有効にする一時的なイ
ンスタンス（単なるメモリ構造体）です。つまり、プライマリがプライマリのファイルをコピーし
て補助インスタンスをデータベースに変換できるようになるまでのプレースホルダと考えることが
できます。 
 

スタンバイのデータベース監査とファイルの場所を作成する：セカンダリ・サイトのデータベー
ス・ホストで、ユーザーoracle として次のコマンドを実行します。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir -p ${B_BASE}/admin/${B_DBNM}/adump  
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir ${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}  
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir ${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}/PDB1  
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir ${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}/pdbseed 
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir ${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}/any_specific_locations_with_data_files  
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir ${B_RECOV_LOC}/${B_DBNM} 
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir ${B_REDO_LOC}/${B_DBNM}  
[oracle@soacsdbB ~]$ mkdir –p /u04/app/oracle/oradata/ORCLB/PDB1 

 

スタンバイ・データベースを作成する：プライマリ・データベースから複製してスタンバイ・デー
タベースをインスタンス化します。 
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セカンダリ・サイトのデータベース・ホストからユーザーoracle として次のスクリプトを実行し、
Oracle Recovery Manager（Oracle RMAN）複製スクリプトを作成します。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$cat >/tmp/${B_DBNM}.rman <<EOF  
connect target sys/${passwd}@${A_DBNM} 
connect auxiliary sys/${passwd}@${B_DBNM}  
run { 
allocate channel prmy1 type disk; 
allocate auxiliary channel stby1 type disk;  
allocate auxiliary channel stby2 type disk;  
allocate auxiliary channel stby3 type disk;  
allocate auxiliary channel stby4 type disk; 
duplicate target database for standby from active database  
spfile 
PARAMETER_VALUE_CONVERT= '${A_DBNM}','${B_DBNM}', '${A_DB_DOMAIN}','${B_DB_DOMAIN}' 
set db_unique_name='${B_DBNM}' 
set control_files='${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}/control01.ctl', 
'${B_RECOV_LOC}/${B_DBNM}/control02.ctl' 
set audit_file_dest='${B_BASE}/admin/${B_DBNM}/adump' 
set local_listener='(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=${B_PRIV_IP})(PORT=${B_PORT}))' 
set fal_server='${A_DBNM}' 
set log_file_name_convert='${A_REDO_LOC}/${A_DBNM}','${B_REDO_LOC}/${B_DBNM}'  
set db_file_name_convert='${A_FILE_LOC}/${A_DBNM}','${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}', 
'/u04/app/oracle/oradata/ORCL', '/u04/app/oracle/oradata/ORCLB'26  

set db_create_file_dest='${B_FILE_LOC}' 
set db_create_online_log_dest_1='${B_REDO_LOC}'  
set db_recovery_file_dest='${B_RECOV_LOC}' 
set db_recovery_file_dest_size='40G' 
set diagnostic_dest='${B_BASE}/diag/rdbms' set db_domain='$B_DB_DOMAIN' 
set STANDBY_FILE_MANAGEMENT='AUTO'  
NOFILENAMECHECK 
section size 100M  
dorecover 
; 
}  
EOF 

 

注：データファイルや REDO 用に使用されていたディレクトリは、Oracle SOACS でもともと使用さ
れていたもの以外ないものと仮定しています。Oracle RMAN による複製を実行すると、ソース・
データベースと同じディスク構成、ディレクトリ構造、ファイル名を持つ別のホストに DB が作成
されるため、NOFILENAMCHECK 設定が必要です。 
 

  

                            
26 Oracle SOACS の一時データファイルの場所として、/u04/app/oracle/oradata/ORCL を使用しています 
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セカンダリ・サイトのデータベース・ホスト（soacsdbB）から、ユーザーoracle として複製スクリ
プトを実行します。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env  
[oracle@soacsdbB ~]$ rman << EOF 
@/tmp/${B_DBNM}.rman  
EOF 

複製プロセス中に次のエラーが表示される場合がありますが、無視してかまいません。 

ORA-38757:Database must be mounted and not open to FLASHBACK. 

 

W. クラウドでスタンバイ・データベースが作成された後にデータベースを再起動する 

X. プライマリ・データベースにファイル変換パスを設定する： 

ユーザーoracle として以下を実行し、プライマリ・データベースに適切なファイル名変換パラメー
タを設定します。 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env  
[oracle@soacsdb ~]$sqlplus / as sysdba <<EOF 
alter system set log_file_name_convert='${B_REDO_LOC}','${A_REDO_LOC}'  
scope=spfile sid='*'; 
alter system set db_file_name_convert='${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}','${A_FILE_LOC}/${A_DBNM}' 
, '${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}/PDB1','${A_FILE_LOC}/${A_DBNM}/PDB1', 
'${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}/pdbseed', '${A_FILE_LOC}/${A_DBNM}/pdbseed'  

scope=spfile sid='*'; 
EOF 

 

注：この変更を有効化するには DB を再起動する必要があります。 
 
注：他のマウント・ポイントやサブディレクトリに分散されているカスタム DB ファイルが他にも
ある場合は、プライマリとセカンダリとの関係性において確立された変換を元に戻すために、該当
する場合は db_file_name_convert と pdb_file_name_convert にエントリを追加する必要がありま
す（pdb の有効範囲に含まれるデータファイル）。データファイルへのパスごとに、‘<secondary 
path>/${SECONDARY_DBNM}’ , '${primary path}/${PRIMARY_DBNM}'のペアが必要です。データ
ファイルのパスは、‘select name from v$datafile;’を使用してプライマリ・データベース
から取得します。次に例を示します。 
 
db_file_name_convert = '/u02/app/oracle/oradata/ORCLB, /u02/app/oracle/oradata/ORCL, 
/u02/app/oracle/oradata/ORCLB/PDB1, /u02/app/oracle/oradata/ORCL/PDB1, 
/u02/app/oracle/oradata/ORCLB/PDB2,/u02/app/oracle/oradata/ORCL/PDB2' 
 
注：複数のマウント・ポイントにログ・ファイルが分散している場合は、log_file_name_convert の
追 加 エ ン ト リ が 必 要 に な り ま す 。 ロ グ ・ フ ァ イ ル へ の パ ス ご と に 、 ‘<secondary 
path>/${SECONDARY_DBNM}’ , '${primary path}/${PRIMARY_DBNM}'のペアが必要です。ログ・
ファイルのパスは、‘select member from v$logfile;’を使用してプライマリ・データベースか
ら取得します。 
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Y. Oracle Restart でデータベースを構成する 

セカンダリ・サイトのデータベース・ホスト（soacsdbB）で、ユーザーoracle として以下を実行し
ます。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ srvctl add database -db ${B_DBNM} -dbname ${DB_NAME} \ 
-oraclehome $ORACLE_HOME –startoption open -r PRIMARY –instance ${DB_NAME} 

Z. 以降は srvctl を使用してデータベースを起動します。 

srvctl start database -db ${B_DBNM} 

AA. 新しいスタンバイ・データベースでフラッシュバックを有効化する 

セカンダリ・サイトのデータベース・ホストから oracle ユーザーとして以下を実行し、スタンバ
イ・データベースでフラッシュバックを有効化します。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ sqlplus -s sys/${passwd}@${B_DBNM} as sysdba <<EOF  
alter database flashback on; 
EOF 

BB. Data Guard Broker を構成する 

プライマリ・サイトのデータベースから oracle ユーザーとして以下を実行し、Data Guard Broker を
構成します。 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$ sqlplus -s sys/${passwd}@${A_DBNM} as sysdba <<EOF  
alter system set dg_broker_start=FALSE; 
alter system set dg_broker_config_file1='${A_FILE_LOC}/${A_DBNM}/dr1.dat';  
alter system set dg_broker_config_file2='${A_RECOV_LOC}/${A_DBNM}/dr2.dat';  
alter system set dg_broker_start=TRUE; 

EOF 
[oracle@soacsdb ~]$ sqlplus -s sys/${passwd}@${B_DBNM} as sysdba <<EOF 
alter system set dg_broker_start=FALSE; 
alter system set dg_broker_config_file1='${B_FILE_LOC}/${B_DBNM}/dr1.dat';  
alter system set dg_broker_config_file2='${B_RECOV_LOC}/${B_DBNM}/dr2.dat';  
alter system set dg_broker_start=TRUE; 

EOF 
 
 
sleep 30 
 
dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM} <<EOF 
create configuration 'DGconfig' as primary database is ${A_DBNM}  
connect identifier is ${A_DBNM}; 

add database ${B_DBNM} as connect identifier is ${B_DBNM}; 
rem !!The following 2 commands must be uncommented for 11g databases!! 
rem edit database ${A_DBNM} set property RedoRoutes='(LOCAL:${B_DBNM} ASYNC)';  
rem edit database ${B_DBNM} set property RedoRoutes='(LOCAL:${A_DBNM} ASYNC)';  
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MaxPerformance; 
enable configuration;  
exit 
EOF 
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事例で実行した手順は、既存の Data Guard Broker 構成にプライマリ・データベースが含まれていな
いことを前提としたものです。データベースの既存の Data Guard Broker 構成が存在する場合、管理
者はその構成を削除するか、新しいスタンバイ・データベースをその構成に追加する方法を知って
いる必要があります。 
 
次の問合せに対する戻り値が'NOCONFIG’以外の場合は、Data Guard Broker 構成がすでに存在して
いることを意味します。 
select decode(count(1),0,'NOCONFIG') from v$DG_BROKER_CONFIG; 

 

CC. Data Guard 構成を検証する 

Data Guard に固有のヘルス・チェックをもっとも包括的に実施するには、Data Guard Broker の
VALIDATE DATABASE コマンドを使用することを強く推奨します。VALIDATE DATABASE により、構
成チェックが広範に実施され、構成でスイッチオーバーやフェイルオーバーの準備ができているか
どうかが検証されます。 

例： 

[oracle@soacsdb ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdb ~]$ dgmgrl sys/${passwd}@${A_DBNM}  
DGMGRL> validate database orclb; 
Database Role: Physical standby database  

Primary Database: orcl 
 

Ready for Switchover: No 
Ready for Failover: Yes (Primary Running) 

 
Temporary Tablespace File Information:  

orcl TEMP Files: 6 
orclb TEMP Files: 4 

 
Standby Apply-Related Information: 

Apply State: Running 
Apply Lag: 2 seconds (computed 4 seconds ago) 
Apply Delay: 0 minutes 

show configuration コマンドでも両方のデータベースの状態が表示され、Data Guard Broker の
構成にエラーがあれば、その内容がレポートされます。 

DGMGRL> show configuration verbose  
 
Configuration - DGconfig 
 
Protection Mode:MaxPerformance  
Members: 
orcl - Primary database 
orclb - Physical standby database 
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Properties: 
FastStartFailoverThreshold = '30' 
OperationTimeout = '30' 
TraceLevel = 'USER' 
FastStartFailoverLagLimit = '30' 
CommunicationTimeout = '180' 
ObserverReconnect = '0' FastStartFailoverAutoReinstate = 'TRUE' 
FastStartFailoverPmyShutdown = 'TRUE'  
BystandersFollowRoleChange = 'ALL'  
ObserverOverride = 'FALSE' 
ExternalDestination1 = '' 
ExternalDestination2 = '' 
PrimaryLostWriteAction = 'CONTINUE'  

 
Fast-Start Failover:DISABLED 
 
Configuration Status: 
SUCCESS 

 

オラクルでは、複数の自動化されたヘルス・チェック・ツールを提供しています。これらのツール
は、ハードウェア・プラットフォームのタイプごとに My Oracle Support からダウンロードできま
す。Data Guard データベースが Oracle MAA のベスト・プラクティスに準拠しているかどうかを確
認する方法や、さまざまな Data Guard 実行時監視問合せについての詳細は、Oracle MAA のドキュ
メントを参照してください。 

 

DD. Recovery Manager リポジトリを更新する 

一元化された RMAN カタログ・データベースがないため、最初のセットアップの直後とスイッチ
オーバー/フェイルオーバーを実行するたびにクロスチェックを実行し、プライマリとスタンバイの
間でファイル構造の不整合が発生しないようにすることを推奨します。セカンダリ・サイトで
oracle ユーザーとして以下の手順を実行します。 

[oracle@soacsdbB ~]$. ~/script.env 
[oracle@soacsdbB ~]$ cat >/tmp/${B_DBNM}.crosscheck.rman <<EOF  
connect target / 
run { 
crosscheck backup;  
delete expired backup; 
} EOF 
 
[oracle@soacsdbB ~]$ rman << EOF 
@/tmp/${B_DBNM}.crosscheck.rman  
EOF 

 

注：クロスチェック操作は長時間かかることがあります。コマンドが完了するまで辛抱強くお待ち
ください。 
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少なくともプライマリでバックアップが正常に完了することが重要です。エラーがないかどうか、
/home/oracle/bkup/<sid>/log のファイルをチェックしてください（データベース・アラートでも
エラーがレポートされるはずです）。 

 

注：スタンバイ・データベースがマウント状態にある間は、自動化されたバックアップ・スクリプ
トを実行してもバックアップが実行されなかったりアーカイブ・ログが消去されなかったりします
（読取り専用モードでスタンバイをオープンするには Active Data Guard DB Edition が必要です）。
ストレージ容量の問題が発生しないようにするには、関係するアーカイブ・ログのクリーンアッ
プ・タスクとストレージ割当てタスクをスタンバイ・データベースで実行する必要があります。 
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付録C - 12cでのウォレットの作成と分散 

1. 暗号化ウォレットを作成します。 

プライマリとスタンバイのすべてのノードで、sqlnet.ora にウォレットの場所を設定します。 

ENCRYPTION_WALLET_LOCATION =  
(SOURCE = (METHOD = FILE)  
(METHOD_DATA = 
(DIRECTORY = /u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID) 
) 
) 

注：ディレクトリ・パスに ORACLE_SID を使用すると、すべてのデータベースがウォレットを共有
しないことが保証されます。システムにデータベースが 1 つしかない場合は、ORACLE_SID は不要
です。 

2. 適切な ORACLE_SID を使用し、対応するディレクトリをすべてのノード上に作成します。 

$mkdir -p /u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID 

3. 新しい SQL*Plus セッションを起動します。これにより、sqlnet.ora に加えた変更が有効化され
ます。 

4. パスワードベースのキーストアを作成します。 

SQL>ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE 

'/u01/app/oracle/admin/TDE/<ORACLE_SID>' IDENTIFIED BY "AbCdEfGh!"; 

注：パスワードの文字列は、必ず二重引用符（" "）で囲んでください。 

5. ウォレットを開きます。 

SQL>ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "AbCdEfGh!"; 

6. 暗号化鍵を設定します。 

SQL>ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEY IDENTIFIED BY "AbCdEfGh!"WITH BACKUP USING 'TDE'; 

7. 自動ログイン・ウォレットを作成します。 

自動ログイン・ウォレットを作成すると、データベースを起動するときにウォレットを手動で開く
必要がなくなります。 

SQL>ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE AUTO_LOGIN KEYSTORE FROM KEYSTORE 
'/u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID' IDENTIFIED BY “AbCdEfGh!”; 

8. キーストア・ディレクトリに生成されたファイルをプライマリとスタンバイのすべてのノード
にコピーします。ファイルを各ノードにコピーします。 

$scp /u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID/* 
oracle@<host>:/u01/app/oracle/admin/TDE/<SID_NAME>/ 

9. ウォレットがすべてのノードで開かれていることを確認します。 

SQL> select * from gv$encryption_wallet; 
INST_ID WRL_TYPE WRL_PARAMETER STATUS 
1 file /u01/app/oracle/admin/TDE/primary1 OPEN 
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11g Release 2 でのウォレットの作成と分散 

1. 暗号化ウォレットを作成します。 

プライマリとスタンバイのすべてのノードで、sqlnet.ora にウォレットの場所を設定します。 

ENCRYPTION_WALLET_LOCATION = (SOURCE =  
(METHOD = FILE) 
(METHOD_DATA = 
(DIRECTORY = /u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID) 

) 
) 

注：ディレクトリ・パスに ORACLE_SID を使用すると、すべてのデータベースがウォレットを共有
しないことが保証されます。システムにデータベースが 1 つしかない場合は、ORACLE_SID は不要
です。 
 

2. 適切な ORACLE_SID を使用し、対応するディレクトリをすべてのノード上に作成します。 

$mkdir -p /u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID 

3. 新しい SQL*Plus セッションを起動します。これにより、sqlnet.ora に加えた変更が有効化され
ます。 

4. マスター暗号化鍵を設定します。 

SQL>ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION KEY IDENTIFIED BY "AbCdEfGh!"; 

 

注：パスワードの文字列は、必ず二重引用符（" "）で囲んでください。 

5. 自動ログイン・ウォレットを作成します。 

自動ログイン・ウォレットを作成すると、データベースを起動するときにウォレットを手動で開く
必要がなくなります。 

$ orapki wallet create -wallet /u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID -auto_login 

6. キーストア・ディレクトリに生成されたファイルをプライマリとスタンバイのすべてのノード
にコピーします。 

ファイルを各ノードにコピーします。 

$ scp /u01/app/oracle/admin/TDE/$ORACLE_SID/* 
oracle@<host>:/u01/app/oracle/admin/TDE/<SID_NAME>/ 

7. ウォレットがすべてのノードで開かれていることを確認します。 

SQL> select * from gv$encryption_wallet; 
INST_ID WRL_TYPE WRL_PARAMETER STATUS 
1 file /u01/app/oracle/admin/TDE/primary1 OPEN 
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