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概要 

クラスタ・ドメインは Oracle Database 12c Release 2 より登場し、通常は個々に独立した Oracle 

Clusters のグループに対するストレージ管理やその他の一般的サービスを一元化および統合す

ることで管理オーバーヘッドを削減するクラスタ・アーキテクチャとして導入されました。ス

タンドアロン・クラスタ構成（Oracle Grid Infrastructure 12c Release 2 に先だって利用可能で

あった唯一のクラスタ・アーキテクチャ）は依然サポートされていますが、クラスタ・ドメイ

ンへの移行時には大きな利点が顕在化します。特に、多数のクラスタに対する管理上のニーズ

が高まっている大規模クラスタ資産において利点があります。 

 

Oracle のクラスタ・ドメイン・アーキテクチャにより、導入がシンプルで簡単になり、スト

レージ管理の負担が軽減され、I/O オペレーションにおけるパフォーマンスが向上します。クラ

スタ・ドメインという新しいアーキテクチャの採用は、Oracle Universal Installer を利用してク

ラスタ・ドメインを新たにインストールするか、既存のクラスタをアップグレードするかのい

ずれかで可能です。 

 

Oracle Database 18c の新機能として、スタンドアロン・クラスタをクラスタ・ドメイン内のメ

ンバー・クラスタに自動変換する機能が追加されました。Oracle Database 12c Release 2 には、

新規デプロイの一環としてメンバー・クラスタを作成するオプションしかありませんでしたが、

新しい変換機能を使用すると、クラスタ・ドメイン・アーキテクチャで使用可能な改良された

管理機能を現在のスタンドアロン・クラスタに対しても使用することができます。 

 

また、ドメイン・サービス・ホストでホスティングされる新しいサービスが導入され、Oracle 

Automatic Storage Management（Oracle ASM）で管理されるリモート・ストレージを使用する

ように構成されているメンバー・クラスタ上でローカルの Oracle ASM Cluster File System

（Oracle ACFS）ファイル・システムをホスティングできるようになりました。これにより、リ

モート・ストレージへの NFS マウントを管理しなくても Oracle ACFS の全機能をメンバー・ク

ラスタで利用できるようになります。 
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Oracle Clusterwareによるクラスタリング 

Oracle Clusterware により、通常は個々に独立したサーバーをクラスタリングし、単一のシステムとして連携し

て稼働させることが可能となります。これらのサーバーは、クラスタとして、Oracle Real Application Cluster

（RAC）Databases とユーザー・アプリケーションが高可用性と高スケーラビリティ確保のため利用する統合基

盤を提供します。 

サーバーのクラスタは、Oracle Clusterware を通じて調整され、クラスタ上で実行される Oracle RAC Databases

とアプリケーションの高可用性要件に対応するために必要なクラスタ・リソースを、1 台以上のクラスタタリン

グされたサーバー、すなわちノード上で利用できるようにします。Oracle 10g Release 1 で導入された Oracle 

Clusterware は、より汎用性のある高機能なインフラストラクチャへの需要に対応するため、その機能を進化、

拡張させてきました。 

Oracle Grid Infrastructure 12c Release 21では新たなクラスタ・アーキテクチャが利用可能になり、どのアーキテ

クチャも Oracle Grid Infrastructure 12c Release 1 で導入された Flex Cluster アーキテクチャに基づいています。

Flex Clusters は、同一クラスタ内における Oracle RAC Database インスタンスとアプリケーションをサポートし

つつ、混在するワークロードに対応するために確立された基準を超えてクラスタをスケーリングできるよう設

計されています。 

 

図1：Flex Clusterアーキテクチャ 

Oracle Clusters は、カスタマ・データベースやアプリケーションに対する幅広い要件に対するメリットとして受

け入れられ、導入されてきたため、複数クラスタ環境の管理の簡素化および管理が簡素化されたフレームワー

クにおける複数クラスタ環境の統合の両方に対する需要が高まっています。このことは、新しいクラスタを導

入するたびに運用上の需要が増加するため、複数クラスタを保持するお客様にとって非常に明白です。 

Oracle Grid Infrastructure 12c Release 2 により、過去 10 年にわたり実績が証明されてきた従来のクラスタ・アー

キテクチャにとどまるか、または Oracle Clusters からなるより大きな資産を管理する場合は特に、クラスタ・ド

メインの複数クラスタ・アーキテクチャを新たに採用するかの選択肢が、クラスタを導入するお客様に存在す

ることになります。 

 

 
1 Oracle Grid Infrastructure は、Oracle Clusterware と Oracle Automatic Storage Management（ASM）の複合体として Oracle 11g Release 1 で導入さ

れました。 
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Oracle Grid Infrastructureのアーキテクチャ 

Oracle Grid Infrastructure を使用してクラスタを展開する 2 種類のアーキテクチャがあります。これらはスタン

ドアロン・クラスタ、そして新たに登場したクラスタ・ドメインです。これらを導入するためのクラスタリン

グ・ソフトウェアは同一ですが、導入時の構成方法だけが異なります。 

スタンドアロン・クラスタ 

スタンドアロン・クラスタは、ローカルで利用可能な共有ストレージ、プライベート・インターコネクト、そ

の共有ストレージを管理する Automatic Storage Management のローカル・インスタンス、そしてクラスタの状

態と診断情報を格納する GI Management Repository（GIMR）で構成された 1 つまたは複数のクラスタ・ノード

で構成されます。 

これは、これまでのリリースの標準クラスタと本質的に同じです。この場合、ワーク

ロード、ストレージ、リソースの独立性の程度は、高可用性のスケーラブルなクラス

タ・デプロイメントで可能なもっとも高いレベルになります。古い GI バージョンから

アップグレードすると、自動的にスタンドアロン・クラスタになります。 

これは、ワークロードの予測ができないデータベースやワークロードの変動が激しい

データベースをサポートするのに最適です。基本的に、このようなワークロードを処

理するデータベースは、統合やリソース共有の対象として適切ではありません。そう

した条件に適しているのは、ビジネス・インテリジェンスやアナリティクス、あるい

はバッチ処理システムです。 

 

図2：スタンドアロン・クラスタ 

クラスタ・ドメイン 

クラスタ・ドメインは、実際にはクラスタのグループです。クラスタ・ドメインは、単一のドメイン・サービ

ス・クラスタ、そしてドメイン・サービス・クラスタ上で提供されるサービスを利用する多数のメンバー・ク

ラスタ（アプリケーションやデータベースをホスト）で構成されます。一元化され、統合されているサービス

はドメイン・サービス・クラスタがホストし、そのドメイン・サービス・クラスタに登録されているメン

バー・クラスタが消費します。 
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図3：クラスタ・ドメイン 

 

ドメイン・サービス・クラスタ 

ドメイン・サービス・クラスタはクラスタ・ドメインの中心と言えるもので、クラスタ・ドメイン内のさまざ

まなメンバー・クラスタが利用するサービスを提供するよう構成されています。ドメイン・サービス・クラス

タは、その名前の通りクラスタそのものであり、プロビジョニングされたサービスに対して、要求される高可

用性と高スケーラビリティを提供します。 

利用可能なサービスは次のとおりです。 

» 管理サービス 

» ストレージ・サービス（ACFS サービス、ASM サービス、IO サービス） 

» Trace File Analyzer サービス 

» Rapid Home Provisioning サービス 

 

メンバー・クラスタ 

クラスタ・ドメイン内のメンバー・クラスタは、データベースとアプリケーションをホストするために展開さ

れます。メンバー・クラスタは、アプリケーション（データベースについてのサポートがないアプリケーショ

ン）についてのみ、データベースについてのみ、またはデータベースとアプリケーションの混合について構成

することができます。メンバー・クラスタは、サブスクライブする一元化されたサービスに応じて、次に示す 4

種類の構成メンバーのいずれかとして構成されます。 

» アプリケーション・メンバー・クラスタ – データベース・インスタンスをサポートできませんが、小さい

メモリ・フットプリントで実行。 
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» データベース・メンバー・クラスタ – ローカルの ASM とストレージで構成 

» データベース・メンバー・クラスタ – ドメイン・サービス・クラスタ上の ASM を通じて管理される、直

接接続された共有ストレージで構成。 

» データベース・メンバー・クラスタ – ドメイン・サービス・クラスタ上の ASM によって管理、および提

示される共有ストレージへの間接アクセスによって構成。 

データベース・メンバー・クラスタは、データベースをホストするように設計されていますが、ローカル・

データベース・インスタンス（例：Oracle GoldenGate）へのダイレクト・ローカル・アクセスの恩恵を受ける

アプリケーションまたはプログラムをホストすることも可能です。データベースとインスタンスを管理する

DBA にとって、データベース・メンバー・クラスタのいずれかの構成メンバーにおけるデータベース管理は、

表面的に同じです。クラスタの展開レベルおよびクラスタの管理レベルにおいてのみ違いがあります。 

 

ドメイン・サービス・クラスタ 

Oracle クラスタ・ドメインの中心に位置するドメイン・サービス・クラスタ（DSC）は、最初に展開し、その後

に展開するメンバー・クラスタにとって必要なサービスとともに構成する必要があります。DSC には共有スト

レージが接続されます。共有ストレージは、Oracle ASM が管理し、メンバー・クラスタがアクセスできるよう

に構成されます。 

クラ ス タ その も ので あ る ドメ イ ン ・サ ー ビス ・ ク ラス タ は、DSC 上で ホ スト さ れ る一 元 化さ れた Grid 

Infrastructure Management Repository に格納される、自身のための管理リポジトリを保持します。 

 

管理サービス 

ドメイン・サービス・クラスタ上でホストされる GIMR は、Multitenant Single-Instance Database（CDB）とし

て構成されます。各メンバー・クラスタおよび DSC が自身の管理リポジトリを個別の PDB として Multitenant 

Single-Instance Database に格納します。クラスタの状態情報および診断情報は、SQL*Net を通じ、各メン

バー・クラスタ上のバックグラウンド・プロセス（デーモン）により GIMR に書き込まれます。データ・セキュ

リティと独立性は、各メンバー・クラスタに個別の PDB を展開することによって注意深く管理されます。診断

および分析目的でのクラスタ固有のデータへのアクセスは、そのクラスタ自身から SQL*Net を経由し、DSC 上

の GIMR に格納されている、そのクラスタの管理データベースに対して行う必要があります（これに関する唯一

の例外は Oracle Enterprise Manager の場合で、Oracle Enterprise Manager は他のターゲットに対する場合と同

様、パブリック・ネットワーク経由でこの情報を参照します）。 

一元化された GIMR は、クラスタ・ドメイン内のすべてのクラスタにとって、クラスタの状態と診断情報のホス

トとなります。このように GIMR へは、クラスタ・ドメイン全体で、Autonomous Health Framework（AHF）の

クライアント・アプリケーション、Trace File Analyzer（TFA）機能、および高速ホーム・プロビジョニング

（RHP）サーバーがアクセスします。このため、GIMR は DSC の役割に支えられて、管理ハブとして動作します。 
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ストレージ・サービス 

Oracle ASM ストレージ管理を一元化することにより、ASM がデータベース・メンバー・クラスタ上で直接実行

されるように構成しなくても、データベース・メンバー・クラスタをデプロイできます。Oracle ASM ストレー

ジ管理は、DSC で統合されます。さらに、DSC 上の ASM インスタンスが、複数のメンバー・クラスタの統合ス

トレージ・プールを管理するようになりました。 

これまでは、各クラスタのストレージを管理するよう ASM インスタンスはローカルで構成されていましたが、

クラスタ・ドメイン全体を支える全ディスクの管理を担う、単一で一元化された ASM が展開されます。これに

より、各クラスタの共有ストレージを分散できる、共有ディスク・プールが増加し、I/O パフォーマンス向上の

余地が生まれます。そして、ASM によるストレージ変更管理の効率も向上します。さらには、ASM の新機能で

ある Flex Disk Groups により、データベース基盤上のデータおよびデータ・ファイルのセキュリティと独立性が

維持されます。 

さらに、ACFS リモート・サービスが Oracle Database 18c で導入され、ACFS ファイル・システムをメンバー・

クラスタに直接デプロイできるようになりました。ただし、ドメイン・サービス・クラスタ上でホスティング

されるリモート ASM ストレージ管理サービスは引き続き使用されます。このようにデプロイメントの柔軟性が

増したことで、NFS マウントを構成しなくても、メンバー・クラスタ上のローカル共有ストレージを使用したり

最適化したりできるようになります。 

ACFS リモート・サービスによるストレージ・アクセスは、デプロイ時の指定に従い、iSCi 接続を介してネット

ワーク経由で行われます。これにより、（ネットワークのマルチ・パスとボンディングの構成方法によっては）

パフォーマンスと信頼性がともに最高になります。 

 

一元化されたストレージへのアクセス 

データベース・メンバー・クラスタからの共有ストレージ・サービスへのアクセスは、ディスク・ストレージ

へのダイレクト・パス（つまり、ディスク・ストレージが DSC とデータベース・メンバー・クラスタの両方に

マウントされている）か、または間接 I/O パス（データベース・メンバー・クラスタにマウントされているディ

スク・ストレージなし）のいずれかです。 

ローカルに接続された共有ストレージ（DSC から管理）の使用では、ローカルに構成された ASM インスタンス

実行のオーバーヘッドなしに、ローカル共有ストレージのすべてのメリットが得られます。そのため、メン

バー・クラスタ上のデータベース・インスタンスは、ローカルの ASM インスタンスに登録する代わりに、DSC

上の ASM インスタンスに登録します。データベース・インスタンスとローカル接続の共有ストレージとの間の

I/O パスはダイレクトのままです。 

データベース・メンバー・クラスタがストレージへの間接 I/O パスを使用するよう構成するのもシンプルといえ

ます。ローカルに構成された共有ストレージを必要とせず、その結果新規クラスタの展開のしやすさ、および

これらクラスタの共有ストレージの変更のしやすさが大幅に向上します（ストレージへのディスクの追加は

DSC で行われ、この操作はデータベース・メンバー・クラスタからは見えません）。その代わり、データベー

スのすべての I/O 操作は、DSC 上の IOServer プロセスを通じてチャネリングされます。メンバー・クラスタ上

のデータベース・インスタンスから、データベースのデータ・ファイルは完全にアクセス可能で、ローカルに

接続された共有ストレージの場合とまったく同じように、個別のファイルとして見えます。現実の相違点は、

実際の I/O 操作が、メンバー・クラスタのノード上でローカルに処理されるのではなく、DSC 上の IOServers に

渡されるということです。この手法の大きな利点は、新規のデータベース・メンバー・クラスタはローカルに

接続された共有ストレージとともに構成する必要がなく、展開がよりシンプルで容易になることです。 
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Trace File Analyzerサービス 

Trace File Analyzer（TFA）サービスは一元化されたストレージに TFA コレクションを格納します。TFA レシーバ

を介して取得した診断情報をオンサイトで分析する場合や、サポート・リクエストを送信する際の補助情報と

して Oracle Support にアップロードする場合にこれを利用します。TFA サービスに新機能が搭載されたことで、

これまでの TFA リリースがさらに強化され、応用機械学習を使用して最新の診断モデルがデータに適用される

ようになり、発生した問題を一段と高い精度で診断できるようになりました。 

 

高速ホーム・プロビジョニング・サービス 

ドメイン・サービス・クラスタは、高速ホーム・プロビジョニング（RHP）サーバーをホストするよう構成する

こともできます。RHP は、クラスタ・ドメイン内のメンバー・クラスタにおける、Oracle Database や GI のソフ

トウェア・スタック、およびその他のクリティカル・ソフトウェアのプロビジョニング、パッチ適用、アップ

グレードの管理に使用されます。このサービスを通じ、RHP クライアントであるメンバー・クラスタ上のインス

トール状況を管理するために RHP サーバーが使用され、その結果クラスタ・ドメインに対するデプロイが簡素

化されるとともに標準化されます。 

 

メンバー・クラスタ 

メンバー・クラスタは、現在 4 種類の構成がサポートされており、それぞれインストール時に構成されます。 

 

アプリケーション・メンバー・クラスタ 

アプリケーション・メンバー・クラスタの大きな特徴は、メモリ・フットプリントが非常に小さく、必要な IP

アドレスが少ないこと、そして事前に構成された共有ストレージ（ASM 内、またはそれ以外）がないことです。

この特徴により、アプリケーションのみのクラスタをサポートする、より小規模のサーバーの使用が可能とな

ります。 

つまり、アプリケーション・メンバー・クラスタは、リモート・データベースにアクセスする場合もしない場

合もあるアプリケーションまたはプログラムのみのサポート専用として最適化されていながらも、ローカルに

構成されたデータベース・インスタンスのサポートに必要なオーバーヘッドはないということです。リソース

の定義と管理に Oracle Clusterware の機能を利用すると、ミッション・クリティカルなアプリケーションをアプ

リケーション・メンバー・クラスタにデプロイするだけで、高可用性とスケーラビリティという最初のレイ

ヤーを提供できます。 

加えて、XAG Agents をデプロイしてアプリケーションまたはプログラムの可用性をさらに高めることができる

ため、アプリケーション・メンバー・クラスタ上で実行されるアプリケーションの高可用性機能のカスタマイ

ズが可能になります。 
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Oracle Clusterware 18c の新機能として、クラスタ・インターコネクト・トラフィックにパブリック・ネット

ワークを使用する構成で新しいアプリケーション・メンバー・クラスタをデプロイできるようになりました。

これにより、クラスタ・ノード間でクラ

スタ・メンバーシップ・メッセージをや

り取りするときに使用される専用のプラ

イ ベ ー ト ・ イ ン タ ー コ ネ ク ト ・ ネ ッ ト

ワークが不要になりました。 

 

 

 

 

 

図4：アプリケーション・メンバー・クラスタ 

 

データベース・メンバー・クラスタ – ローカルのASMとストレージで構成 

これは、ASM がローカルで実行されるよう構成されたデータベース・メンバー・クラスタです。データベース

は、ローカルにマウントされた共有ストレージのみにアクセスします。このシナリオでは、管理データベース

だけがドメイン・サービス・クラスタにオフロードされ、一元化された GIMR に格納されます。その点を除き、

この構成のデータベース・メンバー・クラスタは Oracle Standalone Cluster と同じです。 

クラスタ・ドメインを初めて導入するお客様は、このオプションを好む可能性があります。なぜなら、このオ

プ シ ョ ン は 、 確 立 さ れ た Oracle 

Standalone Cluster をクラスタ・ドメイン

に移動し、管理データベースをオフロー

ドするという比較的簡単な手順であるた

めです。 この場 合のワ ークロ ード、リ

ソース、ストレージの独立性は同程度に

高く、管理サービスのオーバーヘッドを

DSC にオフロードすることが可能です。 

 

 

 

図5：データベース・メンバー・クラスタとローカルASM 
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データベース・メンバー・クラスタ – リモートASMで構成 

DSC 上のストレージ・サービスにサブスクライブするデータベース・メンバー・クラスタは、2 種類のアーキテ

クチャから選択できます。1 つは、クラスタに直接接続された共有ストレージを持つアーキテクチャ。もう 1 つ

は、ローカルに構成された共有ストレージはなく、DSC 上で実行される IOServer を I/O のために使用するアー

キテクチャです。 

 

データベース・メンバー・クラスタ – 直接接続の共有ストレージで構成 

この構成は、管理データベースをオフロードするだけでなく、ASM ストレージ管理も DSC にオフロードするこ

とによって、Oracle Standalone Cluster のコンセプトを一歩進めたものです。ストレージの接続はローカルにマ

ウントされたままに見えますが、ASM インスタンスは実際には DSC 上で実行されています。 

このデータベース・メンバー・クラスタ上で実行されるデータベース・インスタンスは、特定のデータベース

にのみ関連付けられているデータベース・ファイルに必要となるため、ディスク・アクセス情報を提供するリ

モート ASM インスタンスに登録されます。これにより、Oracle Standalone Cluster で利用できる I/O パスは保護

され、一方ローカルで利用可能な ASM インスタンスへの依存性は排除されます。DSC 上で実行される ASM イン

スタンスは高い可用性を維持し、DSC に登録されているすべてのメンバー・クラスタに対する統合ストレージ

管理を可能にします。 

これは、複数のメンバー・クラスタでストレージを共有することに重点を置いたデプロイメントで、ディス

ク・ストレージ・プールを増やして I/O パ

フォーマンスの安 定と高速化を 図りつつ

も、I/O パス自体の独立性は維持していま

す。このデプロイ メントが適し ているの

は、全体的な I/O パフォーマンスが安定す

ることにメリットがあり、共有 I/O パスに

問題があっても影響を受けないアプリケー

ションやデータベースです。この条件に適

合するデータベースの例としては、トラン

ザクションが高速な OLTP システムや、高

速ランダム I/O が大半を占めるシステムが

あります。 

 

図6：データベース・メンバー・クラスタと直接ストレージ・アクセス 

 

データベース・メンバー・クラスタ – 共有ストレージへの間接アクセスによる構成 

この構成では、DSC 上の ASM で管理されるストレージは、データベース・メンバー・クラスタにはマウントさ

れません。その代わり、データベース・メンバー・クラスタ上のデータベース・インスタンスは、I/O リクエス

トをネットワーク経由で DSC 上の IOServer プロセスに送信し、これらのプロセスが DSC ノード上の I/O サブシ

ステムに I/O リクエストを渡します。これらの IOServer プロセスは、何らかの実際の作業を行う必要はなく、本

質的には I/O リクエストの受け渡しを行うパス・スルー・プロセスとして機能します。このため、I/O 処理に

オーバーヘッドが加わることはありません。 
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データベース・メンバー・クラスタ上のデータベース・インスタンスの観点からすると、DBA には、データ

ベース・インスタンスを使用してデータベース・ファイルを見ているのとまったく同じに見えます。DBA は、

いつもとまったく変わりなく、通常のデータベース管理ツールセットを使用してファイルの管理やアクセスが

できます。 

ローカルに構成された共有ストレージを必要としないデータベース・メンバー・クラスタ向けのこのアーキテク

チャは、RAC クラスタおよび RAC One Node クラスタの展開が簡素化されるのに加え、ストレージの統合自体が本

来もたらす恩恵も得られる点が特に魅力的

です。共有ローカル・ストレージを割り当

てる必要がないためデプロイがシンプルで

容易です。この点は、テストや開発用など

として一時的にデプロイするクラスタや、

デプロイ・スピードが高く評価される仮想

化環境には大きなメリットとなります。統

合度の高いシステムや、（ワークロードや

構成要素であるデータベースの変化によ

り）特徴が変化するシステムには、このタ

イプのデプロイメントが適しています。 

図7：ストレージへの間接アクセスで構成されたデータベース・メンバー・クラスタ 

 

クラスタ・ドメインの導入 

最初に導入されたクラスタ・ドメイン・アーキテクチャは、新規デプロイのみを想定したものでした。このク

ラスタ・アーキテクチャが新たに公開されたときに想定されていたのは、既存のクラスタではなく新しいクラ

スタをデプロイしてこのアーキテクチャをテストする顧客が大半だろうということでした。 

Oracle Database 18c からは、スタンドアロン・クラスタをデータベース・メンバー・クラスタに変換できるよ

うになりました。この変換により、実質的にスタンドアロン・クラスタはクラスタ・ドメインに組み込まれ、

クラスタの登録が行われ、ドメイン・サービス・クラスタ上の管理サービスを使用できるようになります。

ローカルの Grid Infrastructure Management Repository（GIMR）のデータは一元化された GIMR に転送され、新

しいデータベース・メンバー・クラスタはスタンドアロン・クラスタだったときとまったく同じように動作し

ますが、一元化された管理サービスの利点を利用できます。 
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クラスタ・ドメイン・アーキテクチャの利点 

クラスタ・ドメイン・アーキテクチャはおもに、新規クラスタのデプロイにおける管理オー

バーヘッドを削減しつつ、ストレージ管理の統合および非クリティカルなインフラストラク

チャのオフロードを行うことによって、拡大し続ける Oracle Clusters のグループを管理するた

めのソリューションです。このソリューションでは、ストレージが統合されているため I/O パ

フォーマンスも向上する可能性があり、クラスタ単位ベースでストレージを割り当てる場合の

無駄も削減されます。 

 

クラスタ・ドメインはサービス指向のアーキテクチャであり、一度構成したサービスは何度で

も再利用することが可能です。そして、統合環境に求められるセキュリティと独立性を提供し、

容認できないほどのコストを費やさなくても大きなメリットを得られる可能性があります。 

 

本質的には、クラスタ・ドメイン・アーキテクチャを採用することにより、リスク軽減、スト

レージ最適化、管理とデプロイのしやすさ、リソースの最適化の効率向上で実感されるメリッ

トが存在します。この環境では、より多くの処理、より多くのデータベース、より多くのリ

ソース、より多くのプラットフォームというビジネス上の需要を着実でタイムリーに満たすよ

う、ストレージ管理者は DSC 上の共有ストレージを管理し、クラスタ管理者が新規クラスタを

展開すると同時に、担当するデータベースのみに DBA が専念することが容易になります。 

 

 

参考資料 

Oracle Grid Infrastructure 18c の機能に関する詳細および資料については、以下のリンクを参照してください。 

» Oracle Web ページ 

» https://www.oracle.com/jp/database/technologies/rac/clusterware.html 

» https://www.oracle.com/jp/database/technologies/rac/asm.html 

» https://www.oracle.com/jp/database/technologies/rac/ahf.html 

» https://www.oracle.com/jp/database/technologies/rac.html 

» http://www.oracle.com/goto/rhp 

» Oracle ドキュメント 

» Oracle Clusterware 管理およびデプロイメント・ガイド（Clusterware に加え、RHP について記載） 

» Oracle Automatic Storage Management 管理者ガイド 

» Oracle Autonomous Health Framework ユーザーズ・ガイド 

» Oracle Real Application Clusters 管理およびデプロイメント・ガイド 
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https://www.oracle.com/jp/database/technologies/rac/asm.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/rac/ahf.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/rac.html
http://www.oracle.com/goto/rhp
https://docs.oracle.com/cd/E82638_01/cwadd/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E82638_01/ostmg/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E82638_01/atnms/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E82638_01/racad/index.html
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