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概要 

今日の企業では、新しいアプリケーションを自社のサーバーに配備するのが一般的であり、サーバー

の数が増すにつれ管理作業、保守作業、設置面積、および電力コストの増大に直面しています。サー

バーの無秩序な増大とコストを減らすための方法の 1 つに統合があります。同時に、統合ソリュー

ションは、柔軟性、パフォーマンス、リソース管理、容易な管理機能と保守性も提供する必要があ

ります。Oracle Solaris オペレーティングシステムには、Solaris コンテナと呼ばれる内蔵の仮想

化テクノロジが搭載されています。Oracle Solaris コンテナは複数のテクノロジから構成され、こ

れらのテクノロジが連携して、リソース管理を向上させたり、配下の OS から環境を分離させたり

します。最近 Solaris コンテナ上で Oracle RAC が認定およびサポートされたため、さまざまな業

種のエンタープライズで一般的なハードウェアを活用したり、需要に応じて RAC ノードを迅速に調

達および配備したりしながらも、アプリケーションと同一のノードに RAC クラスタを配備したり統

合ハードウェアに複数の RAC クラスタを配備したりできる利点に目を向けています。 

このドキュメントでは、次の主要な領域を取り上げます。 

 Oracle Real Application Cluster (RAC) およびビジネス需要に応じた最適なリソース利

用を可能にするための統合オプションとベストプラクティス。 

 同一システム上での複数の 異なるバージョン) を管理する。 

これは、Oracle RAC と Oracle Solaris コンテナとのシームレスな統合によって実現します。Oracle 

RAC は、Solaris コンテナ環境で最大限の可用性とスケーラビリティーを提供するために、新しい

リソースレベルに合わせて自動で調整します。 
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はじめに 

Oracle Solaris コンテナ 

Oracle Solaris コンテナは、Oracle Solaris 10 オペレーティングシステムの欠かせない部分で、

ソフトウェアで定義された柔軟な境界を使用してソフトウェアアプリケーションとサー

ビスを隔離し、単一の Oracle Solaris 10 インスタンス内で多数のプライベート実行環境の

作成を許可します。各環境には、基盤となるハードウェアとは別に独自の識別情報があり、

それぞれが独自のオペレーティングシステム上で動作しているかのように振る舞うため、

簡単、安心、安全に統合できます。すべてのコンテナで CPU リソースを共有したり、そ

れぞれに専用に CPU リソースを割り当てたり、それぞれに最小および最大のリソース量

を確保したりできます。メモリーはすべての Oracle Solaris コンテナで共有することも、

各コンテナにメモリー上限を指定することもできます。ディスクやネットワークなどの物

理入出力リソースは、個別の Oracle Solaris コンテナ専用にすることも、一部または全体

で共有することもできます。どのリソースを共有しても専用にしても、各仮想環境はロー

カルファイルシステムとネットワーク、そしてシステムとユーザープロセスへ独立したア

クセスが可能です。 

これは、単一のサーバーに複数のアプリケーションを統合している環境にとって理想的で

す。多くのマシンを管理するコストと複雑さを考えれば、より大規模でスケーラブルな

サーバーに複数のアプリケーションを統合するメリットがあります。また、システム上で

のより効率的なリソース使用も実現します。動的なリソース再割り当てによって、使用さ

れていないリソースをほかの Oracle Solaris コンテナの要求に応じて割り当てることがで

きます。障害とセキュリティーを隔離することで、専用のシステムや利用されていないシ

ステムがなくても動作の不安定なアプリケーションを実行することができます。 

Oracle Solaris コンテナを作成する方法は 2 つあります。1 つは「疎ルート」コンテナで、

コンテナのルートファイルシステムが帯域ゾーンから読み取り専用としてマウントされ

る環境で、ファイルシステム内の容量を取らずすぐに作成できます。もう 1 つは「完全

ルート」コンテナで、ルートファイルシステムは読み取り書き取りモードでマウントされ、

コンテナに必要なすべてのパッケージがその中にインストールされます。完全ルートコン

テナは一般的なシステムのようなものです。 

コンテナで利用できるネットワークには 2 種類あります。1 つは「共有 IP」で、帯域ゾー

ンで NIC を共有します。共有 IP では、コンテナ内に IP アドレスを作成できず、起動

時にのみコンテナの構成済み IP が設定されます。ネットワークの「排他的 IP」の場合

は専用の NIC が割り当てられ、この NIC への IP をコンテナ内で構成できます。 

Oracle Solaris コンテナは T シリーズ、M シリーズ、および Solaris 10 オペレーティング

システムを実行する x86 システムでサポートされます。 
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Oracle RAC データベース 

Oracle RAC のデータベースは可用性とスケーラビリティーに優れた RDBMS データベー

スで、環境内の動的リソース変更に合わせて動的に調整可能です。利用可能なすべてのシ

ステムに接続された NAS や SAN ベースのストレージであっても、Oracle RAC のデータ

ファイルは共有ストレージ上にホストされます。Oracle RAC のノード間通信には、低レ

イテンシで高スループットのプライベートインターコネクトを使用することが推奨され

ます。高可用性を実現して 1 つのノードに発生した障害を軽減するためには、物理的な

システムが少なくとも 2 台必要です。ただし、スケーラビリティーと可用性をさらに高

めるためには追加の物理サーバーまたはノードを追加してください。 

Oracle Solaris コンテナ環境で Oracle RAC をホストする際は、次の点を考慮します。 

ノードまたはサーバーごとに 1 つの Oracle Solaris コンテナをプロビジョニングします。 

o これによって、1 つのノードが停止した場合には同一のノードではなく別のノードの

インスタンスが利用可能になるため、インスタンスまたはノードのレベルで高可用

性が実現されます。 

o このような複数の Oracle RAC データベースを 1 セットの物理サーバー内に統合し

ます。 

o さらに、Oracle Solaris コンテナはセキュリティーに優れた分離された環境で、Oracle 

Solaris コンテナのルートアクセスを使用して異なる Oracle RAC データベースのイ

ンストールを管理しているそれぞれの DBA に対して独立したノードとしてこれ

らの環境を割り当てられます。 

 名前空間の分離によって、1 台の同一サーバー上で異なる Oracle RAC データベースの

異なるコンテナを別々のタイムゾーンに設定できます。ただし、特定の Oracle RAC 

データベースをホストしているほかのすべてのノードで同一のタイムゾーンを設定す

ることが有用です。 

o 名前空間の分離によって、DNS や NIS であっても異なるネームサーバーに構成す

ることでこれらを含む環境を独立したシステムとして環境を構成できます。 

o コンテナごとの独立したプロセスツリーによってプロセスレベルでの分離が可能

になり、その環境の再起動時にそのプロセスによってクラッシュおよび再起動が発

生しても、あるコンテナで実行しているプロセスが別のコンテナに影響を与えるこ

とがなくなりました。ほかのコンテナに影響はありません。 

 Oracle RAC データベースバイナリをホストするには、ZFS ファイルシステムを使用し

ます。または ZFS にコンテナ環境を作成してそこにデータベースバイナリをホストし

ます。これによって、次のような大きな利点が得られます。 

o ホスト元の ZFS ファイルシステムを複製することによって、迅速に Oracle バイナ

リを配備したりコンテナ環境を設定したりします。 

o ファイルシステムのサイズが上限に近づいた場合、透過的かつ動的にファイルシス

テムのサイズを増加させます。 

 Oracle RAC データベースのデータファイルをホストするには、ASM を利用します。

ASM には次の利点があります。 
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o 冗長性を利用した LUN の高い可用性が得られます。ASM はコントローラ全体で

ディスクまたは LUN をミラーリングすることで可用性を高めます。 

o オラクルはデータを熟知しているため、データの取得と保存を最適な方法で行いま

す。 

 Oracle RAC データベースのデータファイルをホストするには、ASM を利用します。

ASM には次の利点があります。 
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仮想化を使用しない Oracle RAC の配備 

仮想化を使用しないで Oracle RAC をホストするには、次の点を考慮します。 

 高可用性を確保するために少なくとも 2 ～ 3 以上のノード、データファイルをホス

トするための共有ストレージ、およびこの Oracle クラスタ環境のためのプライベート

ネットワークとパブリックネットワーク。 

 ただし、同一のシステムセットに Oracle RAC のその他のバージョンまたは異なるパッ

チレベルをホストする余地はありません。 

 CPU およびその他のリソース使用率が 20 ～ 25% 程度になる場合がありますが、異

なるバージョンでの設定をホストするには、別のシステムセットを設定、インストー

ル、および管理する必要があります。 

次の図 1 は、以下のことを示します。 

 Sun SPARC T5220 サーバーが 4 * 台あり、RAC 環境内で構成され、帯域ゾーンまたは

ホストのオペレーティングシステム環境に  2 種類の異なるデータベースを持つ 

Oracle 10gR2 RAC データベースをホストしています。 

 冗長コントローラを備えた 2 つの「Sun StorageTek 6140」アレイがあります。それぞれ

の冗長コントローラはシステム上の冗長 HBA に接続されます。システム上では、マ

ルチパス IO (MPxIO) を使用してディスクアレイ上の LUN に接続の高可用性を提供

します。 

 2 つの異なるコントローラを表すために、2 種類の色分けがされています。 

 各ストレージコントローラからケーブルが接続されます。storage1 の場合は slot4 

および slot 5 の port1 にケーブルが接続され、storage2 も同様に接続されますが 

port2 を使用します。 

 MPxIO によって、slot4 および slot5 間で高可用性を実現し、2 つではなく 1 つの

ディスク名が提供されます。 

 ASM (Oracle Automatic Storage Management) の通常ディスクグループは  port1 と 

port2 の 2 つの LUN 間での通常の冗長化に使用され、ストレージアレイ全体の障

害に対して高可用性を提供します。 
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図 1: 仮想化環境を使用しない Oracle RAC 配備 

 

 パブリックネットワークのケーブルは e1000g0 および e1000g1 から switch1 および 

switch2 に接続され、IPMP グループの ipmp0 はパブリックネットワークに高可用性を

提供して IP および VIP IP アドレスをホストします。 

 これらのスイッチはパブリックネットワークに接続され、研究環境ではアップリン

クポートを設定できます。 

 プライベートネットワークのケーブルは e1000g2 および e1000g3 から switch3 およ

び switch4 に接続され、IPMP グループの ipmp1 はホスト上のネットワークに高可用

性を提供します。プライベート IP アドレスはホストが起動したときに設定され、

ipmp1 グループも一緒に設定されます。 

 Oracle RAC は、Oracle クラスタウェアが起動したときにこの IP アドレスをプライ

ベート IP アドレスとして利用します。 

 これらのスイッチにはトランクポートとして構成されたアップリンクポートがあ

り、スイッチコンポーネントの 1 つに障害が発生した場合にリンクが別のスイッ

チに透過的にフェイルオーバーしてトラフィックを渡します。 
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仮想化を使用する Oracle RAC 配備 

仮想化環境は前述した組み込みテクノロジである Oracle Solaris コンテナです。この仮想

化環境内高レベル配備はシームレスであるため、Oracle Solaris コンテナ内に Oracle RAC 

を配備するために先ほどの章で学習した内容を活用します。Oracle Solaris コンテナ内に 

Oracle RAC を配備するにあたっては、次の点を考慮します。 

次の図 2 では、一般的な配備シナリオを示しています。 

 ノードは 4 つで、2 つのコンテナ環境をホストしていて、コンテナ内の  4 種類の 

Oracle クラスタウェアで Oracle RAC データベースの 10gR2 と 11gR1 の 2 種類の

バージョンを実行しています。 

 ここでは、ある 1 つの Oracle クラスタウェア環境で 1 つのノードにつき 1 つの

コンテナが作成されていて、これによって高可用性を実現しています。 

 また、あるノードに障害が発生して別のコンテナ環境も停止した場合でも、1 つの

クラスタで利用できるコンテナまたは仮想ノードが複数あるため大きな影響はあ

りません。 

 cont10g01 から cont10g04、および cont11g01 から cont11g04 はそれぞれ物理ノードの 

port01 から port04 でホストされます。 

 1 つのコンテナにつき 2 つのコア (16 スレッド) が割り当てられています。 

 VLAN タグの付いた NIC を使用することで、パブリックネットワークとプライベー

トネットワークは、お互いに影響を与えることなく 2 つの Oracle クラスタウェア環

境で同一セットのハードウェア NIC を共有しています。Oracle クラスタウェアは 

VIP を作成するため、排他的 IP のコンテナが作成され、物理 NIC ではなくて VLAN 

タグの付いた NIC が割り当てられます。 

 NIC e1000g0 および e1000g1 は switch1 および switch2 に接続されています。 

o これらのスイッチのポートはトランクポートとして構成されているので、

Oracle 10gR2 および Oracle 11gR1 環境の VLAN タグ 131、132 が付けら

れた VLAN トラフィックを許可します。 

o パブリック NIC で VIP がホストされています。Oracle クラスタウェア

の vip サービスによって作成されます。 

o たとえば、cont10g01 コンテナの内部ではこれらの NIC は e1000g131000 

および e1000g131001 で、IPMP グループ ipmp0 が作成されこのネット

ワークレイヤーで高可用性を提供します。 

 NIC e1000g2 および e1000g3 は switch3 および switch4 に接続されています。 

o これらのスイッチのポートはトランクポートとして構成されているので、

Oracle 10gR2、Oracle 11gR1、および Oracle 11gR2 環境の VLAN タグ 111、

112、113 が付けられた VLAN トラフィックを許可します。 

o プライベート IP はコンテナおよび Oracle クラスタウェアによって構成

されています。 

o たとえば、cont10g01 コンテナの内部では、これらの NIC は e1000g111002 

および e1000g111003 で、IPMP グループ ipmp1 はこのネットワークレイ

ヤーに高可用性を提供します。 
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 簡単にするため、特定クラスタウェアのすべてのコンテナ環境で同一 IPMP グループ

名を使用できます。 

 専用ストレージ LUN のセットが Oracle クラスタウェア環境ごとに割り当てられ、

LUN の同一のセットがノード全体の別のコンテナに構成されます。物理的な接続は前

の章で説明したものと同一です。 

 

 

図 2: 仮想環境での Oracle RAC 配備 

 

これは高レベルの配備環境です。ストレージ、ネットワーク、高可用性などについてのよ

り詳細な計画と考慮事項は、次の章を参照してください。 
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Oracle RAC のコンテナの詳細 

Oracle Solaris コンテナに複数の Oracle RAC クラスタをホストするには、リソースを最適

に活用するために綿密な計画が必要です。まずは、迅速な配備などとともにストレージ、

ネットワーク、高可用性について見てみましょう。 

ストレージ 

ストレージ構成 

ストレージ構成について、そして高可用性がどのように実現されているのかとコンポーネ

ントどのような役割を担っているのかについてもう少し詳しく見てみましょう。 

次の図 3 には、冗長コントローラを持つストレージ STK 6140 およびノードごとに 2 つ

のポートを備えたデュアル F-CAL HBA のあるシステムを示しています。各ノードの物理

接続は次のとおりです。 

 storage1 controller1 から slot4 port1 

 storage1 controller2 から slot5 port1 

 storage2 controller1 から slot4 port2 

 storage2 controller2 から slot5 port2 

ストレージごとに作成された LUN はどちらのコントローラからも利用可能なため、slot4 

での HBA 障害またはそのパスでのケーブル障害は LUN 自体の可用性に一切影響を与

えません。この高可用性は、Oracle Solaris に標準搭載されている組み込み機能である 

MPxIO を使用して実現します。このマルチパス対応の LUN のディスク名は 1 つのみで、

このディスクはコンテナ環境にプロビジョニングされます。 

データウェアハウス (dw) のデータベースおよび swingbench (swbnech) データベースのこ

うした専用 LUN はクラスタごとに割り当てられています。ノード全体と対応するコンテ

ナで同一セットの LUN を構成してください。すべてのコンテナから同一セットの LUN 

が利用可能になると、Oracle RAC はそれらの LUN を共有ストレージとして認識します。

これで、ASM の構成は帯域ゾーン環境自体に ASM ディスクグループを設定したのと同

じようにシームレスになります。 
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ワークロードが時間ごとに異なる場合に最適な IO パフォーマンスを得るには、利用可能

なディスクをすべて共有してストレージボックスで LUN を作成するための要件があり

ます。たとえば RAC データベースが 2/3 の異なるアプリケーションから 1 日の 2/3 

の異なるタイミングでアクセスされる場合では、ディスクを共有して高レートの IO を得

ることが有効です。ただし、これら 2/3 のアプリケーションから同時にアクセスがあり、

同時に IO 負荷が高まった場合、ストレージ上の専用ディスクセットに LUN を作成する

ことが有効です。 

 

図 3: ストレージの構成 

 

ASM の構成 

storage1 から 1 つ、storage2 からもう 1 つ、合わせて 2 つの MPxIO 対応 LUN を使用

して、通常の冗長性、つまりミラーリングを備えた ASM ディスクグループを作成します。

ASM はコントローラ全体でディスク/LUN のミラーリングを提供し、Oracle RAC データ

ベースをホストするクラスタ化ボリュームと同じようにノード全体でミラーリングを有

効にします。ASM は Oracle RAC に標準搭載されています。より高いレベルで ASM の

可用性を実現するためには、ASM の冗長性を 3 レベルに設定することができます。 
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LUN は各コンテナの Oracle クラスタ環境専用であるため、独自の専用ディスクグループ

セットを持つ独立した ASM インスタンスを構成する必要があります。こうしたディスク

グループは前述した専用 LUN 上に作成されます。 

ネットワーキング 

コンテナ環境内の Oracle RAC のパブリックおよびプライベートのネットワークは IPMP 

を使用してネットワークスタックに高可用性を提供します。仮想 NIC を誤って取り外し

たり削除したりしても、同一ノード上にある別のコンテナ環境には影響を与えません。

IPMP はコンテナ内の NIC のシームレスな可用性を監視および管理します。 

次の図 4 には、一般的な環境での Oracle RAC のプライベートおよびパブリックネット

ワークの両方に高可用性を提供するために使用される 4 つの物理スイッチを示していま

す。ノードは 2 つ、4 つ、またはそれ以上にできます。2 つのスイッチはパブリックネッ

トワークに、2 つのスイッチはプライベートネットワークに使用されます。 

 Oracle CRS/Clusterware では、具体的にはネットワークインタフェース上の IP アドレスの 

plumb/unplumb など、VIP リソースを操作できるようにパブリックネットワークインタ

フェースを管理する必要があります。この管理は排他的 IP タイプでのみ可能です。 

 仮想環境の VLAN タグ付き NIC の作成に合わせて、スイッチもこれらの VLAN タ

グ付きトラフィックを許可するように設定する必要があります。 

 VLAN タグ付き NIC はプライベートとパブリックの両方のネットワークで使用され

ます。 

 switch1 および switch2 はパブリックネットワーク接続で使用され、パブリック

ネットワークに接続されます。e1000g0 および e1000g1 の NIC は switch1 および 

switch2 にそれぞれ接続されます。 

 switch3 および switch4 はプライベートネットワーク接続で使用され、クラスタの

プライベートネットワークに接続されます。e1000g2 および e1000g3 は switch3 お

よび switch4 にそれぞれ接続されます。 

 コンテナ環境で、各 NIC には各コンテナ環境に異なる VLAN タグを持っています。

たとえば、10g 環境にはパブリックネットワーク NIC として e1000g131000 および 

e1000g131001 があり、131 は VLAN で、000 および 001 は NIC 番号です。 

 2 つの異なる環境で、10gR2 および 11gR1 にそれぞれ 131、132 という 2 つの VLAN 

タグがパブリックネットワークとして構成され、10gR2 および 11gR1 にそれぞれ 111、

112 がプライベートネットワークとして構成されています。 

 スイッチでは、switch1 および switch2 のポートが VLAN 131、132 の VLAN トラフッ

クを許可するために構成されています。 

 この「ポートトランク」機能を有効にするにはそれぞれのスイッチ設定を参照して

ください。 

 ポートのトランキングはこれらの NIC が接続されているスイッチで有効化され、

VLAN タグ付きトラフィックが通過できるようにしています。 

 ドメインが設定されていないスイッチで配信オプションを使用して VLAN タグを

設定します。VLAN ドメインがスイッチで設定されている場合、両方のスイッチで

同一の VLAN ドメインが設定されていることを確認します。 
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 ホストでは、コンテナ構成とともにこれらの VLAN タグ付き NIC を構成するだけで

す。また、その上で IPMP を構成することで高可用性を実現します。 

 IPMP は、FAILBACK オプションの有無を問わず、プローブベースまたはリンクベー

スの障害検出機能のある Active-Standby および Active-Active モードで設定可能です。 

 迅速なフェイルーバーを活用するために使用する構成は、FAILBACK オプションを

無効にしたリンクベースの Active-Active IPMP です。 

 つまり、VLAN タグ付き NIC が IP アドレスのホストに失敗したときは必ずフェ

イルオーバープロセスのみが実行されることになり、FAILBACK は一切行われませ

ん。 

 FIPMP 設定の詳細および各種オプションについては、『Highly available and Scalable 

Oracle RAC networking with Oracle Solaris 10 IPMP』を参照してください。 
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図 4: Network configuration 

 

 

 

 

 

 

コンテナ内の Oracle RAC での高可用性についての考慮事項 

 高可用性 

 障害の隔離 

 管理の容易さ 

上記 3 点を実現するため、物理サーバーごとに 1 つのインスタンスがホストされている

帯域ゾーンに Oracle RAC をホストする場合を考えます。Oracle Solaris コンテナを使用し

て Oracle RAC を統合しながら同一の手法を適用します。たとえば、Oracle RAC 10gR2 の

場合、前述の図 2 に示される cont10g01 から cont10g04 までの 4 つのノードすべてで

ノードごとに 1 つのコンテナを作成します。これらの 4 つのコンテナは Oracle RAC 

10gR2 をホストするための 4 つのノードとして使用されます。 
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こうした複数のクラスタを配備するには、上記の図 2 で示されるように 11gR1 のような

異なるコンテナ環境を作成します。つまり、同一ノードの異なるコンテナは、同一の Oracle 

RAC クラスタではなく異なる Oracle RAC クラスタの一部となります。 

同一クラスタバイナリ上での異なるデータベースの場合、異なるプロジェクトを活用して

すべてのコンテナ間でのデータベースインスタンスに必要な各種システムレベルのリ

ソースを構成します。これは、システムリソースのより詳細な管理を可能にする抽象ソフ

トウェアレベルの 1 つのレベルで、Solaris Resource Manager と呼ばれています。これにつ

いては以降の章で解説します。 

ZFS を使用したコンテナの迅速な作成 

 ZFS ファイルシステムに Oracle Solaris コンテナをホストして、同様のコンテナ環境を

迅速に作成します。これによって、ZFS ファイルシステムのスナップショットを使用

してコンテナの仮想環境の作成が容易になります。 

 ZFS ファイルシステムにコンテナを作成し、コンテナ環境を設定して Oracle クラス

タウェアおよび Oracle データベースバイナリをインストールします。 

 コンテナ環境を停止し、「pre_oracle_install」という名前でスナップショットを取ります。 

 コンテナのルートファイルシステムのみに Oracle クラスタウェアソフトウェアおよ

び Oracle データベースバイナリをインストールします。 

 バイナリがインストールされたあとは、「port_oracle_install」として別のスナップショッ

トを取ることで環境を維持します。これらのスナップショットは、前の段階に戻れる

よう構成の各段階でも取ることができます。これによって、手動設定時のエラーを簡

単に回避できるようになります。 

 異なるバージョンの Oracle で新しいコンテナ環境を作成するには、既存のスナップ

ショット「pre_oracle_install」を活用し、コンテナ構成テンプレートを構成して既存の

ネットワークとディスク構成を活用します。「pre_oracle_install」環境を複製してカスタ

ム構成で新しいコンテナを作成して、コンテナ環境を再起動する前に適切な「sysidcfg」

ファイルをコンテナ環境の「/etc」ディレクトリ下に配置します。これによって、異な

るバージョンの Oracle データベースまたはクラスタウェアのホスト準備が整ったコ

ンテナ環境を迅速に作成することができます。 

 一方で、類似の Oracle バージョン環境を作成するには、変更したネットワークおよび

ディスク構成を使用してカスタムコンテナ構成ファイルを作成します。

「post_oracle_install」スナップショットを複製して、Oracle がインストールされた環境

をすぐに用意します。新しい環境の要件に従って、あとで Oracle を設定します。 

 ZFS についての詳細は、Oracle Solaris ドキュメントにある ZFS のドキュメントを参

照してください。 

 ZFS ファイルシステムのキャッシュを制限するには、「/etc/system」を変更してキャッ

シュとして 1GB を設定します。ZFS は通常、可能な限りメモリーを使用しようとし、

必要に応じて解放します。ZFS メモリー要件を 1GB に制限するのではありません。

設定の詳細については付録を参照してください。 



Oracle ホワイトペーパー — Oracle Solaris コンテナ内で Oracle RAC を配備するベストプラクティス 

15 

コンテナの管理およびリソースの割り当て 

Oracle Solaris Resource Manager 

リソース管理機能は Solaris コンテナ環境の一部です。リソース管理によって、利用可能

なシステムリソースをアプリケーションが使用する方法を管理できます。 

 プロセッサ時間などのコンピューティングリソースを割り当てます 

 割り当ての使用方法を監視し、必要に応じて割り当てを調整します 

 分析、請求、および容量計画のために拡張アカウント情報を生成します 

Solaris のリソース管理機能によって、負荷を個別に管理できるようになります。次のこと

が可能になります。 

 特定のリソースに対するアクセスを制限します 

 優先度に応じてワークロードにリソースを提供します 

 ワークロードをお互いから隔離します 

動的リソース変更の表示 

CPU 

コンテナ環境の 1 つで CPU 使用率が高くなった場合、使用されていないコンテナまた

は帯域ゾーンから CPU リソースの割り当てを解除して、使用率が高くなったコンテナに 

CPU リソースを動的に割り当てることが可能です。使用されていないコンテナから CPU 

リソースの割り当てを解除するには、まずそれらの CPU をデフォルトプールに解放し、

そのあとでそのプールを指定プールへ割り当てます。あるコンテナの CPU を動的に変更

する手順を見てみましょう。 

シナリオ: cont10g01 には、コンテナの起動時に動的に作成されたリソースプールがあり、

そこには CPU の数として 2 コア (16 スレッド) があります。このノードと cont10g02 

から cont10g04 までのその他の物理ノードにホストされているほかのすべての仮想ノー

ドで CPU 使用率が 80% に達していることが確認されました。このコンテナにもう 1 つ

のコア (8 スレッド) を追加して、さらにほかの物理ノードにも追加する方法を見てみま

しょう。 

手順 1 – pset_default プロセッサセットで 2 つ以上のコアが利用可能であることを確認

します。 pset_default プロセッサセットはデフォルトのプロセッサセットです。

SUNW/tmp_cont10g01 プールセットは cont10g01 ゾーンが生成されたときに作成され、シ

ステムが再起動したり停止したりしたあとにこのプールは消滅します。 

 

root@potr01:~/# psrinfo 

root@potr01:~/# poolcfg -dc ''transfer 8 from pset pset_default to SUNWtmp_cont10g01'' 

 

手順 2 – ほかのノードすべてでも、上記の手順を実行して CPU を動的に変更します。 
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CPU を一時的に変更する場合は、前述の動的プール SUNWtmp_cont10g01 を変更するだ

けです。永続的に変更する場合は、コンテナの構成を変更して次回起動時にも新しい CPU 

設定で起動できるようにします。ただし、前述の CPU が不足しているコンテナ環境での

内部調整の例が一般的な実行時シナリオとなります。 

別のプラットフォームに専用の CPU を設定するのではなく、CPU 共有を変更するその

他のシナリオもあります。 
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終わりに 

 Oracle Solaris コンテナは、異なるバージョンまたはパッチレベルの各種 Oracle RAC 

データベースを統合する上での最適な選択肢です。さらに、同一のオペレーティング

システムカーネルにホストできます。 

 Oracle Solaris コンテナによって、エンドユーザーはリソースを巧みに管理し、使用さ

れていないコンテナのリソースをプールし、必要とするコンテナにリソースをプロビ

ジョニングできます。 

 さらに、SRM の会計機能を利用して、使用した CPU に基づいてエンドユーザーに課

金できます。グリッド環境で、リソースの使用量に応じて適切な課金をするためにこ

の機能を有効に活用できる可能性があります。 

 メモリーおよび CPU 変更などの動的リソース管理によって優れた柔軟性が得られま

す。 

 VLAN タグ付き NIC によって、サーバー上の物理 NIC のハードウェア制限を解消で

きます。さらに、ネットワークスイッチもこの機能を提供します。 

 IPMP は、ネットワーク障害を検出する Oracle RAC のモニタリングおよびタイムアウ

トとは別に、ネットワークスタックの可用性を管理します。 

 MPxIO は、異なるディスク/LUN に同一の名前を提供することでシームレスな可用性

を提供します。ホストするストレージアレイの LUN/ディスクの異なるパスの可用性

を管理します。 

 ASM は、異なるストレージアレイのディスク/LUN をミラーリングして 2 つの異な

るストレージアレイ間で高可用性を実現するクラスタボリュームマネージャーのメ

リットを提供します。 
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付録 1 – コンテナの構成例 

ハードウェア: 

Sun SPARC Enterprise T5220 (M シリーズまたは x86 ベースのシステムもホストコンテナ

の仮想環境をホストするために使用可能)。 

Sun SPARC Enterprise T5220 サーバー 4 * 台。それぞれ 1.6GHz、8 コアまたは 64 スレッ

ド、および 64GB RAM で構成。 

ストレージ: 

デュアルコントローラを備えた Sun StorageTek 6140 アレイ。 

OS: 

Solaris10 10/09 SPARC (カーネルパッチ 142900-14 およびその依存パッチ 143055-01) 

Oracle データベース: 

 Oracle RAC 10gR2 10.2.0.4 (最新のパッチセット 9352164) 

 Oracle RAC 11gR1 11.1.0.7 (最新のパッチセット 9207257 および 9352179) 

構成ファイル 

ホストシステムの構成ファイル: 

1. ZFS キャッシュを 1GB に制限します。 

/etc/system # を変更して次の行を追加 

* set this value for limiting zfs cache to 1G 

set zfs:zfs_arc_max = 0x3E800000 

 

2. S10 でのデフォルトの物理メモリーの 1/4 というシステム全体の上限をオーバーラ

イドするには、「/etc/system」にある「shminfo_shmmax」チューニングパラメータを構

成してその上限を解除する必要があります。「/etc/system」を変更して「shminfo_shmmax」

の値を要件に適した値に設定します。 

 

 

* set the max shared memory to 24G 

set shmminfo_shmmax = 0x600000000 
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3. MPxIO を有効にします。 

/kernel/drv/fp.conf  # の次のエントリを変更 

mpxio-disable="no"; 

 

エントリが存在している場合は、上記のとおりに設定されて MPxIO が有効になっている

ことを確認します。存在しない場合はこのエントリを追加します。「/etc/system」のすべ

ての値はノードを再起動したあとに有効になります。 

コンテナの構成ファイルの内容: 

1. SRM 機能「/etc/project」を使用した Oracle 共有メモリー構成 

 

 

root@cont11g01:/# cat /etc/project 

system:0:::: 

user.root:1:::: 

noproject:2:::: 

default:3:::: 

group.staff:10:::: 

user.oracle:100:Oracle project:::process.max-sem-nsems=(privileged,4096,deny);project.max-shm- 

m-emory=(privileged,16106127360,deny) 

2. IPMP 構成 

a. パブリックネットワーク 

 

 

root@cont10g01:/# cat /etc/hostname.e1000g131000 

cont10g01 group pub_ipmp0 

root@cont10g01:/# cat /etc/hostname.e1000g131001 

group pub_ipmp0 up 

root@cont10g01:/# 

 

 

b. プライベートネットワーク 

 

 

root@cont10g01:/# cat /etc/hostname.e1000g111002 

cont10g01-priv group priv_ipmp0 

root@cont10g01:/# cat /etc/hostname.e1000g111003 

group priv_ipmp0 up 

root@cont10g01:/# 

コンテナの構成ファイル: 

次の内容でファイルを作成し、コンテナを作成します。 

#save the below content as config_template_to_create_cont10g01.cfg 
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create -b 

set zonepath=/zonespool/cont10g01 

set autoboot=false 

set limitpriv=default,proc_priocntl,proc_lock_memory 

set scheduling-class=TS,RT,FX 

set ip-type=exclusive 

add net 

set physical=e1000g111002 

end 

add net 

set physical=e1000g111003 

end 

add net 

set physical=e1000g131000 

end 

add net 

set physical=e1000g131001 

end 

add capped-memory 

set physical=24G 

end 

add dedicated-cpu 

set ncpus=16 

end 

add rctl 

set name=zone.max-swap 

add value (priv=privileged,limit=25769803776,action=deny) 

end 

add rctl 

set name=zone.max-locked-memory 

add value (priv=privileged,limit=12884901888,action=deny) 

end 

add device 

set match=/dev/rdsk/c5t600A0B800011FC3E00000E074BBE32EAd0s6 

end 

add device 

set match=/dev/dsk/c5t600A0B800011FC3E00000E074BBE32EAd0s6 

end 

add device 

set match=/dev/rdsk/c5t600A0B800011FC3E00000E194BBE3514d0s6 

end 

add device 

set match=/dev/dsk/c5t600A0B800011FC3E00000E194BBE3514d0s6 

end 

add device 

set match=/dev/rdsk/c5t600A0B800011FC3E00000E234BBE720Cd0s6 

end 

add device 

set match=/dev/dsk/c5t600A0B800011FC3E00000E234BBE720Cd0s6 

end 

# 上記の内容をコピーアンドペーストし、ディスクパスおよび NIC 名を構成に合わせて

変更します。 

 

root@port01:~/# zonecfg -z cont10g01 -f config_template_to_create_cont10g01.cfg 

 

#これで「cont10g01」という名前のゾーンが作成されます。 

root@port01:~/# zoneadm -z cont10g01 install 

 

#インストールが完了。コンテナを起動して構成します。 

root@port01:~/# zoneadm -z cont10g01 boot 

 

#コンテナのコンソールにログインして初回使用時に構成し、ルートパスワードの設定、

ネットワークの構成、タイムゾーンの構成などを行います。ゾーン /Container が再起動

します。 
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root@port01:~/# zlogin –C cont10g01 

 

# 画面に表示される手順に従ってゾーンを構成します。 
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