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Oracle データベース

TR-XXXX：『Oracle 19C in Standalone Restart on AWS
FSX/EC2 with NFS/ASM』

ネットアップ、Niyaz Mohamed、Allen Cao氏

目的

ASM（Automatic Storage Management）は、多くのOracle環境で採用されている、一般的なOracleストレー
ジボリュームマネージャです。また、Oracleが推奨するストレージ管理解決策 でもあります。これは’従来の
ボリューム・マネージャやファイル・システムに代わるものですOracleバージョン11g以降、ASMはデータベ
ースではなくグリッドインフラストラクチャにパッケージ化されています。そのため、RACを使用しないス
トレージ管理にOracle ASMを使用するには、Oracleグリッドインフラをスタンドアロンサーバにインストー
ルする必要があります（Oracle Restartとも呼ばれます）。そうすることで、Oracleデータベースの導入がさ
らに簡単になり、さらに複雑になります。ただし、その名前が示すように、Oracleが再起動モードで展開され
ている場合、障害が発生したOracleサービスは、ホストのリブート後にユーザの介入なしで再開されます。こ
れにより、ある程度の高可用性またはHA機能が提供されます。

Oracle ASMは、通常、FC、iSCSIストレージプロトコル、およびLUNにrawストレージデバイスとして導入さ
れます。ただし、Oracleでは、NFSプロトコル上のASMとNFSファイルシステムもサポートされています。
このドキュメントでは、EC2コンピューティングインスタンスを使用するAmazon FSx for ONTAP ストレージ
環境に、NFSプロトコルとOracle ASMを使用してOracle 19Cデータベースを導入する方法を説明します。ま
た、NetApp BlueXPコンソールを通じてNetApp SnapCenter サービスを使用してOracleデータベースをバッ
クアップ、リストア、クローニングし、開発とテストに使用する方法や、AWSパブリッククラウドでストレ
ージ効率に優れたデータベース運用を実現するその他のユースケースについて説明します。

この解決策 は、次のユースケースに対応します。

• Amazon FSx for ONTAP ストレージおよびNFS / ASMを使用したEC2コンピューティングインスタンスへ
のOracleデータベース導入

• NFS / ASMを使用して、パブリックAWSクラウドでOracleワークロードをテストおよび検証します

• AWSに導入されたOracleデータベースの再起動機能のテストと検証

対象者

この解決策 は、次のユーザーを対象としています。

• NFS / ASMを使用してAWSパブリッククラウドにOracleを導入したいと考えているDBA。

• AWSパブリッククラウドでOracleワークロードをテストしたいと考えているデータベース解決策 アーキ
テクト。

• AWS FSxストレージに導入されたOracleデータベースの導入と管理を希望するストレージ管理者。

• AWS FSX/EC2でOracleデータベースを立ち上げるアプリケーション所有者。

解決策 のテストおよび検証環境

この解決策 のテストと検証は、最終的な導入環境と一致しないAWS FSXおよびEC2環境で実行しました。詳
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細については、を参照してください [Key Factors for Deployment Consideration]。

アーキテクチャ

ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント

* ハードウェア *

FSX ONTAP ストレージ AWSで提供されている最新バージ
ョン

同じVPCとアベイラビリティゾー
ンに1つのFSx HAクラスタを配置
します

コンピューティングのEC2インス
タンス

t2.xlarge / 4vCPU / 16G 2つのEC2 T2 xlarge EC2インスタ
ンス（1つはプライマリDBサー
バ、もう1つはクローンDBサーバ
）

ソフトウェア

Red Hat Linux RHEL-8.6.0_HVM-20220503-
x86_64-2- Hourly2-gp2の場合

テスト用にRedHatサブスクリプシ
ョンを導入

Oracle Grid Infrastructureの略 バージョン19.18 RUパッ
チp34762026_190000_Linux-x86-
64.zipを適用しました

Oracle データベース バージョン19.18 RUパッ
チp34765931_190000_Linux-x86-
64.zipを適用しました

Oracle OPatchの略 バージョン12.2.0.1.36 最新のパッ
チp6880880_190000_Linux-x86-
64.zip
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SnapCenter サービス バージョン V2.3.1.2324

導入にあたって考慮すべき主な要因

• * EC2コンピューティングインスタンス。*これらのテストと検証では、Oracleデータベースコンピューテ
ィングインスタンスにAWS EC2 T2.xlargeインスタンスタイプを使用しました。本番環境では、データベ
ースワークロード向けに最適化されているため、OracleのコンピューティングインスタンスとしてM5タイ
プのEC2インスタンスを使用することを推奨します。実際のワークロード要件に基づいて、vCPUの数
とRAMの容量に合わせてEC2インスタンスのサイズを適切に設定する必要があります。

• * FSXストレージHAクラスタのシングルゾーンまたはマルチゾーン展開。*このテストと検証では、FSX
HAクラスタを単一のAWSアベイラビリティゾーンに導入しました。本番環境では、FSX HAペアを2つの
異なるアベイラビリティゾーンに導入することを推奨します。FSX HAクラスタは、アクティブ/パッシブ
ファイルシステムのペアで同期ミラーされるHAペアで、ストレージレベルの冗長性を提供するために割
り当てられます。マルチゾーン導入により、単一のAWSゾーンで障害が発生した場合の高可用性がさらに
向上します。

• * FSxストレージクラスタのサイジング。* Amazon FSx for ONTAP ストレージファイルシステムは、SSD
の最大16万IOPS、最大4GBpsのスループット、最大192TiBの容量を提供します。ただし、プロビジョニ
ングされたIOPS、スループット、およびストレージ制限（最小1、024GiB）については、導入時の実際の
要件に基づいてクラスタのサイジングを行うことができます。アプリケーションの可用性に影響を与える
ことなく、容量をオンザフライで動的に調整できます。

• * Oracleデータとログのレイアウト。*テストと検証では、データ用とログ用にそれぞれ2つのASMディス
クグループを導入しました。+data ASMディスクグループ内で、データNFSファイルシステムのマウント
ポイントに4本のディスクをプロビジョニングしました。+logs ASMディスクグループ内で、logs NFSフ
ァイルシステムマウントポイントに2本のディスクをプロビジョニングしました。大規模なデータベース
環境では、ASMディスクグループを複数のFSxファイルシステムにまたがって構築し、FSxファイルシス
テムにアンカーされた複数のNFSマウントポイントを介してASM NFSディスクを分散させることができ
ます。このセットアップは、4GBpsを超えるスループットと160,000のSSD物理IOPSの要件を満たすよう
に設計されています。

• * dNFS構成。* dNFSはOracleカーネルに組み込まれており、OracleをNFSストレージに導入する
と、Oracleデータベースのパフォーマンスが大幅に向上することが知られています。DNFSはOracleバイ
ナリにパッケージ化されていますが、デフォルトではオンになっていません。NFS上にOracleデータベー
スを導入する場合は、このオプションをオンにする必要があります。大規模なデータベースに複数のFSx
ファイルシステムを導入する場合は、dNFSマルチパスを適切に設定する必要があります。

• 作成したOracle ASMディスクグループごとに使用するOracle ASM冗長性レベル。 FSxはすでにFSxクラ

スタレベルでストレージをミラーリングしているため、必要です ONLY Use External Redundancy（外部
冗長性を使用）。つまり、このオプションではOracle ASMはディスクグループの内容をミラーリングで
きません。Oracleデータベースのデータストレージ用NFSにはハードNFSマウントオプションが必要であ
るため、これはASMコンテンツをOracleレベルでミラーリングする場合には望ましくないため、特に重要
です。

• *データベースのバックアップ。*ネットアップでは、NetApp BlueXPコンソールのUIから利用できる、ク
ラウドでのデータベースのバックアップ、リストア、クローニングを行うためのSnapCenter ソフトウェ
アサービスのSaaSバージョンを提供しています。このようなサービスを実装して、高速（1分未満）のス
ナップショットバックアップ、高速（数分）のデータベースリストア、データベースクローニングを実現
することを推奨します。

解決策 の導入

次のセクションでは、導入手順を段階的に説明します。
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導入の前提条件

導入には、次の前提条件が必要です。

1. AWSアカウントが設定され、必要なVPCとネットワークセグメントがAWSアカウント内に作成され
ている。

2. AWS EC2コンソールから、2つのEC2 Linuxインスタンスを導入する必要があります。1つはプライ
マリOracle DBサーバとして、もう1つはオプションのクローンターゲットDBサーバとして使用しま
す。環境セットアップの詳細については、前のセクションのアーキテクチャ図を参照してください。
また、も参照してください "Linuxインスタンスのユーザーガイド" を参照してください。

3. AWS EC2コンソールから、Amazon FSx for ONTAP ストレージHAクラスタを導入して、Oracleデー
タベースボリュームをホストします。FSXストレージの導入に慣れていない場合は、マニュアルを参
照してください "ONTAP ファイルシステム用のFSXを作成しています" を参照してください。

4. 手順2と3は、次のTerraform自動化ツールキットを使用して実行できます。このツールキットでは、

という名前のEC2インスタンスが作成されます ora_01 という名前のFSxファイルシステムがありま

す fsx_01。実行する前に、指示をよく確認し、環境に合わせて変数を変更してください。

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git

Oracleインストールファイルをステージングするための十分なスペースを確保するため
に、EC2インスタンスのルートボリュームに少なくとも50Gが割り当てられていることを
確認してください。

EC2インスタンスのカーネル設定
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前提条件をプロビジョニングした状態で、ec2-userとしてec2インスタンスにログインし、rootユーザ
にsudoを実行して、Oracleインストール用のLinuxカーネルを設定します。

1. ステージングディレクトリを作成します /tmp/archive フォルダに移動し、を設定します 777 許
可。

mkdir /tmp/archive

chmod 777 /tmp/archive

2. Oracleバイナリインストールファイルおよびその他の必要なrpmファイルをにダウンロードしてステ

ージングします /tmp/archive ディレクトリ。

に記載されているインストールファイルのリストを参照してください /tmp/archive EC2インスタ
ンス。

[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /tmp/archive

total 10537316

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      19112 Mar 21 15:57 compat-

libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 3059705302 Mar 21 22:01

LINUX.X64_193000_db_home.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2889184573 Mar 21 21:09

LINUX.X64_193000_grid_home.zip

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user     589145 Mar 21 15:56

netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64.rpm

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      31828 Mar 21 15:55 oracle-

database-preinstall-19c-1.0-2.el8.x86_64.rpm

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2872741741 Mar 21 22:31

p34762026_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 1843577895 Mar 21 22:32

p34765931_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user  124347218 Mar 21 22:33

p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-r--r--  1 ec2-user ec2-user     257136 Mar 22 16:25

policycoreutils-python-utils-2.9-9.el8.noarch.rpm

3. Oracle 19CプレインストールRPMをインストールします。これにより、ほとんどのカーネル設定要
件を満たすことができます。

yum install /tmp/archive/oracle-database-preinstall-19c-1.0-

2.el8.x86_64.rpm

4. 不足しているをダウンロードしてインストールします compat-libcap1 Linux 8の場合。
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yum install /tmp/archive/compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm

5. ネットアップから、NetApp Host Utilitiesをダウンロードしてインストールします。

yum install /tmp/archive/netapp_linux_unified_host_utilities-7-

1.x86_64.rpm

6. をインストールします `policycoreutils-python-utils`EC2インスタンスでは使用できません。

yum install /tmp/archive/policycoreutils-python-utils-2.9-

9.el8.noarch.rpm

7. Open JDKバージョン1.8をインストールします。

yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

8. nfs-utilsをインストールします。

yum install nfs-utils

9. 現在のシステムで透過的なHugepageを無効にします。

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

に次の行を追加します /etc/rc.local 無効にします transparent_hugepage 再起動後：

  # Disable transparent hugepages

          if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled;

then

            echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

          fi

          if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag;

then

            echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

          fi

10. を変更してSELinuxを無効にします SELINUX=enforcing 終了： SELINUX=disabled。変更を有
効にするには、ホストをリブートする必要があります。
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vi /etc/sysconfig/selinux

11. に次の行を追加します limit.conf 引用符を使用せずにファイル記述子の制限とスタックサイズを

設定します " "。

vi /etc/security/limits.conf

  "*               hard    nofile          65536"

  "*               soft    stack           10240"

12. 次の手順に従って、EC2インスタンスにスワップスペースを追加します。 "スワップファイルを使用
して、Amazon EC2インスタンスのスワップスペースとして機能するようにメモリを割り当てるには
どうすればよいですか。" 追加するスペースの正確な量は、最大16GのRAMのサイズによって異なり
ます。

13. ASM SYSASMグループに使用するASMグループを追加します

groupadd asm

14. ASMをセカンダリグループとして追加するようにOracleユーザを変更します（Oracleユーザ
は、OracleプリインストールRPMインストール後に作成されている必要があります）。

usermod -a -G asm oracle

15. EC2インスタンスをリブートします。

EC2インスタンスホストにマウントするNFSボリュームをプロビジョニングおよびエクスポートします
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コマンドラインから3つのボリュームをプロビジョニングします。fsxadminユーザとしてssh経由でFSx
クラスタにログインし、FSxクラスタ管理IPを使用してOracleデータベースのバイナリファイル、データ
ファイル、ログファイルをホストします。

1. SSHを使用してfsxadminユーザとしてFSxクラスタにログインします。

ssh fsxadmin@172.30.15.53

2. 次のコマンドを実行して、Oracleバイナリ用のボリュームを作成します。

vol create -volume ora_01_biny -aggregate aggr1 -size 50G -state

online  -type RW -junction-path /ora_01_biny -snapshot-policy none

-tiering-policy snapshot-only

3. 次のコマンドを実行してOracleデータ用のボリュームを作成します。

vol create -volume ora_01_data -aggregate aggr1 -size 100G -state

online  -type RW -junction-path /ora_01_data -snapshot-policy none

-tiering-policy snapshot-only

4. 次のコマンドを実行して、Oracleログ用のボリュームを作成します。

vol create -volume ora_01_logs -aggregate aggr1 -size 100G -state

online  -type RW -junction-path /ora_01_logs -snapshot-policy none

-tiering-policy snapshot-only

5. 作成したDBボリュームを検証します。

vol show

次のような結果が返されます。
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FsxId02ad7bf3476b741df::> vol show

  (vol show)

FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol show

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

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

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

svm_ora   ora_01_biny  aggr1        online     RW         50GB

47.50GB    0%

svm_ora   ora_01_data  aggr1        online     RW        100GB

95.00GB    0%

svm_ora   ora_01_logs  aggr1        online     RW        100GB

95.00GB    0%

svm_ora   svm_ora_root aggr1        online     RW          1GB

972.1MB    0%

4 entries were displayed.

データベースストレージの構成
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次に、Oracleグリッドインフラ用のFSxストレージとEC2インスタンスホストへのデータベースインスト
ールをインポートしてセットアップします。

1. SSHキーとEC2インスタンスのIPアドレスを使用して、EC2-userとしてSSH経由でEC2インスタン
スにログインします。

ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.58

2. Oracleバイナリファイルシステムをマウントする/u01ディレクトリを作成します

sudo mkdir /u01

3. バイナリボリュームをにマウントします `/u01`がFSx NFS LIFのIPアドレスに変更されました。ネッ
トアップの自動化ツールキットを使用してFSxクラスタを導入した場合、FSx仮想ストレージサーバ
のNFS LIFのIPアドレスがリソースプロビジョニングの実行時に出力に表示されます。それ以外の場
合は、AWS FSxコンソールUIから取得できます。

sudo mount -t nfs 172.30.15.19:/ora_01_biny /u01 -o

rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536

4. 変更 /u01 Oracleユーザーおよび関連づけられているプライマリグループに対するマウントポイント
の所有権

sudo chown oracle:oinstall /u01

5. Oracleデータファイルシステムをマウントするための/oradataディレクトリを作成します

sudo mkdir /oradata

6. データボリュームをにマウントします `/oradata`がFSx NFS LIFのIPアドレスに変更されました

sudo mount -t nfs 172.30.15.19:/ora_01_data /oradata -o

rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536

7. 変更 /oradata Oracleユーザーおよび関連づけられているプライマリグループに対するマウントポ
イントの所有権

sudo chown oracle:oinstall /oradata

8. Oracleログファイルシステムをマウントするための/oralogsディレクトリを作成します
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sudo mkdir /oralogs

9. ログボリュームをにマウントします `/oralogs`がFSx NFS LIFのIPアドレスに変更されました

sudo mount -t nfs 172.30.15.19:/ora_01_logs /oralogs -o

rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536

10. 変更 /oralogs Oracleユーザーおよび関連づけられているプライマリグループに対するマウントポ
イントの所有権

sudo chown oracle:oinstall /oralogs

11. にマウントポイントを追加します /etc/fstab。

sudo vi /etc/fstab

次の行を追加します。

172.30.15.19:/ora_01_biny       /u01            nfs

rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536   0

0

172.30.15.19:/ora_01_data       /oradata        nfs

rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536   0

0

172.30.15.19:/ora_01_logs       /oralogs        nfs

rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536   0

0

12. Oracleユーザにsudoを実行し、ASMディスクファイルを格納するASMフォルダを作成します

sudo su

su - oracle

mkdir /oradata/asm

mkdir /oralogs/asm

13. OracleユーザとしてASMデータディスクファイルを作成し、ディスクサイズとブロックサイズに合
わせて数を変更します。
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dd if=/dev/zero of=/oradata/asm/nfs_data_disk01 bs=1M count=20480

oflag=direct

dd if=/dev/zero of=/oradata/asm/nfs_data_disk02 bs=1M count=20480

oflag=direct

dd if=/dev/zero of=/oradata/asm/nfs_data_disk03 bs=1M count=20480

oflag=direct

dd if=/dev/zero of=/oradata/asm/nfs_data_disk04 bs=1M count=20480

oflag=direct

14. rootユーザとして、データディスクファイルの権限を640に変更します

chmod 640 /oradata/asm/*

15. Oracleユーザとして、ASMログディスクファイルを作成し、ブロックサイズを含むディスクサイズ
に合わせてcountを変更します。

dd if=/dev/zero of=/oralogs/asm/nfs_logs_disk01 bs=1M count=40960

oflag=direct

dd if=/dev/zero of=/oralogs/asm/nfs_logs_disk02 bs=1M count=40960

oflag=direct

16. rootユーザとして、ログディスクファイルの権限を640に変更します

chmod 640 /oralogs/asm/*

17. EC2インスタンスホストをリブートします。

Oracleグリッドインフラのインストール
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1. SSH経由でEC2インスタンスにEC2-userとしてログインし、コメントを解除してパスワード認証を

有効にします PasswordAuthentication yes コメントすることができます

PasswordAuthentication no。

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

2. sshdサービスを再起動します。

sudo systemctl restart sshd

3. Oracleユーザパスワードをリセットします。

sudo passwd oracle

4. Oracle Restartソフトウェア所有者ユーザー（Oracle）としてログインします。Oracleディレクトリ
を次のように作成します。

mkdir -p /u01/app/oracle

mkdir -p /u01/app/oraInventory

5. ディレクトリの権限設定を変更します。

chmod -R 775 /u01/app

6. グリッドのホームディレクトリを作成して変更します。

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

7. グリッドインストールファイルを解凍します。

unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_grid_home.zip

8. グリッドホームからを削除します OPatch ディレクトリ。

rm -rf OPatch

9. グリッドホームからコピー p6880880_190000_Linux-x86-64.zip をgrid_homeに移動し、解凍
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します。

cp /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip .

unzip p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

10. グリッドホームから、修正してください cv/admin/cvu_config`をクリックし、コメントを解除

して置換します `CV_ASSUME_DISTID=OEL5 を使用 CV_ASSUME_DISTID=OL7。

vi cv/admin/cvu_config

11. を準備します gridsetup.rsp サイレントインストール用のファイルを作成し、にRSPファイルを

配置します /tmp/archive ディレクトリ。RSPファイルは、セクションA、B、およびGを次の情報
でカバーする必要があります。

INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory

oracle.install.option=HA_CONFIG

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

oracle.install.asm.OSDBA=dba

oracle.install.asm.OSOPER=oper

oracle.install.asm.OSASM=asm

oracle.install.asm.SYSASMPassword="SetPWD"

oracle.install.asm.diskGroup.name=DATA

oracle.install.asm.diskGroup.redundancy=EXTERNAL

oracle.install.asm.diskGroup.AUSize=4

oracle.install.asm.diskGroup.disks=/oradata/asm/*,/oralogs/asm/*

oracle.install.asm.diskGroup.diskDiscoveryString=/oradata/asm/nfs_da

ta_disk01,/oradata/asm/nfs_data_disk02,/oradata/asm/nfs_data_disk03,

/oradata/asm/nfs_data_disk04

oracle.install.asm.monitorPassword="SetPWD"

oracle.install.asm.configureAFD=false

12. EC2インスタンスにrootユーザとしてログインします。

13. をインストールします cvuqdisk-1.0.10-1.rpm。

rpm -ivh /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/cv/rpm/cvuqdisk-1.0.10-

1.rpm

14. EC2インスタンスにOracleユーザとしてログインし、でパッチを展開します /tmp/archive フォル
ダ。

unzip p34762026_190000_Linux-x86-64.zip
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15. grid home/u01/app/oracle/product/19.0.0/gridからOracleユーザーとしてを起動します

gridSetup.sh グリッドインフラのインストールに使用します。

 ./gridSetup.sh -applyRU /tmp/archive/34762026/ -silent

-responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp

グリッドインフラのグループが間違っているという警告は無視してください。Oracle Restartの管理
には単一のOracleユーザを使用しているため、これは想定されています。

16. rootユーザとして、次のスクリプトを実行します。

/u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh

/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/root.sh

17. Oracleユーザとして、次のコマンドを実行して設定を完了します。

/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/gridSetup.sh -executeConfigTools

-responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp -silent

18. Oracleユーザとして、logsディスクグループを作成します。

bin/asmca -silent -sysAsmPassword 'yourPWD' -asmsnmpPassword

'yourPWD' -createDiskGroup -diskGroupName LOGS -disk

'/oralogs/asm/nfs_logs_disk*' -redundancy EXTERNAL -au_size 4

19. Oracleユーザとして、インストールの設定後にグリッドサービスを検証します。
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bin/crsctl stat res -t

+

Name                Target  State        Server

State details

Local Resources

ora.DATA.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LISTENER.lsnr   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LOGS.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.asm             ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Started,STABLE

ora.ons             OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-58

STABLE

Cluster Resources

ora.cssd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.diskmon         OFFLINE OFFLINE

STABLE

ora.driver.afd      ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.evmd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

Oracleデータベースのインストール
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1. Oracleユーザとしてログインし、設定を解除します $ORACLE_HOME および $ORACLE_SID 設定され
ている場合。

unset ORACLE_HOME

unset ORACLE_SID

2. Oracle DBのホームディレクトリを作成し、ディレクトリに変更します。

mkdir /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

3. Oracle DBインストールファイルを解凍します。

unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_db_home.zip

4. DBホームからを削除します OPatch ディレクトリ。

rm -rf OPatch

5. DBホームからコピーします p6880880_190000_Linux-x86-64.zip 終了： `grid_home`をクリッ
クして解凍します。

cp /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip .

unzip p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

6. DBホームから、を修正します cv/admin/cvu_config`をクリックし、コメントを解除して置換し

ます `CV_ASSUME_DISTID=OEL5 を使用 CV_ASSUME_DISTID=OL7。

vi cv/admin/cvu_config

7. から /tmp/archive ディレクトリで、DB 19.18 RUパッチを解凍します。

unzip p34765931_190000_Linux-x86-64.zip

8. でDBサイレントインストールRSPファイルを準備します /tmp/archive/dbinstall.rsp 次の値
を持つディレクトリ：
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oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY

UNIX_GROUP_NAME=oinstall

INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

oracle.install.db.InstallEdition=EE

oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSOPER_GROUP=oper

oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=oper

oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.rootconfig.executeRootScript=false

9. db1 home/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1から、サイレントソフトウェアのみのDBインストール
を実行します。

 ./runInstaller -applyRU /tmp/archive/34765931/ -silent

-ignorePrereqFailure -responseFile /tmp/archive/dbinstall.rsp

10. rootユーザとして、を実行します root.sh ソフトウェアのみのインストール後にスクリプトを作成
します。

/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1/root.sh

11. Oracleユーザとして、を作成します dbca.rsp 次のエントリを含むファイル：
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gdbName=db1.demo.netapp.com

sid=db1

createAsContainerDatabase=true

numberOfPDBs=3

pdbName=db1_pdb

useLocalUndoForPDBs=true

pdbAdminPassword="yourPWD"

templateName=General_Purpose.dbc

sysPassword="yourPWD"

systemPassword="yourPWD"

dbsnmpPassword="yourPWD"

storageType=ASM

diskGroupName=DATA

characterSet=AL32UTF8

nationalCharacterSet=AL16UTF16

listeners=LISTENER

databaseType=MULTIPURPOSE

automaticMemoryManagement=false

totalMemory=8192

EC2インスタンスホストで使用可能なメモリに基づいて合計メモリを設定しま

す。Oracleはの75%を割り当てています totalMemory DBインスタンスのSGAまたは
バッファキャッシュへ。

12. Oracleユーザとして、dbcaを使用してDB作成を起動します。
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bin/dbca -silent -createDatabase -responseFile /tmp/archive/dbca.rsp

output:

Prepare for db operation

7% complete

Registering database with Oracle Restart

11% complete

Copying database files

33% complete

Creating and starting Oracle instance

35% complete

38% complete

42% complete

45% complete

48% complete

Completing Database Creation

53% complete

55% complete

56% complete

Creating Pluggable Databases

60% complete

64% complete

69% complete

78% complete

Executing Post Configuration Actions

100% complete

Database creation complete. For details check the logfiles at:

 /u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1.

Database Information:

Global Database Name:db1.demo.netapp.com

System Identifier(SID):db1

Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1/db1.log"

for further details.

13. Oracleユーザとして、Oracleデータベースの作成後にHAサービスを再起動することを検証します。
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[oracle@ip-172-30-15-58 db1]$ ../grid/bin/crsctl stat res -t

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

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

Name           Target  State        Server                   State

details

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

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

Local Resources

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

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

ora.DATA.dg

               ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.LISTENER.lsnr

               ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.LOGS.dg

               ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.asm

               ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Started,STABLE

ora.ons

               OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-58          STABLE

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

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

Cluster Resources

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

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

ora.cssd

      1        ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.db1.db

      1        ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Open,HOME=/u01/app/o

 

racle/product/19.0.0

 

/db1,STABLE

ora.diskmon

      1        OFFLINE OFFLINE                               STABLE

ora.evmd

      1        ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

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

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

[oracle@ip-172-30-15-58 db1]$

14. Oracleユーザを設定します .bash_profile。
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vi ~/.bash_profile

15. 次のエントリを追加します。

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

export ORACLE_SID=db1

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

alias asm='export

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid;export

ORACLE_SID=+ASM;export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin'

16. 作成したCDB/PDBを検証します。

. ~/.bash_profile

sqlplus / as sysdba

SQL> select name, open_mode from v$database;

NAME      OPEN_MODE

DB1       READ WRITE

SQL> select name from v$datafile;

NAME

+DATA/DB1/DATAFILE/system.256.1132176177

+DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.257.1132176221

+DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.258.1132176247

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.265.11321

77009

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.266.11321

77009

+DATA/DB1/DATAFILE/users.259.1132176247

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.267.113

2177009

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/system.271.11321

77853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/sysaux.272.11321

77853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/undotbs1.270.113

2177853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/users.274.113217
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7871

NAME

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/system.276.11321

77871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/sysaux.277.11321

77871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/undotbs1.275.113

2177871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/users.279.113217

7889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/system.281.11321

77889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/sysaux.282.11321

77889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/undotbs1.280.113

2177889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/users.284.113217

7907

19 rows selected.

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 DB1_PDB1                       READ WRITE NO

         4 DB1_PDB2                       READ WRITE NO

         5 DB1_PDB3                       READ WRITE NO

SQL>

17. Oracleユーザとして、Oracleデータベースのホームディレクトリ/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1
に変更し、[Enable dNFS]を選択します

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

mkdir rdbms/lib/odm

cp lib/libnfsodm19.so rdbms/lib/odm/

18. ORACLE_HOMEにoranfstabファイルを設定します
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vi $ORACLE_HOME/dbs/oranfstab

add following entries:

server: fsx_01

local: 172.30.15.58 path: 172.30.15.19

nfs_version: nfsv3

export: /ora_01_biny mount: /u01

export: /ora_01_data mount: /oradata

export: /ora_01_logs mount: /oralogs

19. Oracleユーザとして、sqlplusからデータベースにログインし、DBリカバリのサイズと場所を+logsデ
ィスクグループに設定します。

. ~/.bash_profile

sqlplus / as sysdba

alter system set db_recovery_file_dest_size = 80G scope=both;

alter system set db_recovery_file_dest = '+LOGS' scope=both;

20. アーカイブログモードを有効にし、Oracle DBインスタンスをリブートします

shutdown immediate;

startup mount;

alter database archivelog;

alter database open;

alter system switch logfile;

21. インスタンスのリブート後にDBログモードとdNFSを検証します
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SQL> select name, log_mode from v$database;

NAME      LOG_MODE

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

DB1       ARCHIVELOG

SQL> select svrname, dirname from v$dnfs_servers;

SVRNAME

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

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

DIRNAME

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

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

fsx_01

/ora_01_data

fsx_01

/ora_01_biny

fsx_01

/ora_01_logs

22. Oracle ASMを検証

[oracle@ip-172-30-15-58 db1]$ asm

[oracle@ip-172-30-15-58 db1]$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 9 20:39:39 2023

Version 19.18.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 -

Production

Version 19.18.0.0.0

SQL> set lin 200

SQL> col path form a30

SQL> select name, path, header_status, mount_status, state from

v$asm_disk;

NAME                           PATH
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HEADER_STATU MOUNT_S STATE

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

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

DATA_0002                      /oradata/asm/nfs_data_disk01   MEMBER

CACHED  NORMAL

DATA_0000                      /oradata/asm/nfs_data_disk02   MEMBER

CACHED  NORMAL

DATA_0001                      /oradata/asm/nfs_data_disk03   MEMBER

CACHED  NORMAL

DATA_0003                      /oradata/asm/nfs_data_disk04   MEMBER

CACHED  NORMAL

LOGS_0000                      /oralogs/asm/nfs_logs_disk01   MEMBER

CACHED  NORMAL

LOGS_0001                      /oralogs/asm/nfs_logs_disk02   MEMBER

CACHED  NORMAL

6 rows selected.

SQL> select name, state, ALLOCATION_UNIT_SIZE, TOTAL_MB, FREE_MB

from v$asm_diskgroup;

NAME                           STATE       ALLOCATION_UNIT_SIZE

TOTAL_MB    FREE_MB

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

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

DATA                           MOUNTED                  4194304

81920      73536

LOGS                           MOUNTED                  4194304

81920      81640

This completes Oracle 19c version 19.18 Restart deployment on an

Amazon FSx for ONTAP and EC2 compute instance with NFS/ASM. If

desired, NetApp recommends relocating the Oracle control file and

online log files to the +LOGS disk group.

自動導入オプション

ネットアップは、この解決策 の実装を容易にするために、Ansibleを搭載した完全自動化された解決策 導入ツ
ールキットをリリースします。利用可能なツールキットについては、再度ご確認ください。リリース後、リン
クがここに掲載されます。
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SnapCenter サービスを使用したOracleデータベースのバックアップ、リストア、クロ
ーニング

を参照してください "Oracle向けのSnapCenter サービス" NetApp BlueXPコンソールを使用したOracleデータ
ベースのバックアップ、リストア、クローニングの詳細については、を参照してください。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してく
ださい。

• 新規データベースをインストールしたスタンドアロンサーバー用のOracle Grid Infrastructureのインストー
ル

"https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/installing-oracle-grid-infrastructure-
for-a-standalone-server-with-a-new-database-installation.html#GUID-0B1CEE8C-C893-46AA-8A6A-
7B5FAAEC72B3"

• 応答ファイルを使用したOracleデータベースのインストールと設定

"https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/installing-and-configuring-oracle-
database-using-response-files.html#GUID-D53355E9-E901-4224-9A2A-B882070EDDF7"

• NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"

• Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-
4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54
KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-
xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

TR-4965：『Oracle Database Deployment and Protection in
AWS FSX/EC2 with iSCSI/ASM』

ネットアップ、Niyaz Mohamed、Allen Cao氏

目的

ASM（Automatic Storage Management）は、多くのOracle環境で採用されている、一般的なOracleストレー
ジボリュームマネージャです。また、Oracleが推奨するストレージ管理解決策 でもあります。これは’従来の
ボリューム・マネージャやファイル・システムに代わるものですOracleバージョン11g以降、ASMはデータベ
ースではなくグリッドインフラストラクチャにパッケージ化されています。そのため、RACを使用しないス
トレージ管理にOracle ASMを使用するには、Oracleグリッドインフラをスタンドアロンサーバにインストー
ルする必要があります（Oracle Restartとも呼ばれます）。そうすることで、Oracleデータベースの導入がさ
らに簡単になり、さらに複雑になります。ただし、その名前が示すように、Oracleが再起動モードで展開され
ている場合、障害が発生したOracleサービスは、ホストのリブート後にユーザの介入なしで再開されます。こ
れにより、ある程度の高可用性またはHA機能が提供されます。
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このドキュメントでは、EC2コンピューティングインスタンスを使用するAmazon FSx for ONTAP ストレー
ジ環境にiSCSIプロトコルとOracle ASMを使用してOracleデータベースを導入する方法を説明します。ま
た、NetApp BlueXPコンソールを通じてNetApp SnapCenter サービスを使用してOracleデータベースをバッ
クアップ、リストア、クローニングし、開発とテストに使用する方法や、AWSパブリッククラウドでストレ
ージ効率に優れたデータベース運用を実現するその他のユースケースについて説明します。

この解決策 は、次のユースケースに対応します。

• iSCSI / ASMを使用したAmazon FSx for ONTAP ストレージおよびEC2コンピューティングインスタンス
へのOracleデータベース導入

• iSCSI / ASMを使用して、パブリックAWSクラウドでOracleワークロードをテストおよび検証します

• AWSに導入されたOracleデータベースの再起動機能のテストと検証

対象者

この解決策 は、次のユーザーを対象としています。

• iSCSI / ASMを使用してAWSパブリッククラウドにOracleを導入したいと考えているDBA。

• AWSパブリッククラウドでOracleワークロードをテストしたいと考えているデータベース解決策 アーキ
テクト。

• AWS FSxストレージに導入されたOracleデータベースの導入と管理を希望するストレージ管理者。

• AWS FSX/EC2でOracleデータベースを立ち上げるアプリケーション所有者。

解決策 のテストおよび検証環境

この解決策 のテストと検証は、最終的な導入環境と一致しないAWS FSXおよびEC2環境で実行しました。詳
細については、を参照してください [Key Factors for Deployment Consideration]。

アーキテクチャ
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ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント

* ハードウェア *

FSX ONTAP ストレージ AWSで提供されている最新バージ
ョン

同じVPCとアベイラビリティゾー
ンに1つのFSx HAクラスタを配置
します

コンピューティングのEC2インス
タンス

t2.xlarge / 4vCPU / 16G 2つのEC2 T2 xlarge EC2インスタ
ンス（1つはプライマリDBサー
バ、もう1つはクローンDBサーバ
）

ソフトウェア

Red Hat Linux RHEL-8.6.0_HVM-20220503-
x86_64-2- Hourly2-gp2の場合

テスト用にRedHatサブスクリプシ
ョンを導入

Oracle Grid Infrastructureの略 バージョン19.18 RUパッ
チp34762026_190000_Linux-x86-
64.zipを適用しました

Oracle データベース バージョン19.18 RUパッ
チp34765931_190000_Linux-x86-
64.zipを適用しました

Oracle OPatchの略 バージョン12.2.0.1.36 最新のパッ
チp6880880_190000_Linux-x86-
64.zip

SnapCenter サービス バージョン V2.3.1.2324
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導入にあたって考慮すべき主な要因

• * EC2コンピューティングインスタンス。*これらのテストと検証では、Oracleデータベースコンピューテ
ィングインスタンスにAWS EC2 T2.xlargeインスタンスタイプを使用しました。本番環境では、データベ
ースワークロード向けに最適化されているため、OracleのコンピューティングインスタンスとしてM5タイ
プのEC2インスタンスを使用することを推奨します。実際のワークロード要件に基づいて、vCPUの数
とRAMの容量に合わせてEC2インスタンスのサイズを適切に設定する必要があります。

• * FSXストレージHAクラスタのシングルゾーンまたはマルチゾーン展開。*このテストと検証では、FSX
HAクラスタを単一のAWSアベイラビリティゾーンに導入しました。本番環境では、FSX HAペアを2つの
異なるアベイラビリティゾーンに導入することを推奨します。FSX HAクラスタは、アクティブ/パッシブ
ファイルシステムのペアで同期ミラーされるHAペアで、ストレージレベルの冗長性を提供するために割
り当てられます。マルチゾーン導入により、単一のAWSゾーンで障害が発生した場合の高可用性がさらに
向上します。

• * FSxストレージクラスタのサイジング。* Amazon FSx for ONTAP ストレージファイルシステムは、SSD
の最大16万IOPS、最大4GBpsのスループット、最大192TiBの容量を提供します。ただし、プロビジョニ
ングされたIOPS、スループット、およびストレージ制限（最小1、024GiB）については、導入時の実際の
要件に基づいてクラスタのサイジングを行うことができます。アプリケーションの可用性に影響を与える
ことなく、容量をオンザフライで動的に調整できます。

• * Oracleデータとログのレイアウト。*テストと検証では、データ用とログ用にそれぞれ2つのASMディス
クグループを導入しました。+DATA ASMディスクグループ内で、データボリュームに4つのLUNをプロビ
ジョニングしました。+logs ASMディスクグループ内で、logsボリュームに2つのLUNをプロビジョニング
しました。一般に、Amazon FSx for ONTAP ボリューム内に複数のLUNをレイアウトすると、パフォーマ
ンスが向上します。

• * iSCSI構成。* EC2インスタンスデータベースサーバは、iSCSIプロトコルを使用してFSxストレージに接
続します。EC2インスタンスは通常、単一のネットワークインターフェイスまたはENIを使用して導入さ
れます。単一のNICインターフェイスがiSCSIトラフィックとアプリケーショントラフィックの両方を伝送
します。アプリケーションとiSCSIの両方のトラフィックスループット要件を満たす適切なEC2コンピュ
ーティングインスタンスを選択するには、Oracle AWRレポートを慎重に分析して、Oracleデータベース
のピークI/Oスループット要件を測定することが重要です。また、マルチパスが適切に設定されている両方
のFSx iSCSIエンドポイントに4つのiSCSI接続を割り当てることを推奨します。

• 作成するOracle ASMディスクグループごとに使用するOracle ASM冗長性レベル。 FSxはすでにFSxクラ
スタレベルでストレージをミラーリングしているため、External Redundancy（外部冗長性）を使用する
必要があります。つまり、このオプションでは、Oracle ASMがディスクグループの内容をミラーリング
することはできません。

• *データベースのバックアップ。*ネットアップでは、NetApp BlueXPコンソールのUIから利用できる、ク
ラウドでのデータベースのバックアップ、リストア、クローニングを行うためのSnapCenter ソフトウェ
アサービスのSaaSバージョンを提供しています。このようなサービスを実装して、高速（1分未満）のス
ナップショットバックアップ、高速（数分）のデータベースリストア、データベースクローニングを実現
することを推奨します。

解決策 の導入

次のセクションでは、導入手順を段階的に説明します。

導入の前提条件
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導入には、次の前提条件が必要です。

1. AWSアカウントが設定され、必要なVPCとネットワークセグメントがAWSアカウント内に作成され
ている。

2. AWS EC2コンソールから、2つのEC2 Linuxインスタンスを導入する必要があります。1つはプライ
マリOracle DBサーバとして、もう1つはオプションのクローンターゲットDBサーバとして使用しま
す。環境セットアップの詳細については、前のセクションのアーキテクチャ図を参照してください。
また、も参照してください "Linuxインスタンスのユーザーガイド" を参照してください。

3. AWS EC2コンソールから、Amazon FSx for ONTAP ストレージHAクラスタを導入して、Oracleデー
タベースボリュームをホストします。FSXストレージの導入に慣れていない場合は、マニュアルを参
照してください "ONTAP ファイルシステム用のFSXを作成しています" を参照してください。

4. 手順2と3は、次のTerraform自動化ツールキットを使用して実行できます。このツールキットでは、

という名前のEC2インスタンスが作成されます ora_01 という名前のFSxファイルシステムがありま

す fsx_01。実行する前に、指示をよく確認し、環境に合わせて変数を変更してください。

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git

Oracleインストールファイルをステージングするための十分なスペースを確保するため
に、EC2インスタンスのルートボリュームに少なくとも50Gが割り当てられていることを
確認してください。

EC2インスタンスのカーネル設定
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前提条件をプロビジョニングした状態で、ec2-userとしてec2インスタンスにログインし、rootユーザ
にsudoを実行して、Oracleインストール用のLinuxカーネルを設定します。

1. ステージングディレクトリを作成します /tmp/archive フォルダに移動し、を設定します 777 許
可。

mkdir /tmp/archive

chmod 777 /tmp/archive

2. Oracleバイナリインストールファイルおよびその他の必要なrpmファイルをにダウンロードしてステ

ージングします /tmp/archive ディレクトリ。

に記載されているインストールファイルのリストを参照してください /tmp/archive EC2インスタ
ンス。

[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /tmp/archive

total 10537316

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      19112 Mar 21 15:57 compat-

libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 3059705302 Mar 21 22:01

LINUX.X64_193000_db_home.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2889184573 Mar 21 21:09

LINUX.X64_193000_grid_home.zip

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user     589145 Mar 21 15:56

netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64.rpm

-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      31828 Mar 21 15:55 oracle-

database-preinstall-19c-1.0-2.el8.x86_64.rpm

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2872741741 Mar 21 22:31

p34762026_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 1843577895 Mar 21 22:32

p34765931_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user  124347218 Mar 21 22:33

p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

-rw-r--r--  1 ec2-user ec2-user     257136 Mar 22 16:25

policycoreutils-python-utils-2.9-9.el8.noarch.rpm

3. Oracle 19CプレインストールRPMをインストールします。これにより、ほとんどのカーネル設定要
件を満たすことができます。

yum install /tmp/archive/oracle-database-preinstall-19c-1.0-

2.el8.x86_64.rpm

4. 不足しているをダウンロードしてインストールします compat-libcap1 Linux 8の場合。
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yum install /tmp/archive/compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm

5. ネットアップから、NetApp Host Utilitiesをダウンロードしてインストールします。

yum install /tmp/archive/netapp_linux_unified_host_utilities-7-

1.x86_64.rpm

6. をインストールします `policycoreutils-python-utils`EC2インスタンスでは使用できません。

yum install /tmp/archive/policycoreutils-python-utils-2.9-

9.el8.noarch.rpm

7. Open JDKバージョン1.8をインストールします。

yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

8. iSCSIイニシエータユーティリティをインストールします。

yum install iscsi-initiator-utils

9. をインストールします sg3_utils。

yum install sg3_utils

10. をインストールします device-mapper-multipath。

yum install device-mapper-multipath

11. 現在のシステムで透過的なHugepageを無効にします。

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

に次の行を追加します /etc/rc.local 無効にします transparent_hugepage 再起動後：
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  # Disable transparent hugepages

          if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled;

then

            echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

          fi

          if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag;

then

            echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

          fi

12. を変更してSELinuxを無効にします SELINUX=enforcing 終了： SELINUX=disabled。変更を有
効にするには、ホストをリブートする必要があります。

vi /etc/sysconfig/selinux

13. に次の行を追加します limit.conf 引用符を使用せずにファイル記述子の制限とスタックサイズを

設定します " "。

vi /etc/security/limits.conf

  "*               hard    nofile          65536"

  "*               soft    stack           10240"

14. 次の手順に従って、EC2インスタンスにスワップスペースを追加します。 "スワップファイルを使用
して、Amazon EC2インスタンスのスワップスペースとして機能するようにメモリを割り当てるには
どうすればよいですか。" 追加するスペースの正確な量は、最大16GのRAMのサイズによって異なり
ます。

15. 変更 node.session.timeo.replacement_timeout を参照してください iscsi.conf 設定ファ
イルは120～5秒です。

vi /etc/iscsi/iscsid.conf

16. EC2インスタンスでiSCSIサービスを有効にして開始します。

systemctl enable iscsid

systemctl start iscsid

17. データベースLUNマッピングに使用するiSCSIイニシエータアドレスを取得します。

cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
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18. ASM SYSASMグループに使用するASMグループを追加します

groupadd asm

19. ASMをセカンダリグループとして追加するようにOracleユーザを変更します（Oracleユーザ
は、OracleプリインストールRPMインストール後に作成されている必要があります）。

usermod -a -G asm oracle

20. EC2インスタンスをリブートします。

データベースボリュームとLUNをプロビジョニングし、EC2インスタンスホストにマッピングします
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コマンドラインから3つのボリュームをプロビジョニングします。fsxadminユーザとしてssh経由でFSx
クラスタにログインし、FSxクラスタ管理IPを使用してOracleデータベースのバイナリファイル、データ
ファイル、ログファイルをホストします。

1. SSHを使用してfsxadminユーザとしてFSxクラスタにログインします。

ssh fsxadmin@172.30.15.53

2. 次のコマンドを実行して、Oracleバイナリ用のボリュームを作成します。

vol create -volume ora_01_biny -aggregate aggr1 -size 50G -state

online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only

3. 次のコマンドを実行してOracleデータ用のボリュームを作成します。

vol create -volume ora_01_data -aggregate aggr1 -size 100G -state

online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only

4. 次のコマンドを実行して、Oracleログ用のボリュームを作成します。

vol create -volume ora_01_logs -aggregate aggr1 -size 100G -state

online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only

5. データベースバイナリボリューム内にバイナリLUNを作成します。

lun create -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -size 40G -ostype

linux

6. データベースデータボリューム内にデータLUNを作成します。
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lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -size 20G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -size 20G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -size 20G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -size 20G -ostype

linux

7. データベースログボリューム内にログLUNを作成します。

lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -size 40G -ostype

linux

lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -size 40G -ostype

linux

8. 上記のEC2カーネル設定の手順14で取得したイニシエータを使用して、EC2インスタンスのigroupを
作成します。

igroup create -igroup ora_01 -protocol iscsi -ostype linux

-initiator iqn.1994-05.com.redhat:f65fed7641c2

9. 上記で作成したigroupにLUNをマッピングします。ボリューム内のLUNを追加するたびに、LUN IDを
シーケンシャルに増やします。
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map -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 0

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 1

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 2

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 3

map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 4

map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 5

map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -igroup ora_01 -vserver

svm_ora -lun-id 6

10. LUNマッピングを検証します。

mapping show

次のような結果が返されます。

FsxId02ad7bf3476b741df::> mapping show

  (lun mapping show)

Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID

Protocol

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

--------

svm_ora    /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01           ora_01        0

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_01           ora_01        1

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_02           ora_01        2

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_03           ora_01        3

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_04           ora_01        4

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01           ora_01        5

iscsi

svm_ora    /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02           ora_01        6

iscsi
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データベースストレージの構成
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次に、Oracleグリッドインフラ用のFSxストレージとEC2インスタンスホストへのデータベースインスト
ールをインポートしてセットアップします。

1. SSHキーとEC2インスタンスのIPアドレスを使用して、EC2-userとしてSSH経由でEC2インスタン
スにログインします。

ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.58

2. いずれかのSVM iSCSI IPアドレスを使用してFSx iSCSIエンドポイントを検出します。次に、環境固
有のポータルアドレスに変更します。

sudo iscsiadm iscsiadm --mode discovery --op update --type

sendtargets --portal 172.30.15.51

3. 各ターゲットにログインしてiSCSIセッションを確立します。

sudo iscsiadm --mode node -l all

想定されるコマンドの出力は次のとおりです。

[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode node -l all

Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.51,3260]

Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.13,3260]

Login to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.51,3260] successful.

Login to [iface: default, target: iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal:

172.30.15.13,3260] successful.

4. アクティブなiSCSIセッションのリストを表示して検証します。

sudo iscsiadm --mode session

iSCSIセッションを返します。
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[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode session

tcp: [1] 172.30.15.51:3260,1028 iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash)

tcp: [2] 172.30.15.13:3260,1029 iqn.1992-

08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash)

5. LUNがホストにインポートされたことを確認します。

sudo sanlun lun show

FSxからOracle LUNのリストが返されます。
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[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo sanlun lun show

controller(7mode/E-Series)/                                   device

host                  lun

vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname

filename        adapter    protocol   size    product

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02

/dev/sdn        host3      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01

/dev/sdm        host3      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_03

/dev/sdk        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_04

/dev/sdl        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_01

/dev/sdi        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_02

/dev/sdj        host3      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01

/dev/sdh        host3      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02

/dev/sdg        host2      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01

/dev/sdf        host2      iSCSI      40g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_04

/dev/sde        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_02

/dev/sdc        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_03

/dev/sdd        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_01

/dev/sdb        host2      iSCSI      20g     cDOT

svm_ora                       /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01

/dev/sda        host2      iSCSI      40g     cDOT

6. を設定します multipath.conf 次のデフォルトエントリとブラックリストエントリを持つファイ
ル。
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sudo vi /etc/multipath.conf

defaults {

    find_multipaths yes

    user_friendly_names yes

}

[source, cli]

blacklist {

    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"

    devnode "^hd[a-z]"

    devnode "^cciss.*"

}

7. マルチパスサービスを開始します。

sudo systemctl start multipathd

マルチパスデバイスがに表示されます /dev/mapper ディレクトリ。

[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /dev/mapper

total 0

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e68512d -> ../dm-0

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685141 -> ../dm-1

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685142 -> ../dm-2

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685143 -> ../dm-3

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685144 -> ../dm-4

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685145 -> ../dm-5

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13

3600a09806c574235472455534e685146 -> ../dm-6

crw------- 1 root root 10, 236 Mar 21 18:19 control

8. SSH経由でFSXクラスタにfsxadminユーザとしてログインし、6c574xxx…で始まる各LUNの16進数
値、3600a0980（AWSベンダーID）を取得します。

lun show -fields serial-hex
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次のように戻ります。

FsxId02ad7bf3476b741df::> lun show -fields serial-hex

vserver path                            serial-hex

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

svm_ora /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 6c574235472455534e68512d

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 6c574235472455534e685141

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 6c574235472455534e685142

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 6c574235472455534e685143

svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 6c574235472455534e685144

svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 6c574235472455534e685145

svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 6c574235472455534e685146

7 entries were displayed.

9. を更新します /dev/multipath.conf Fileを使用して、マルチパスデバイスのフレンドリ名を追加
します。

sudo vi /etc/multipath.conf

次のエントリで構成されます。
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multipaths {

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e68512d

                alias           ora_01_biny_01

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685141

                alias           ora_01_data_01

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685142

                alias           ora_01_data_02

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685143

                alias           ora_01_data_03

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685144

                alias           ora_01_data_04

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685145

                alias           ora_01_logs_01

        }

        multipath {

                wwid            3600a09806c574235472455534e685146

                alias           ora_01_logs_02

        }

10. マルチパスサービスをリブートして、のデバイスが正しいことを確認します /dev/mapper LUN名
とシリアル16進数のIDが変更されました。

sudo systemctl restart multipathd

チェックしてください /dev/mapper 次のように戻ります。
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[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /dev/mapper

total 0

crw------- 1 root root 10, 236 Mar 21 18:19 control

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_biny_01 -> ../dm-

0

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_01 -> ../dm-

1

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_02 -> ../dm-

2

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_03 -> ../dm-

3

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_04 -> ../dm-

4

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_01 -> ../dm-

5

lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_02 -> ../dm-

6

11. バイナリLUNを単一のプライマリパーティションでパーティショニングします。

sudo fdisk /dev/mapper/ora_01_biny_01

12. パーティション化されたバイナリLUNをXFSファイルシステムでフォーマットします。

sudo mkfs.xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1

13. バイナリLUNをにマウントします /u01。

sudo mount -t xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1 /u01

14. 変更 /u01 マウントポイントの所有権をOracleユーザーと関連付けられたプライマリグループに割り
当てます。

sudo chown oracle:oinstall /u01

15. バイナリLUNのUUIを探します。

sudo blkid /dev/mapper/ora_01_biny_01p1

16. にマウントポイントを追加します /etc/fstab。
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sudo vi /etc/fstab

次の行を追加します。

UUID=d89fb1c9-4f89-4de4-b4d9-17754036d11d       /u01    xfs

defaults,nofail 0       2

EC2インスタンスのリブート時にルートロックの問題が発生しないようにするに
は、UUIDだけを指定し、nofailオプションを指定してバイナリをマウントすることが
重要です。

17. rootユーザとして、Oracleデバイスのudevルールを追加します。

vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules

次のエントリを含めます。

ENV{DM_NAME}=="ora*", GROUP:="oinstall", OWNER:="oracle",

MODE:="660"

18. rootユーザとしてudevルールをリロードします。

udevadm control --reload-rules

19. rootユーザとしてudevルールをトリガーします。

udevadm trigger

20. rootユーザとして、multipathdをリロードします。

systemctl restart multipathd

21. EC2インスタンスホストをリブートします。

Oracleグリッドインフラのインストール
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1. SSH経由でEC2インスタンスにEC2-userとしてログインし、コメントを解除してパスワード認証を

有効にします PasswordAuthentication yes コメントすることができます

PasswordAuthentication no。

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

2. sshdサービスを再起動します。

sudo systemctl restart sshd

3. Oracleユーザパスワードをリセットします。

sudo passwd oracle

4. Oracle Restartソフトウェア所有者ユーザー（Oracle）としてログインします。Oracleディレクトリ
を次のように作成します。

mkdir -p /u01/app/oracle

mkdir -p /u01/app/oraInventory

5. ディレクトリの権限設定を変更します。

chmod -R 775 /u01/app

6. グリッドのホームディレクトリを作成して変更します。

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

7. グリッドインストールファイルを解凍します。

unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_grid_home.zip

8. グリッドホームからを削除します OPatch ディレクトリ。

rm -rf OPatch

9. グリッドホームからコピー p6880880_190000_Linux-x86-64.zip をgrid_homeに移動し、解凍
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します。

cp /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip .

unzip p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

10. グリッドホームから、修正してください cv/admin/cvu_config`をクリックし、コメントを解除

して置換します `CV_ASSUME_DISTID=OEL5 を使用 CV_ASSUME_DISTID=OL7。

vi cv/admin/cvu_config

11. を準備します gridsetup.rsp サイレントインストール用のファイルを作成し、にRSPファイルを

配置します /tmp/archive ディレクトリ。RSPファイルは、セクションA、B、およびGを次の情報
でカバーする必要があります。

INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory

oracle.install.option=HA_CONFIG

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

oracle.install.asm.OSDBA=dba

oracle.install.asm.OSOPER=oper

oracle.install.asm.OSASM=asm

oracle.install.asm.SYSASMPassword="SetPWD"

oracle.install.asm.diskGroup.name=DATA

oracle.install.asm.diskGroup.redundancy=EXTERNAL

oracle.install.asm.diskGroup.AUSize=4

oracle.install.asm.diskGroup.disks=/dev/mapper/ora_01_data*

oracle.install.asm.diskGroup.diskDiscoveryString=/dev/mapper/ora_01_

data_01,/dev/mapper/ora_01_data_02,/dev/mapper/ora_01_data_03,/dev/m

apper/ora_01_data_04

oracle.install.asm.monitorPassword="SetPWD"

oracle.install.asm.configureAFD=true

12. EC2インスタンスにrootユーザとしてログインし、を設定します ORACLE_HOME および

ORACLE_BASE。

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

export ORACLE_BASE=/tmp

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/bin

13. Oracle ASMフィルタドライバで使用するディスクデバイスをプロビジョニングします。
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 ./asmcmd afd_label DATA01 /dev/mapper/ora_01_data_01 --init

 ./asmcmd afd_label DATA02 /dev/mapper/ora_01_data_02 --init

 ./asmcmd afd_label DATA03 /dev/mapper/ora_01_data_03 --init

 ./asmcmd afd_label DATA04 /dev/mapper/ora_01_data_04 --init

 ./asmcmd afd_label LOGS01 /dev/mapper/ora_01_logs_01 --init

 ./asmcmd afd_label LOGS02 /dev/mapper/ora_01_logs_02 --init

14. をインストールします cvuqdisk-1.0.10-1.rpm。

rpm -ivh /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/cv/rpm/cvuqdisk-1.0.10-

1.rpm

15. 設定解除（Unset） $ORACLE_BASE。

unset ORACLE_BASE

16. EC2インスタンスにOracleユーザとしてログインし、でパッチを展開します /tmp/archive フォル
ダ。

unzip p34762026_190000_Linux-x86-64.zip

17. grid home/u01/app/oracle/product/19.0.0/gridからOracleユーザーとしてを起動します

gridSetup.sh グリッドインフラのインストールに使用します。

 ./gridSetup.sh -applyRU /tmp/archive/34762026/ -silent

-responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp

グリッドインフラのグループが間違っているという警告は無視してください。Oracle Restartの管理
には単一のOracleユーザを使用しているため、これは想定されています。

18. rootユーザとして、次のスクリプトを実行します。

/u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh

/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/root.sh

50



19. rootユーザとして、multipathdをリロードします。

systemctl restart multipathd

20. Oracleユーザとして、次のコマンドを実行して設定を完了します。

/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/gridSetup.sh -executeConfigTools

-responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp -silent

21. Oracleユーザとして、logsディスクグループを作成します。

bin/asmca -silent -sysAsmPassword 'yourPWD' -asmsnmpPassword

'yourPWD' -createDiskGroup -diskGroupName LOGS -disk 'AFD:LOGS*'

-redundancy EXTERNAL -au_size 4

22. Oracleユーザとして、インストールの設定後にグリッドサービスを検証します。

bin/crsctl stat res -t

+

Name                Target  State        Server

State details

Local Resources

ora.DATA.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LISTENER.lsnr   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LOGS.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.asm             ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Started,STABLE

ora.ons             OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-58

STABLE

Cluster Resources

ora.cssd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.diskmon         OFFLINE OFFLINE

STABLE

ora.driver.afd      ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.evmd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE
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23. ASMフィルタドライバのステータスを検証します。

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export ORACLE_SID=+ASM

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ asmcmd

ASMCMD> lsdg

State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU

Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks

Voting_files  Name

MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576

81920    81847                0           81847              0

N  DATA/

MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576

81920    81853                0           81853              0

N  LOGS/

ASMCMD> afd_state

ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on

host 'ip-172-30-15-58.ec2.internal'

Oracleデータベースのインストール
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1. Oracleユーザとしてログインし、設定を解除します $ORACLE_HOME および $ORACLE_SID 設定され
ている場合。

unset ORACLE_HOME

unset ORACLE_SID

2. Oracle DBのホームディレクトリを作成し、ディレクトリに変更します。

mkdir /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

3. Oracle DBインストールファイルを解凍します。

unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_db_home.zip

4. DBホームからを削除します OPatch ディレクトリ。

rm -rf OPatch

5. DBホームからコピーします p6880880_190000_Linux-x86-64.zip 終了： `grid_home`をクリッ
クして解凍します。

cp /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip .

unzip p6880880_190000_Linux-x86-64.zip

6. DBホームから、を修正します cv/admin/cvu_config`をクリックし、コメントを解除して置換し

ます `CV_ASSUME_DISTID=OEL5 を使用 CV_ASSUME_DISTID=OL7。

vi cv/admin/cvu_config

7. から /tmp/archive ディレクトリで、DB 19.18 RUパッチを解凍します。

unzip p34765931_190000_Linux-x86-64.zip

8. でDBサイレントインストールRSPファイルを準備します /tmp/archive/dbinstall.rsp 次の値
を持つディレクトリ：
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oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY

UNIX_GROUP_NAME=oinstall

INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

oracle.install.db.InstallEdition=EE

oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSOPER_GROUP=oper

oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=oper

oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba

oracle.install.db.rootconfig.executeRootScript=false

9. db1 home/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1から、サイレントソフトウェアのみのDBインストール
を実行します。

 ./runInstaller -applyRU /tmp/archive/34765931/ -silent

-ignorePrereqFailure -responseFile /tmp/archive/dbinstall.rsp

10. rootユーザとして、を実行します root.sh ソフトウェアのみのインストール後にスクリプトを作成
します。

/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1/root.sh

11. Oracleユーザとして、を作成します dbca.rsp 次のエントリを含むファイル：
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gdbName=db1.demo.netapp.com

sid=db1

createAsContainerDatabase=true

numberOfPDBs=3

pdbName=db1_pdb

useLocalUndoForPDBs=true

pdbAdminPassword="yourPWD"

templateName=General_Purpose.dbc

sysPassword="yourPWD"

systemPassword="yourPWD"

dbsnmpPassword="yourPWD"

storageType=ASM

diskGroupName=DATA

characterSet=AL32UTF8

nationalCharacterSet=AL16UTF16

listeners=LISTENER

databaseType=MULTIPURPOSE

automaticMemoryManagement=false

totalMemory=8192

12. Oracleユーザとして、dbcaを使用してDB作成を起動します。
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bin/dbca -silent -createDatabase -responseFile /tmp/archive/dbca.rsp

output:

Prepare for db operation

7% complete

Registering database with Oracle Restart

11% complete

Copying database files

33% complete

Creating and starting Oracle instance

35% complete

38% complete

42% complete

45% complete

48% complete

Completing Database Creation

53% complete

55% complete

56% complete

Creating Pluggable Databases

60% complete

64% complete

69% complete

78% complete

Executing Post Configuration Actions

100% complete

Database creation complete. For details check the logfiles at:

 /u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1.

Database Information:

Global Database Name:db1.demo.netapp.com

System Identifier(SID):db1

Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1/db1.log"

for further details.

13. Oracleユーザとして、Oracleデータベースの作成後にHAサービスを再起動することを検証します。
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[oracle@ip-172-30-15-58 db1]$ ../grid/bin/crsctl stat res -t

Name            Target  State        Server                   State

details

Local Resources

ora.DATA.dg     ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.LISTENER.lsnr   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.LOGS.dg     ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.asm     ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Started,STABLE

ora.ons     OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-58          STABLE

Cluster Resources

ora.cssd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

STABLE

ora.db1.db      ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58

Open,HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1,STABLE

ora.diskmon     OFFLINE OFFLINE                               STABLE

ora.driver.afd  ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

ora.evmd        ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE

14. Oracleユーザを設定します .bash_profile。

vi ~/.bash_profile

15. 次のエントリを追加します。

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1

export ORACLE_SID=db1

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

alias asm='export

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid;export

ORACLE_SID=+ASM;export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin'

16. 作成したCDB/PDBを検証します。

/home/oracle/.bash_profile

sqlplus / as sysdba
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SQL> select name, open_mode from v$database;

NAME      OPEN_MODE

DB1       READ WRITE

SQL> select name from v$datafile;

NAME

+DATA/DB1/DATAFILE/system.256.1132176177

+DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.257.1132176221

+DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.258.1132176247

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.265.11321

77009

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.266.11321

77009

+DATA/DB1/DATAFILE/users.259.1132176247

+DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.267.113

2177009

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/system.271.11321

77853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/sysaux.272.11321

77853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/undotbs1.270.113

2177853

+DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/users.274.113217

7871

NAME

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/system.276.11321

77871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/sysaux.277.11321

77871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/undotbs1.275.113

2177871

+DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/users.279.113217

7889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/system.281.11321

77889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/sysaux.282.11321

77889

+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/undotbs1.280.113

2177889
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+DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/users.284.113217

7907

19 rows selected.

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 DB1_PDB1                       READ WRITE NO

         4 DB1_PDB2                       READ WRITE NO

         5 DB1_PDB3                       READ WRITE NO

SQL>

17. DBリカバリの場所を+LOGSディスクグループに設定します。

alter system set db_recovery_file_dest_size = 80G scope=both;

alter system set db_recovery_file_dest = '+LOGS' scope=both;

18. sqlplusを使用してデータベースにログインし、アーカイブログモードを有効にします。

sqlplus /as sysdba.

shutdown immediate;

startup mount;

alter database archivelog;

alter database open;

これでOracle 19Cバージョン19.18は完了です。Amazon FSx for ONTAP およびEC2コンピューティング
インスタンスでの導入を再開します。必要に応じて、Oracleの制御ファイルとオンラインログファイル
を+logsディスクグループに移動することを推奨します。

自動導入オプション

ネットアップは、この解決策 の実装を容易にするために、Ansibleを搭載した完全自動化された解決策 導入ツ
ールキットをリリースします。利用可能なツールキットについては、再度ご確認ください。リリース後、リン
クがここに掲載されます。
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SnapCenter サービスを使用したOracleデータベースのバックアップ、リストア、クロ
ーニング

を参照してください "Oracle向けのSnapCenter サービス" NetApp BlueXPコンソールを使用したOracleデータ
ベースのバックアップ、リストア、クローニングの詳細については、を参照してください。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してく
ださい。

• 新規データベースをインストールしたスタンドアロンサーバー用のOracle Grid Infrastructureのインストー
ル

"https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/installing-oracle-grid-infrastructure-
for-a-standalone-server-with-a-new-database-installation.html#GUID-0B1CEE8C-C893-46AA-8A6A-
7B5FAAEC72B3"

• 応答ファイルを使用したOracleデータベースのインストールと設定

"https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/installing-and-configuring-oracle-
database-using-response-files.html#GUID-D53355E9-E901-4224-9A2A-B882070EDDF7"

• NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"

• Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-
4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54
KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-
xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

AWS EC2およびFSXのベストプラクティスにOracleデータベー
スを導入する

WP-7357：『Oracle Database Deployment on EC2 and FSX Best Practices
Introduction』

ネットアップ、Niyaz Mohamed、Jeffrey Steiner、Allen Cao氏

ミッションクリティカルなエンタープライズOracleデータベースの多くはオンプレミス
でホストされており、多くの企業はこれらのOracleデータベースをパブリッククラウド
に移行しようとしています。このようなOracleデータベースはアプリケーション中心の
ものであるため、ユーザ固有の設定が必要になることがよくあります。これは、多くの
パブリッククラウドサービスが提供するデータベースサービスに欠けている機能です。
そのため、現在のデータベース環境では、パフォーマンスと拡張性に優れたコンピュー
ティングおよびストレージサービスを基盤に構築されたパブリッククラウドベース
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のOracleデータベース解決策 が、独自の要件に対応できるようになっている必要があ
ります。AWS EC2コンピューティングインスタンスとAWS FSXストレージサービス
は、ミッションクリティカルなOracleデータベースワークロードを構築してパブリック
クラウドに移行するためのパズルのピースとして欠けているかもしれません。

Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）は、サイズ変更が可能なセキュアなコンピューティング容量
をクラウドで提供するWebサービスです。Webスケールのクラウドコンピューティングを企業にとって容易に
するように設計されています。シンプルなAmazon EC2 Webサービスインターフェイスを使用すると、摩擦
を最小限に抑えて容量を取得し、設定できます。コンピューティングリソースを完全に管理し、Amazonの実
績あるコンピューティング環境で実行できます。

Amazon FSX for ONTAP は、業界をリードするNetApp ONTAP のブロックストレージとファイルストレージ
を使用するAWSストレージサービスで、NFS、SMB、iSCSIを公開します。このような強力なストレージエン
ジンを使用することで、ミッションクリティカルなOracleデータベースアプリケーションを、1ミリ秒未満の
応答時間、数Gbpsのスループット、データベースインスタンスあたり10万以上のIOPSでAWSに簡単に再配
置できます。さらに、FSXストレージサービスにはネイティブレプリケーション機能が備わっているため、オ
ンプレミスのOracleデータベースをAWSに簡単に移行したり、ミッションクリティカルなOracleデータベー
スをHAまたはDR用のセカンダリAWSアベイラビリティゾーンにレプリケートしたりできます。

このドキュメントの目的は、FSXストレージを使用してOracleデータベースを導入し、構成する方法に関する
ステップバイステップのプロセス、手順、ベストプラクティスのガイダンスを提供することと、オンプレミス
システムと同様のパフォーマンスを提供するEC2インスタンスを提供することです。ネットアップは、AWS
パブリッククラウドでOracleデータベースワークロードを導入、設定、管理するために必要なほとんどのタス
クを自動化するための自動化ツールキットも提供しています。

解決策 とユースケースの詳細については、次の概要ビデオをご覧ください。

"AWSのハイブリッドクラウドと、Part1 -ユースケース、解決策 アーキテクチャであるFSX ONTAP を使用し
て、Oracleデータベースを最新化しましょう"

"次は、ソリューションアーキテクチャです。"

解決策アーキテクチャ

"前へ：はじめに。"

次のアーキテクチャ図は、FSXストレージサービスを使用したAWS EC2インスタンスへ
の可用性の高いOracleデータベースの導入を示しています。同様の導入方式ですが、別
のリージョンにスタンバイがある場合は、ディザスタリカバリ用に設定できます。

環境内では、OracleコンピューティングインスタンスはAWS EC2インスタンスコンソールを介して導入され
ます。コンソールから複数のEC2インスタンスタイプを使用できます。ネットアップでは、データベース指向
のEC2インスタンスタイプ（RedHat Enterprise Linux 8を使用したm5 Amiイメージや最大10Gpsのネットワー
ク帯域幅など）を導入することを推奨しています。

一方、FSXボリューム上のOracleデータベースストレージは、AWS FSXコンソールまたはCLIとともに導入さ
れます。その後、Oracleバイナリ、データ、またはログのボリュームが提供され、EC2インスタンスのLinux
ホストにマウントされます。各データボリュームまたはログボリュームには、採用するストレージプロトコル
に応じて複数のLUNを割り当てることができます。
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FSXストレージ・クラスタは’二重の冗長性を備えて設計されているため’プライマリ・ストレージ・クラスタ
とスタンバイ・ストレージ・クラスタの両方が2つの異なるアベイラビリティ・ゾーンに配置されますデータ
ベース・ボリュームは’すべてのOracleバイナリ’データ’およびログ・ボリュームに対して’ユーザーが構成可能
な間隔で’プライマリFSXクラスタからスタンバイFSXクラスタに複製されます

この高可用性Oracle環境は、AnsibleコントローラノードとSnapCenter バックアップサーバおよびUIツールで
管理されます。Oracleのインストール、設定、レプリケーションは、Ansibleプレイブックベースのツールキ
ットを使用して自動化されています。Oracle EC2インスタンスカーネルのオペレーティングシステムまた
はOracleパッチ適用に対するすべての更新を並行して実行することで、プライマリとスタンバイを同期させる
ことができます。実際、初期の自動化セットアップを簡単に拡張して、必要に応じて日々のOracleタスクを何
度も実行することができます。

SnapCenter では、Oracleデータベースのポイントインタイムリカバリや、必要に応じてプライマリゾーンま
たはスタンバイゾーンでのデータベースクローニングのワークフローを提供しています。SnapCenter UIを使
用して’OracleデータベースのバックアップとスタンバイFSXストレージへのレプリケーションを構成し’RTO
（目標復旧時間）またはRPO（目標復旧時間）に基づいて高可用性または災害復旧を実現できます

解決策 は、Oracle RACおよびData Guardの導入と同様の機能を提供する代替プロセスを提供します。

"次のステップ：考慮すべき要因"

Oracleデータベースの導入で考慮すべき要素

"以前のバージョン：解決策 アーキテクチャ。"

パブリッククラウドには、コンピューティングとストレージに多数の選択肢があり、適
切なタイプのコンピューティングインスタンスとストレージエンジンを使用すること
で、データベースの導入を開始できます。また、Oracleデータベース用に最適化された
コンピューティングとストレージの構成も選択する必要があります。
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以降のセクションでは、OracleデータベースをFSXストレージを搭載したEC2インスタンス上のAWSパブリッ
ククラウドに導入する場合の主な考慮事項について説明します。

VM パフォーマンス

パブリッククラウドのリレーショナルデータベースのパフォーマンスを最適化するには、適切な VM サイズを
選択することが重要です。パフォーマンスを高めるために、Oracle環境にはEC2 M5シリーズインスタンスを
使用することを推奨します。このインスタンスはデータベースワークロードに最適化されています。AWS
でOracleのRDSインスタンスを提供する際にも、同じインスタンスタイプが使用される。

• ワークロードの特性に基づいて、正しいvCPUとRAMの組み合わせを選択してください。

• VMにスワップスペースを追加する。デフォルトのEC2インスタンス配置ではスワップスペースは作成さ
れませんが、これはデータベースには最適な方法ではありません。

ストレージのレイアウトと設定

次のストレージレイアウトを推奨します。

• NFSストレージの場合、推奨されるボリュームレイアウトは3つのボリュームです。1つはOracleバイナリ
用、1つはOracleデータ用、もう1つは重複する制御ファイル用、もう1つはOracleアクティブログ、アー
カイブログ、および制御ファイル用です。

• iSCSIストレージの場合、推奨されるボリュームレイアウトは、Oracleバイナリ用のボリューム、Oracle
データ用のボリューム、重複する制御ファイル用のボリューム、Oracleアクティブログ、アーカイブロ
グ、および制御ファイル用のボリュームの3つです。ただし、データボリュームとログボリュームにはそ
れぞれ4つのLUNを含めるのが理想的です。LUNの負荷はHAクラスタノード上に分散して配置するのが理
想的です。
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• ストレージIOPSとスループットについては、FSXストレージクラスタのプロビジョニングされたIOPSと
スループットのしきい値を選択できます。これらのパラメータは、ワークロードが変更されるたびにオン
ザフライで調整できます。

◦ 自動IOPS設定は、割り当てられているストレージ容量のGiBあたり3 IOPS、またはユーザ定義のスト
レージあたり最大80、000 IOPSです。

◦ スループットレベルは、128、256、512、1024、2045 Mbpsのように増分されます。

を確認します "Amazon FSX for NetApp ONTAP のパフォーマンス" スループットおよびIOPSのサイジングに
関するドキュメント

NFS の設定

最も一般的なオペレーティングシステムであるLinuxには、ネイティブのNFS機能が含まれています。Oracle
は、Oracleにネイティブに統合されたDirect NFS（dNFS）クライアントを提供しています。Oracleは20年以
上にわたってNFSv3をサポートしています。DNFSは、OracleのすべてのバージョンでNFSv3でサポートされ
ています。NFSv4は、NFSv4標準に準拠するすべてのOSでサポートされます。NFSv4のDNFSサポートに
は、Oracle 12.1.0.2以降が必要です。NFSv4.1では、特定のOSサポートが必要です。サポート対象のOSにつ
いては、NetApp Interoperability Matrix Tool（IMT ）を参照してください。NFSv4.1のDNFSサポートに
は、Oracleバージョン19.3.0.0以降が必要です。

NetApp Automation Toolkitを使用したOracleの自動導入で、NFSv3ではdNFSが自動的に設定されます。

その他の考慮事項：

• TCPスロットテーブルは、ホストバスアダプタ（HBA）キュー深度に相当するNFS環境の機能で、一度に
未処理となることのできるNFS処理の数を制御します。デフォルト値は通常16ですが、最適なパフォーマ
ンスを得るには小さすぎます。逆に、新しいLinuxカーネルでTCPスロットテーブルの上限をNFSサーバ
が要求でいっぱいになるレベルに自動的に引き上げることができるため、問題が発生します。

パフォーマンスを最適化し、パフォーマンスの問題を回避するには、TCPスロットテーブルを制御するカ
ーネルパラメータを128に調整します。

sysctl -a | grep tcp.*.slot_table

• 次の表に、Linux NFSv3 -シングルインスタンスに対する推奨されるNFSマウントオプションを示します。
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dNFSを使用する前に、Oracleドキュメント1495104.1に記載されているパッチがインストール
されていることを確認してください。NFSv3とNFSv4のネットアップサポートマトリックスに
は、特定のオペレーティングシステムは含まれていません。RFCに準拠するすべてのOSがサポ
ートされます。オンラインのIMT でNFSv3またはNFSv4のサポートを検索する場合は、一致す
るOSが表示されないため、特定のOSを選択しないでください。すべてのOSは、一般ポリシー
で暗黙的にサポートされています。

高可用性

解決策 アーキテクチャに示されているように、HAはストレージレベルのレプリケーションを基盤としていま
す。そのためOracleのスタートアップと可用性は、コンピューティングとストレージをどれだけ迅速に起動し
てリカバリできるかにかかっています。主な要因は次のとおりです。

• スタンバイコンピューティングインスタンスを準備し、両方のホストにAnsibleパラレル更新を使用してプ
ライマリと同期します。

• スタンバイ目的でプライマリからバイナリボリュームをレプリケートするため、最後の1分間にOracleを
インストールする必要がなく、インストールしてパッチを適用する必要があることを特定できます。

• レプリケーションの頻度は、Oracleデータベースをリカバリしてサービスを利用できるようにするまでの
時間を示します。レプリケーションの頻度とストレージ消費量のバランスが考慮されます。

• 自動化を活用してリカバリを行い、スタンバイ状態にすばやく、人的ミスがないように切り替えます。ネ
ットアップは、この目的のための自動化ツールキットを提供しています

"次の手順：導入手順"

AWS EC2およびFSXでのOracleの導入手順をステップバイステップで説明します

"以前のバージョン：解決策 アーキテクチャ。"

EC2コンソールを使用して、OracleのEC2 Linuxインスタンスを導入します

AWSを初めて使用する場合は、最初にAWS環境をセットアップする必要があります。AWS Webサイトのラン
ディングページのドキュメントタブには、AWS EC2コンソールでOracleデータベースをホストするために使
用できるLinux EC2インスタンスの導入方法に関するEC2指示のリンクが用意されています。次のセクション
では、これらの手順を簡単に説明します。詳細については、リンクされたAWS EC2固有のドキュメントを参
照してください。

AWS EC2環境をセットアップします

EC2およびFSXサービスでOracle環境を実行するために必要なリソースをプロビジョニングするには、AWSア
カウントを作成する必要があります。必要な詳細については、次のAWSのマニュアルを参照してください。

• "Amazon EC2を使用するように設定します"

主なトピック：

• AWSに登録する

• キーペアを作成します。

• セキュリティグループを作成します。
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AWSアカウント属性で複数のアベイラビリティゾーンを有効にする

アーキテクチャ図に示されているOracleのハイアベイラビリティ構成については、リージョン内の少なくと
も4つのアベイラビリティゾーンを有効にする必要があります。また、ディザスタリカバリに必要な距離を満
たすために、複数のアベイラビリティゾーンを異なるリージョンに配置することもできます。

OracleデータベースをホストするEC2インスタンスを作成して接続します

チュートリアルを参照してください "Amazon EC2 Linuxインスタンスを使用する" 詳細な導入手順とベストプ
ラクティスについては、を参照してください。

主なトピック：

• 概要（Overview）：

• 前提条件

• 手順1：インスタンスを起動します。

• 手順2：インスタンスに接続します。

• 手順3:インスタンスをクリーンアップします。

次のスクリーンショットは、Oracleを実行するEC2コンソールを使用したm5タイプのLinuxインスタンスの導
入を示しています。

1. EC2ダッシュボードで、黄色のLaunch Instanceボタンをクリックして、EC2インスタンス導入ワークフロ
ーを開始します。
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2. 手順1で、「Red Hat Enterprise Linux 8（HVM）」、「SSD Volume Type-AMI-0b0af3577fe5e3532（64ビ
ットx86）/AM-01fc429821bf1f4b4（64ビットARM ）」を選択します。

3. 手順2で、Oracleデータベースのワークロードに基づいて適切なCPUとメモリの割り当てを持つm5インス
タンスタイプを選択します。[次へ：インスタンスの詳細を構成]をクリックします。

4. 手順3で、インスタンスを配置するVPCとサブネットを選択し、パブリックIPの割り当てを有効にしま
す。[次へ：ストレージの追加]をクリックします。
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5. 手順4で、ルートディスクに十分なスペースを割り当てます。スワップを追加するには、スペースが必要
な場合があります。デフォルトでは、EC2インスタンスはゼロスワップスペースを割り当てますが、これ
はOracleの実行には最適ではありません。

6. 手順5で、必要に応じて、インスタンス識別用のタグを追加します。
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7. 手順6で、既存のセキュリティグループを選択するか、インスタンスに対して適切なインバウンドポリシ
ーとアウトバウンドポリシーを使用して新しいセキュリティグループを作成します。

8. 手順7で、インスタンス構成の概要を確認し、[起動]をクリックしてインスタンスの展開を開始します。イ
ンスタンスにアクセスするためのキーペアの作成またはキーペアの選択を求められます。
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9. SSHキーペアを使用してEC2インスタンスにログインします。必要に応じて、キーの名前とインスタンス
のIPアドレスを変更します。

ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77

アーキテクチャ図に示されているように、プライマリおよびスタンバイのOracleサーバとして、2つのEC2イ
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ンスタンスをそれぞれ指定のアベイラビリティゾーンに作成する必要があります。

Oracleデータベースストレージ用のONTAP ファイルシステム用のFSXをプロビジョニングします

EC2インスタンス環境では、OSにEBSルートボリュームが割り当てられます。FSX for ONTAP ファイル・シ
ステムは’Oracleバイナリ’データ’ログ・ボリュームなど’Oracleデータベース・ストレージ・ボリュームを提供
しますFSXストレージNFSボリュームは、AWS FSXコンソールから、またはOracleインストールからプロビ
ジョニングできます。また、自動化パラメータファイルでユーザーが設定したボリュームを割り当てる、構成
の自動化も可能です。

ONTAP ファイルシステム用のFSXを作成しています

このドキュメントを参照 "ONTAP ファイルシステムのFSXの管理" ONTAP ファイルシステム用のFSXを作成
する場合。

主な考慮事項：

• SSDストレージ容量。1024 GiB以上、最大192 TiB。

• プロビジョニングされたSSDのIOPS。ワークロードの要件に基づいて、ファイルシステムあたり最大
80、000 SSD IOPS。

• スループット容量

• 管理者のfsxadmin/vsadminパスワードを設定します。FSX設定の自動化に必要です。

• バックアップとメンテナンス：自動日次バックアップを無効にします。データベースストレージのバック
アップは、SnapCenter のスケジュール設定によって実行されます。

• SVMの詳細ページから、SVM管理IPアドレスとプロトコル固有のアクセスアドレスを取得します。FSX設
定の自動化に必要です。

プライマリまたはスタンバイのHA FSXクラスタをセットアップするには、次の手順を実行します。

1. FSXコンソールで、Create File Systemをクリックして、FSXプロビジョニングワークフローを開始しま
す。
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2. NetApp ONTAP のAmazon FSXを選択します。[ 次へ ] をクリックします。

3. [標準作成]を選択し、[ファイルシステムの詳細]でファイルシステムに「Multi-AZ HA」という名前を付け
ます。データベースのワークロードに基づいて、最大80、000 SSDのIOPSを自動またはユーザプロビジ
ョニングのどちらかを選択します。FSXストレージには、バックエンドで最大2TiBのNVMeキャッシング
が搭載されており、これにより測定IOPSをさらに向上させることができます。
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4. [ネットワークとセキュリティ]セクションで、VPC、セキュリティグループ、およびサブネットを選択し
ます。これらは、FSX展開の前に作成する必要があります。FSXクラスタ（プライマリまたはスタンバイ
）の役割に基づいて、FSXストレージノードを適切なゾーンに配置します。
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5. [セキュリティと暗号化]セクションで、デフォルトを受け入れ、fsxadminパスワードを入力します。
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6. SVM名とvsadminパスワードを入力します。

7. ボリューム構成は空白のままにします。この時点でボリュームを作成する必要はありません。
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8. Summaryページを確認し、Create File Systemをクリックして、FSXファイルシステムのプロビジョニン
グを完了します。
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Oracleデータベース用のデータベースボリュームのプロビジョニング

を参照してください "ONTAP ボリュームのFSXの管理-ボリュームの作成" を参照してください。

主な考慮事項：

• データベース・ボリュームのサイズを適切に設定します。

• パフォーマンス構成の容量プール階層化ポリシーを無効にしています。

• NFSストレージボリュームでのOracle dNFSの有効化。

• iSCSIストレージボリュームのマルチパスのセットアップ。

FSXコンソールからデータベースボリュームを作成します

AWS FSXコンソールから、Oracleデータベースファイルストレージ用に、Oracleバイナリ用、Oracleデータ
用、Oracleログ用の3つのボリュームを作成できます。ボリュームの名前が、適切に識別されるようにOracle
ホスト名（自動化ツールキットのhostsファイルに定義されている）と一致していることを確認してくださ
い。この例では、EC2インスタンスの一般的なIPアドレスベースのホスト名ではなく、db1をEC2 Oracleホス
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ト名として使用します。

78



79



iSCSI LUNの作成は、現在FSXコンソールではサポートされていません。OracleのiSCSI LUNを
導入する場合は、NetApp Automation ToolkitによるONTAP の自動化を使用してボリューム
とLUNを作成できます。

FSXデータベース・ボリュームを持つEC2インスタンスにOracleをインストールして構成します

ベストプラクティスに基づいて、Oracleのインストールと設定をEC2インスタンスで実行する自動化キットが
ネットアップの自動化チームから提供されます。現在のバージョンの自動化キットは、デフォルトのRUパッ
チ19.8でNFS上のOracle 19Cをサポートしています。自動化キットは、必要に応じて他のRUパッチにも簡単
に適用できます。
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Ansibleコントローラを準備して自動化を実行します

セクションの指示に従ってください"OracleデータベースをホストするEC2インスタンスを作成して接続しま
す「Ansibleコントローラを実行するための小規模なEC2 Linuxインスタンスをプロビジョニングしま
す。RedHatを使用するのではなく、2vCPUと8G RAMのAmazon Linux T2.largeで十分です。

NetApp Oracle導入自動化ツールキットを入手できます

ステップ1からEC2ユーザとしてプロビジョニングされたEC2 Ansibleコントローラインスタンスと、EC2ユー
ザホームディレクトリから「git clone」コマンドを実行して、自動化コードのコピーをクローニングします。

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git

自動化ツールキットを使用してOracle 19Cの自動導入を実行

詳細な手順を参照してください "CLI による Oracle 19C データベースの導入" Oracle 19CをCLI自動化機能で
導入するには、次の手順を実行ホストアクセスの認証にパスワードではなくSSHキーペアを使用しているた
め、コマンド構文には少し変更があり、プレイブックを実行することができます。概要を次に示します。

1. デフォルトでは、EC2インスタンスはアクセス認証にSSHキーペアを使用します。Ansibleコントローラの
自動化ルートディレクトリ'/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy`と'/home/ec2-
user/na_rds_fsx_oranfs_config’から’ステップで導入したOracleホストのSSHキー’accesstkey.pem’のコピ
ーを作成しますOracleデータベースをホストするEC2インスタンスを作成して接続します. 」

2. EC2インスタンスDBホストにEC2-USERとしてログインし、python3ライブラリをインストールします。

sudo yum install python3

3. ルートディスクドライブから16Gスワップスペースを作成します。デフォルトでは、EC2インスタンスは
スワップスペースをゼロにします。AWSのドキュメントには次のものがあります "スワップファイルを使
用して、Amazon EC2インスタンスのスワップスペースとして機能するようにメモリを割り当てるにはど
うすればよいですか。"。

4. Ansibleコントローラ(`cd /home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config')に戻り’適切な要件と’linux_config’タ
グを含むPrecloneプレイブックを実行します

ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private

-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config

ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private

-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
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5. 「/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy-master」ディレクトリに切り替え、READMEファイルを読み、
グローバル変数.ymlファイルに関連するグローバルパラメータを入力します。

6. host_name.ymlファイルに’host_vars’ディレクトリの関連パラメータを入力します

7. Linux用のプレイブックを実行し、vsadminパスワードの入力を求められたらEnterキーを押します。

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key

accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml

8. Oracle用のプレイブックを実行し、vsadminパスワードの入力を求められたらEnterキーを押します。

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key

accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml

必要に応じて、SSHキーファイルの権限ビットを400に変更します。「host_vars」ファイルのOracleホスト
（「Ansibleホスト」）のIPアドレスを、EC2インスタンスのパブリックアドレスに変更します。

プライマリとスタンバイのFSX HAクラスタ間でSnapMirrorをセットアップする

高可用性とディザスタリカバリを実現するために、プライマリとスタンバイのFSXストレージクラスタ間
にSnapMirrorレプリケーションを設定できます。他のクラウドストレージサービスとは異なり、FSXを使用す
ると、必要な頻度とレプリケーションスループットでストレージレプリケーションを制御および管理できま
す。また、ユーザはHAやDRのテストを可用性に影響を与えることなく実施できます。

次の手順は、プライマリおよびスタンバイFSXストレージクラスタ間のレプリケーションをセットアップする
方法を示しています。

1. プライマリクラスタとスタンバイクラスタのピアリングを設定します。fsxadminユーザーとしてプライマ
リクラスタにログインし’次のコマンドを実行しますプライマリクラスタとスタンバイクラスタの両方
でcreateコマンドが実行されます。「standby_cluster_name」を、ご使用の環境に適した名前に置き換え
てください。

cluster peer create -peer-addrs

standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin

-initial-allowed-vserver-peers *

2. プライマリクラスタとスタンバイクラスタの間にvServerピアリングを設定します。vsadminユーザとして
プライマリクラスタにログインし、次のコマンドを実行します。「primary_vserver_name
」、「standby_vserver_name」、「standby_cluster_name」を、ご使用の環境に適した名前に置き換え
ます。

vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver

standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications

snapmirror
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3. クラスタとSVMのピアが正しく設定されていることを確認します。

4. プライマリFSXクラスタのソースボリュームごとに、スタンバイFSXクラスタにターゲットNFSボリュー
ムを作成します。環境に応じてボリューム名を置き換えます。

vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online

-policy default -type DP

vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online

-policy default -type DP

vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online

-policy default -type DP

5. データアクセスにiSCSIプロトコルが使用されている場合は、Oracleバイナリ、Oracleデータ、およ
びOracleログ用のiSCSIボリュームとLUNを作成することもできます。Snapshot用のボリュームには
約10%の空きスペースを残します。

vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online

-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW

lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux

vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online

-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
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lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype

linux

lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype

linux

lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype

linux

lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype

linux

vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online -policy default -unix-permissions
---rwxr -xr-type rw

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux

lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux

6. iSCSI LUNの場合は、例としてバイナリLUNを使用して、各LUNのOracleホストイニシエータのマッピン
グを作成します。igroupを環境に適した名前に置き換え、LUNの追加ごとにlun-idを増やします。

lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-

1-136 -lun-id 0

lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-

0-1-136 -lun-id 1

7. プライマリデータベースボリュームとスタンバイデータベースボリュームの間にSnapMirror関係を作成し
ます。環境に適したSVM名を置き換えます。s
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snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination

-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle

unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP

snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination

-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle

unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP

snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination

-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle

unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP

このSnapMirrorのセットアップは、NetApp Automation Toolkit for NFSのデータベースボリュームで自動化で
きます。このツールキットは、NetApp公開のGitHubサイトからダウンロードできます。

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git

セットアップとフェイルオーバーのテストを行う前に、READMEの手順をよくお読みください。

Oracleバイナリをプライマリクラスタからスタンバイクラスタにレプリケートすると、Oracle
のライセンスに影響する可能性があります。詳細については、Oracleのライセンス担当者にお
問い合わせください。または、リカバリおよびフェイルオーバー時にOracleをインストールし
て設定します。

SnapCenter の導入

SnapCenter のインストール

をクリックします "SnapCenter サーバをインストールしています" SnapCenter サーバをインストールしま
す。このドキュメントでは、スタンドアロンのSnapCenter サーバをインストールする方法について説明しま
す。SnapCenter のSaaSバージョンはベータ版であり、近日中に提供予定です。必要に応じて、ネットアップ
の担当者にお問い合わせください。

EC2 Oracleホスト用のSnapCenter プラグインを設定します

1. SnapCenter の自動インストールが完了したら、SnapCenter サーバがインストールされているWindowsホ
ストの管理ユーザとしてSnapCenter にログインします。
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2. 左側のメニューから、[設定]、[クレデンシャル]、[新規]の順にクリックして、SnapCenter プラグインのイ
ンストールに使用するEC2ユーザクレデンシャルを追加します。

3. EC2インスタンス・ホスト上の/etc/ssh/sshd_configファイルを編集して’ec2-userパスワードをリセットし’
パスワードSSH認証を有効にします

4. [ sudo権限を使用する]チェックボックスがオンになっていることを確認します。前の手順でEC2-USERパ
スワードをリセットしただけです。
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5. 名前解決のために、SnapCenter サーバ名とIPアドレスをEC2インスタンスホストファイルに追加しま
す。

[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts

[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts

127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4

localhost4.localdomain4

::1         localhost localhost.localdomain localhost6

localhost6.localdomain6

10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc

6. SnapCenter サーバのWindowsホストで’Windowsホスト・ファイ
ルC:\Windows\System32\drivers\etc\hostsにEC2インスタンスのホストIPアドレスを追加します

10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal

7. 左側のメニューで、[Hosts]>[Managed Hosts]の順に選択し、[Add]をクリックしてEC2インスタンスホス
トをSnapCenter に追加します。
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[Oracleデータベース]をオンにし、送信する前に[その他のオプション]をクリックします。

インストール前チェックをスキップするをオンにします。インストール前のチェックをスキップしている
ことを確認し、保存後に送信をクリックします。
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[Confirm Fingerprint (指紋の確認)]というプロンプトが表示されたら、[Confirm and Submit (確認して送信)]
をクリック

プラグインの設定が正常に完了すると、管理対象ホストの全体的なステータスはrunningと表示されます。

Oracleデータベースのバックアップポリシーを設定する

このセクションを参照してください "SnapCenter でデータベースバックアップポリシーを設定する" Oracleデ
ータベースバックアップポリシーの設定の詳細については、を参照してください。

通常は、Oracleデータベースのフルスナップショットバックアップ用のポリシーと、Oracleアーカイブログの
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みのスナップショットバックアップ用のポリシーを作成する必要があります。

バックアップポリシーでOracleアーカイブログの削除を有効にして、ログとアーカイブのスペ
ースを制御できます。HAまたはDRのスタンバイ場所にレプリケートする必要があるため、「
セカンダリレプリケーションの選択」オプションで「ローカルSnapshotコピー作成後
にSnapMirrorを更新」をオンにします。

Oracleデータベースのバックアップとスケジュールを設定

SnapCenter のデータベースバックアップはユーザが設定でき、個別に設定することも、リソースグループ内
でグループとして設定することもできます。バックアップ間隔は、RTOとRPOの目標によって異なります。
フルデータベースバックアップを数時間おきに実行し、ログバックアップのアーカイブを10～15分などの頻
度でアーカイブして、迅速なリカバリを実現することを推奨します。

のOracleのセクションを参照してください "データベースを保護するためのバックアップポリシーを実装する"
セクションで作成したバックアップポリシーを実装するための詳細な手順については、を参照してください
Oracleデータベースのバックアップポリシーを設定する およびを使用してスケジュールを設定します。

次の図は、Oracleデータベースをバックアップするように設定されたリソースグループの例を示しています。

"次の例は、データベース管理です。"

EC2およびFSX Oracleデータベース管理

"前の手順：導入手順"

このOracle環境では、AWS EC2とFSXの管理コンソールに加え、Ansible制御ノード
とSnapCenter UIツールを使用してデータベースを管理できます。

Ansibleコントロールノードを使用してOracle環境構成を管理できます。また、カーネルやパッチの更新のた
めにプライマリインスタンスとスタンバイインスタンスを同期させる並行アップデートを使用できま
す。NetApp Automation Toolkitを使用すると、フェイルオーバー、再同期、フェイルバックを自動化し
て、Ansibleでアプリケーションの高速リカバリと可用性をアーカイブできます。繰り返し可能なデータベー
ス管理タスクには、プレイブックを使用して人為的ミスを減らすことができます。

SnapCenter UIツールでは、Oracleデータベース用のSnapCenter プラグインを使用して、データベー
スSnapshotのバックアップ、ポイントインタイムリカバリ、データベースクローニングなどを実行できま
す。Oracleプラグイン機能の詳細については、を参照してください "SnapCenter Plug-in for Oracle Database
の概要"。

以下のセクションでは、SnapCenter UIを使用して、Oracleデータベース管理の主な機能を実行する方法につ
いて詳しく説明します。
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• データベースSnapshotバックアップ

• データベースのポイントインタイムリストア

• データベースクローンの作成

データベースクローニングでは、論理データのエラーや破損が発生した場合にデータをリカバリするために、
別のEC2ホストにプライマリデータベースのレプリカが作成されます。また、クローンを使用して、アプリケ
ーションのテスト、デバッグ、パッチ検証を行うこともできます。

Snapshotを取得しています

EC2/FSX Oracleデータベースは、ユーザが設定した間隔で定期的にバックアップされます。ユーザ
は、Snapshotバックアップを一度に作成することもできます。この環境 では、フルデータベースのSnapshot
バックアップとアーカイブログのみのSnapshotバックアップの両方が作成されます。

フルデータベーススナップショットを取得しています

フルデータベーススナップショットには、データファイル、制御ファイル、アーカイブログファイルなど、す
べてのOracleファイルが含まれます。

1. SnapCenter UIにログインし、左側のメニューでResources（リソース）をクリックします。Viewドロッ
プダウンから、Resource Groupビューに移動します。

2. フル・バックアップ・リソース名をクリックし、[今すぐバックアップ]アイコンをクリックして、追加バ
ックアップを開始します。

3. [バックアップ]をクリックし、バックアップを確定して、フル・データベース・バックアップを開始しま
す。
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データベースの[リソース]ビューで、[データベース管理バックアップコピー]ページを開いて、一度限りの
バックアップが正常に完了したことを確認します。フルデータベースバックアップでは、データボリュー
ム用とログボリューム用の2つのSnapshotが作成されます。

アーカイブログのSnapshotを取得しています

アーカイブログのSnapshotは、Oracleアーカイブログボリュームに対してのみ作成されます。

1. SnapCenter UIにログインし、左側のメニューバーにある[Resources]タブをクリックします。Viewドロッ
プダウンから、Resource Groupビューに移動します。
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2. ログバックアップリソース名をクリックし、[今すぐバックアップ]アイコンをクリックして、アーカイブ
ログの追加バックアップを開始します。

3. Backupをクリックしてバックアップを確定し、アーカイブログのバックアップを開始します。
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データベースの[リソース]ビューで、[データベース管理バックアップコピー]ページを開き、1回限りのア
ーカイブログバックアップが正常に完了したことを確認します。アーカイブログバックアップでは、ログ
ボリューム用のSnapshotが1つ作成されます。

特定の時点へのリストア

SnapCenterベースのリストアを同じEC2インスタンスホストで実行すると、ある時点までのリストアが実行
されます。リストアを実行するには、次の手順を実行します。

1. SnapCenter リソースタブのデータベースビューで、データベース名をクリックしてデータベースバック
アップを開きます。

2. データベースのバックアップコピーおよびリストアするポイントインタイムを選択します。また、ポイン
トインタイムに対応するSCN番号もマークダウンします。ポイントインタイムリストアは、時間また
はSCNを使用して実行できます。
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3. ログボリュームのSnapshotを選択し、マウントボタンをクリックしてボリュームをマウントします。

4. ログボリュームをマウントするプライマリEC2インスタンスを選択します。
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5. マウントジョブが正常に完了したことを確認します。また、EC2インスタンスホストで、そのログボリュ
ームがマウントされていること、およびマウントポイントパスを確認します。

6. マウントされたログボリュームから現在のアーカイブログディレクトリにアーカイブログをコピーしま
す。

[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-

10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc

/ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/

7. SnapCenter リソースタブ>データベースバックアップページに戻り、データSnapshotコピーを強調表示
し、復元ボタンをクリックしてデータベースリストアワークフローを開始します。
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8. [すべてのデータファイル]および[リストアとリカバリに必要な場合はデータベースの状態を変更する]をオ
ンにして、[次へ]をクリックします。
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9. SCNまたは時刻を使用して、目的のリカバリ範囲を選択します。手順6で説明したように、マウントされ
たアーカイブログを現在のログディレクトリにコピーする代わりに、マウントされたアーカイブログのパ
スを「リカバリのための外部アーカイブログファイルの場所の指定」に記載できます。

10. 必要に応じて実行するプリスクリプトをオプションで指定します。
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11. 必要に応じて、オプションのアフタースクリプトを指定して実行します。リカバリ後に開いているデータ
ベースを確認します。
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12. ジョブ通知が必要な場合は、SMTPサーバとEメールアドレスを指定します。
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13. ジョブの概要をリストア[終了]をクリックして、リストア・ジョブを起動します。
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14. SnapCenter からのリストアを検証します。
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15. EC2インスタンスホストからリストアを検証します。
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16. リストア・ログ・ボリュームをアンマウントするには、手順4と逆の手順を実行します。

データベースクローンを作成しています

次のセクションでは、SnapCenter クローンワークフローを使用して、プライマリデータベースからスタンバ
イEC2インスタンスへのデータベースクローンを作成する方法について説明します。

1. フルバックアップリソースグループを使用して、SnapCenter からプライマリデータベースのフ
ルSnapshotバックアップを作成します。

2. SnapCenter リソースタブのデータベースビューで、レプリカの作成元のプライマリデータベースのデー
タベースバックアップ管理ページを開きます。
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3. 手順4で作成したログボリュームSnapshotを、スタンバイEC2インスタンスホストにマウントします。

4. レプリカ用にクローンを作成するスナップショットコピーをハイライト表示し、[クローン]ボタンをクリ
ックしてクローン手順 を起動します。
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5. レプリカコピー名を変更して、プライマリデータベース名とは異なる名前にします。次へをクリックしま
す。

6. クローンホストをスタンバイEC2ホストに変更し、デフォルトの名前を受け入れて、Nextをクリックしま
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す。

7. Oracleホームの設定をターゲットOracleサーバーホスト用に構成された設定に合わせて変更し、次へをク
リックします。
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8. 時刻またはSCNとマウントされたアーカイブログのパスを使用して、リカバリポイントを指定します。
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9. 必要に応じてSMTP Eメール設定を送信します。
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10. ジョブの概要を複製し、[完了]をクリックしてクローンジョブを起動します。
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11. クローンジョブログを確認して、レプリカクローンを検証します。
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クローニングされたデータベースは、ただちにSnapCenter に登録されます。
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12. Oracleアーカイブログモードをオフにします。OracleユーザとしてEC2インスタンスにログインし、次の
コマンドを実行します。

sqlplus / as sysdba

shutdown immediate;

startup mount;

alter database noarchivelog;

alter database open;

プライマリOracleバックアップコピーの代わりに、複製されたセカンダリバックアップコピー
から同じ手順でクローンをターゲットFSXクラスタに作成することもできます。

スタンバイおよび再同期へのHAフェイルオーバー

スタンバイのOracle HAクラスタは、コンピューティングレイヤまたはストレージレイヤのいずれかで、プラ
イマリサイトで障害が発生した場合に高可用性を提供します。解決策 の大きな利点の1つは、ユーザがいつで
も、または頻度を問わずにインフラをテストおよび検証できることです。フェイルオーバーは、ユーザがシミ
ュレートすることも、実際の障害によってトリガーすることもできます。フェイルオーバープロセスは同一で
あり、アプリケーションのリカバリを高速化するために自動化できます。

次のフェイルオーバー手順を参照してください。

1. フェイルオーバーをシミュレートするには、ログスナップショットバックアップを実行して、最新のトラ
ンザクションをスタンバイサイトにフラッシュします。詳細については、を参照してください アーカイブ
ログのSnapshotを取得しています。実際の障害によってトリガーされたフェイルオーバーでは、最後にリ
カバリ可能なデータが、スケジュールされたログボリュームのバックアップが最後に成功した時点でスタ
ンバイサイトにレプリケートされます。

2. プライマリとスタンバイのFSXクラスタ間のSnapMirrorを解除します。

3. 複製されたスタンバイデータベースボリュームをスタンバイEC2インスタンスホストにマウントします。

4. 複製されたOracleバイナリをOracleリカバリに使用する場合は、Oracleバイナリを再リンクします。

5. スタンバイOracleデータベースを、最後に使用可能なアーカイブログにリカバリします。

6. アプリケーションおよびユーザアクセス用のスタンバイOracleデータベースを開きます。

7. 実際のプライマリサイト障害では、スタンバイOracleデータベースが新しいプライマリサイトの役割を担
い、データベースボリュームを使用して、リバースSnapMirror方式で障害が発生したプライマリサイトを
新しいスタンバイサイトとして再構築できます。
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8. プライマリサイトのテストまたは検証の失敗をシミュレートするには、テストの完了後にスタンバ
イOracleデータベースをシャットダウンします。次に、スタンバイEC2インスタンスホストからスタンバ
イデータベースボリュームをアンマウントし、プライマリサイトからスタンバイサイトにレプリケーショ
ンを再同期します。

これらの手順は、NetApp Automation Toolkitを使用して実行できます。このツールキットは、パブリック
のNetApp GitHubサイトからダウンロードできます。

git clone https://github.com/NetApp-

Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git

セットアップとフェイルオーバーのテストを行う前に、READMEの手順をよくお読みください。

"次：データベースの移行："

オンプレミスからパブリッククラウドへのデータベースの移行

"Previous：データベース管理。"

データベースの移行は、どのような方法でも難しい課題です。オンプレミスからクラウ
ドへのOracleデータベースの移行も例外ではありません。

以降のセクションでは、AWS EC2コンピューティングとFSXストレージプラットフォームを使用してOracle
データベースをAWSパブリッククラウドに移行する場合に考慮すべき主な要素について説明します。

ONTAP ストレージはオンプレミスで利用できます

オンプレミスのOracleデータベースがONTAP ストレージアレイに配置されている場合は、AWS FSX ONTAP
ストレージに組み込まれているNetApp SnapMirrorテクノロジを使用して、データベースを移行するためのレ
プリケーションを簡単に設定できます。移行プロセスは、NetApp BlueXPコンソールを使用してオーケストレ
ーションできます。

1. オンプレミスのインスタンスと一致するターゲットコンピューティングEC2インスタンスを構築します。

2. FSXコンソールから、同じサイズの一致するデータベースボリュームをプロビジョニングします。

3. FSXデータベースボリュームをEC2インスタンスにマウントします。

4. オンプレミスのデータベースボリュームとターゲットのFSXデータベースボリュームとの間にSnapMirror
レプリケーションを設定します。初期同期ではプライマリソースデータの移動に時間がかかる場合があり
ますが、次の差分更新の方がはるかに高速です。

5. スイッチオーバー時に、プライマリアプリケーションをシャットダウンしてすべてのトランザクションを
停止します。Oracleのsqlplus CLIインターフェイスから、Oracleオンラインログスイッチを実行
し、SnapMirrorの同期を有効にして、最後にアーカイブされたログをターゲットボリュームにプッシュし
ます。

6. ミラーボリュームを切断し、ターゲットでOracleリカバリを実行し、データベースを稼働状態にしてサー
ビスを開始します。

7. アプリケーションをクラウド内のOracleデータベースに指定します。

次のビデオでは、NetApp BlueXPコンソールとSnapMirrorレプリケーションを使用して、Oracleデータベース

114



をオンプレミスからAWS FSX/EC2に移行する方法を紹介します。

"オンプレミスからFSX/EC2へ、SnapMirrorとBlueXPを使用したOracleデータベースの移行"

ONTAP ストレージはオンプレミスでは利用できません

オンプレミスのOracleデータベースがONTAP 以外のサードパーティストレージでホストされている場合、デ
ータベースの移行はOracleデータベースのバックアップコピーのリストアに基づいて行われます。スイッチオ
ーバーする前に、アーカイブログを再生して最新の状態にする必要があります。

AWS S3は、データベースの移動と移行のステージングストレージ領域として使用できます。この方法の手順
の概要は、次のとおりです。

1. オンプレミスのインスタンスと同等の、一致する新しいEC2インスタンスをプロビジョニングします。

2. FSXストレージから同一のデータベースボリュームをプロビジョニングし、そのボリュームをEC2インス
タンスにマウントします。

3. ディスクレベルのOracleバックアップコピーを作成する。

4. バックアップコピーをAWS S3ストレージに移動します。

5. Oracleの制御ファイルを再作成し、S3ストレージからデータとアーカイブログを取得してデータベースを
リカバリします。

6. ターゲットのOracleデータベースをオンプレミスのソースデータベースと同期します。

7. スイッチオーバー時に、アプリケーションとソースのOracleデータベースをシャットダウンします。最新
の状態にするために、最後のいくつかのアーカイブ・ログをコピーし、ターゲットOracleデータベースに
適用します。

8. ユーザアクセス用にターゲットデータベースを起動します。

9. アプリケーションをターゲットデータベースにリダイレクトして、スイッチオーバーを完了します。

PDBの再配置によって可用性を最大限に高め、オンプレミスのOracleデータベースをAWS FSX/EC2に移行

この移行アプローチは、PDB / CDBマルチテナントモデルですでに導入されているOracleデータベースに最適
です。ONTAP ストレージはオンプレミスでは利用できません。PDBの再配置方式では、サービスの中断を最
小限に抑えながら、Oracle PDBのホットクローンテクノロジを使用して、ソースCDBとターゲットCDB間
でPDBを移動します。

まず、オンプレミスから移行するPDBをホストするための十分なストレージを備えたAWS FSX/EC2にCDBを
作成します。複数のオンプレミスPDBを一度に1つずつ再配置できます。

1. マルチテナントのPDB / CDBモデルではなく単一のインスタンスにオンプレミスデータベースを導入して
いる場合は、の手順に従います "マルチテナントCDBで単一インスタンスの非CDBをPDBに変換します"
単一のインスタンスをマルチテナントPDB / CDBに変換します。次に、変換したPDBをAWS FSX/EC2内
のCDBに移行する手順を実行します。

2. マルチテナントのPDB / CDBモデルにオンプレミスデータベースがすでに導入されている場合は、の手順
に従います "PDBの再配置で、オンプレミスのOracleデータベースをクラウドに移行" 移行を実行します。

次のビデオでは、PDB（Oracle Database）を、最大限の可用性を備えたPDBの再配置を使用してFSX/EC2に
移行する方法について説明します。

"オンプレミスのOracle PDBをAWS CDBに移行し、可用性を最大限に高めます"
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ステップ1と2の手順をAzureパブリッククラウドのコンテキストで説明していますが、この手
順は変更を加えることなくAWSクラウドに適用できます。

NetApp Solutions Automationチームが提供する移行ツールキットを使用すれば、オンプレミスからAWSクラ
ウドへのOracleデータベースの移行をスムーズに進めることができます。PDBの再配置用のOracleデータベー
ス移行ツールキットをダウンロードするには、次のコマンドを使用します。

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git

Azure NetApp Files へのOracleデータベースの導入と保護

TR-4954：『Oracle Database Deployment and Protection on Azure NetApp Files 』

著者：Allen Cao、Niyaz Mohamed、ネットアップ

概要

ミッションクリティカルなOracleエンタープライズデータベースの多くはオンプレミスでホストされており、
多くの企業はこれらのOracleデータベースをパブリッククラウドに移行しようとしています。このよう
なOracleデータベースはアプリケーション中心のものであるため、ユーザ固有の設定が必要になることがよく
あります。これは、多くのパブリッククラウドサービスが提供するデータベースサービスに欠けている機能で
す。そのため、現在のデータベース環境では、パフォーマンスと拡張性に優れたコンピューティングおよびス
トレージサービスを基盤に構築されたパブリッククラウドベースのOracleデータベース解決策 が、独自の要
件に対応できるようになっている必要があります。Azure仮想マシンのコンピューティングインスタンス
とAzure NetApp Files ストレージサービスが、ミッションクリティカルなOracleデータベースワークロードの
構築とパブリッククラウドへの移行に利用できる不足しているパズルのピースになるかもしれません。

Azure仮想マシン

Azure仮想マシンは、Azureが提供するオンデマンドで拡張性に優れたコンピューティングリソースのうちの1
つです。通常、コンピューティング環境をより細かく制御する必要がある場合は、他の選択肢よりも仮想マシ
ンを選択します。Azure仮想マシンを使用すると、コンピューティング負荷の高いワークロードでもメモリ負
荷の高いワークロードでも、Oracleデータベースの実行に必要な特定の構成を備えたコンピュータをすばやく
簡単に作成できます。Azure Virtual Network内の仮想マシンは、セキュリティで保護されたVPNトンネルなど
を介して、組織のネットワークに簡単に接続できます。

Azure NetApp ファイル（ ANF ）

Azure NetApp Files はフルマネージドのMicrosoftサービスで、これまで以上に高速かつ安全にデータベースワ
ークロードをクラウドに移行できます。Oracleデータベースなどのハイパフォーマンスワークロードをクラウ
ドで実行する場合のコア要件を満たすように設計されており、実際に必要とされるIOPS、低レイテンシ、高
可用性、高耐久性、大規模な管理性を反映したパフォーマンス階層を提供します。高速で効率的なバックアッ
プ、リカバリ、クローニングを実現します。Azure NetApp Files は、Azureデータセンター環境内で実行され
る物理オールフラッシュNetApp ONTAP システムに基づいているため、これらの機能を実現できます。Azure
NetApp Files は、Azure DCおよびポータルに完全に統合されており、お客様は、他のAzureオブジェクトと同
様に、共有ファイルの作成と管理に、同じ快適なグラフィカルインターフェイスとAPIを使用できま
す。Azure NetAppのファイルを使用すれば、リスク、コスト、時間を増やすことなくAzureのすべての機能を
活用し、Azureネイティブの唯一のエンタープライズファイルサービスを信頼できます。
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まとめ

本ドキュメントでは、オンプレミスシステムと同様のパフォーマンスと耐久性を提供するAzure仮想マシン
とAzure NetApp Files ストレージサービスを使用して、Oracleデータベースを導入、設定、および保護する方
法について詳しく説明します。ベストプラクティスのガイダンスについては、TR-4780を参照してください
"Microsoft Azure上のOracleデータベース"。さらに重要なのは、AzureパブリッククラウドでOracleデータベ
ースワークロードの導入、構成、データ保護、移行、管理に必要なほとんどのタスクを自動化する自動化ツー
ルキットも提供されている点です。自動化ツールキットは、ネットアップのパブリックGitHubサイトからダ
ウンロードできます。 "ネットアップ-自動化"。

"次は、ソリューションアーキテクチャです。"

解決策アーキテクチャ

"前へ：はじめに。"

次のアーキテクチャ図は、Azure VMインスタンスとAzure NetApp Files ストレージへの
可用性の高いOracleデータベースの導入を示しています。

環境内では、OracleコンピューティングインスタンスはAzureサービスのVMコンソールを介して導入されま
す。コンソールから複数のAzureインスタンスタイプを使用できます。想定ワークロードを満たすデータベー
ス指向のAzure VMインスタンスを導入することを推奨します。

一方、Oracleデータベースストレージは、Azure NetApp Files サービスとともにAzureコンソールから導入さ
れます。その後、Oracleバイナリ、データ、またはログボリュームが提供され、Azure VMインスタンスLinux
ホストにマウントされます。
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多くの点で、AzureクラウドへのAzure NetApp Files の実装は、オンプレミスのONTAP データストレージア
ーキテクチャと非常によく似ており、RAIDコントローラやデュアルコントローラなど、冗長性が多数組み込
まれています。ディザスタリカバリの場合は、スタンバイサイトを別の地域でセットアップでき、アプリケー
ションレベルのレプリケーション（Oracle Data Guardなど）を使用してデータベースをプライマリサイトと
同期できます。

次の図に示すように、Oracleデータベースの導入とデータ保護のテスト検証では、単一のAzure VMにOracle
データベースを導入します。
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Azure Oracle環境は、ネットアップが提供するツールキットを使用して、Ansibleコントローラノードで管理
して、データベースの導入、バックアップ、リカバリ、データベースの移行を実行できます。Oracle Azure
VMインスタンスのオペレーティングシステムカーネルやOracleパッチの適用を更新するたびに、プライマリ
とスタンバイの同期を維持するために、更新を並行して実行することができます。実際、初期ツールキットを
簡単に拡張して、必要に応じて日 々 のOracleタスクを実行できます。CLIのAnsibleコントローラのセットア
ップに関するヘルプが必要な場合は、を参照してください "NetApp 解決策の自動化" をダウンロードしてご確
認ください。

"次のステップ：考慮すべき要因"

Oracleデータベースの導入で考慮すべき要素

"以前のバージョン：解決策 アーキテクチャ。"

パブリッククラウドには、コンピューティングとストレージに多数の選択肢があり、適
切なタイプのコンピューティングインスタンスとストレージエンジンを使用すること
で、データベースの導入を開始できます。また、Oracleデータベース用に最適化された
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コンピューティングとストレージの構成も選択する必要があります。

以降のセクションでは、Azure NetApp Files ストレージを使用してAzure仮想マシンインスタンス上のAzure
パブリッククラウドにOracleデータベースを導入する場合の主な考慮事項について説明します。

VMのタイプとサイジング

パブリッククラウドのリレーショナルデータベースのパフォーマンスを最適化するには、適切なVMタイプと
サイズを選択することが重要です。Azure仮想マシンは、Oracleデータベースワークロードのホストに使用で
きるさまざまなコンピューティングインスタンスを提供します。Microsoftのドキュメントを参照してください
"Azureの仮想マシンのサイズ" を参照してください。一般に、Oracleデータベースの導入には汎用のAzure仮
想マシンを使用することを推奨します。大規模なOracleデータベースを導入する場合は、メモリ向けに最適化
されたAzure VMが適しています。使用可能なRAMが増えれば、Oracle SGAまたはスマートフラッシュキャッ
シュのサイズを増やして、物理I/Oを削減するように設定することも、データベースのパフォーマンスを向上
させることもできます。

Azure NetApp Files は、Azure仮想マシンに接続されたNFSマウントとして機能します。これにより、スルー
プットが向上し、ローカルストレージでストレージ向けに最適化されたVMのスループット制限を克服できま
す。したがって、Azure NetApp Files 上でOracleを実行すると、ライセンス可能なOracle CPUコア数とライ
センスコストを削減できます。を参照してください "TR-4780：『Oracle Databases on Microsoft Azure』"、
セクション7 - Oracleライセンスの仕組み

その他に考慮すべき要素は次のとおりです。

• ワークロードの特性に基づいて、正しいvCPUとRAMの組み合わせを選択してください。VMのRAMサイ
ズが大きくなると、vCPUコア数も増加します。Oracleのライセンス料はvCPUコア数に基づいて課金され
るため、ある時点でバランスを取る必要があります。

• VMにスワップスペースを追加する。デフォルトのAzure VM環境ではスワップスペースは作成されません
が、これはデータベースには最適な方法ではありません。

Azure NetApp Files のパフォーマンス

Azure NetApp Files ボリュームは容量プールから割り当てられます。Azure NetApp Files ストレージアカウン
トでプロビジョニングする必要があります。各容量プールは次のように割り当てられます。

• 全体的なパフォーマンス機能を定義するサービスレベルへの階層化。

• その容量プール用に最初にプロビジョニングされたストレージ容量または階層化。プロビジョニングされ
たスペースあたりの全体的な最大スループットを定義するサービス品質（QoS）レベル。

サービスレベルと初期プロビジョニングされるストレージ容量によって、特定のOracleデータベースボリュー
ムのパフォーマンスレベルが決まります。

1. Azure NetApp Files のサービスレベル

Azure NetApp Files は、Ultra、Premium、Standardの3つのサービスレベルをサポートします。

• * Ultraストレージ。*この階層は、割り当てられたボリュームクォータ1TiBあたり最大128MiBpsのスルー
プットを提供します。

• * Premiumストレージ。*この階層は、割り当てられたボリュームクォータ1TiBあたり最大64MiBpsのスル
ープットを提供します。

• *標準ストレージ。*この階層は、割り当てられたボリュームクォータの1TiBあたり最大16MiBpsのスルー
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プットを提供します。

2.容量プールとサービス品質

必要な各サービスレベルには、プロビジョニングされた容量に関連するコストがあり、プロビジョニングされ
たスペースの全体的な最大スループットを定義するサービス品質（QoS）レベルが含まれています。

たとえば、サービスレベルがPremiumの10TiBのプロビジョニング済みシングル容量プールは、この容量プー
ル内のすべてのボリュームの合計スループットを10倍64MBpsにするため、640、000（16K）IOPSで40、000
（8K）IOPSになります。

プールの最小サイズは4TiBです。ストレージのニーズとコストを管理するためにワークロードの要件が変化し
た場合は、1TiB単位で容量プールのサイズを変更できます。

3.データベース・ボリュームでのサービス・レベルを計算します

Oracleデータベースボリュームのスループットの制限は、ボリュームが属する容量プールのサービスレベルと
ボリュームに割り当てられたクォータの各要素の組み合わせによって決まります。

次の図に、Oracleデータベースボリュームのスループット制限の計算方法を示します。

例1では、Premiumストレージ階層で2TiBのクォータが割り当てられた大容量プールのボリュームのスループ
ット制限は、128MiBps（2TiB×64MiBps）になります。このシナリオは、容量プールのサイズや実際のボリュ
ーム消費量に関係なく適用されます。

例2では、Premiumストレージ階層から100GiBのクォータが割り当てられた大容量プールのボリュームに、ス
ループットの制限が6.25MiBps（0.09765625TiB * 64MiBps）に割り当てられます。このシナリオは、容量プ
ールのサイズや実際のボリューム消費量に関係なく適用されます。

最小ボリュームサイズは100GiBです。

ストレージのレイアウトと設定

次のストレージレイアウトを推奨します。

• 小規模データベースでは、すべてのOracleファイルに対して単一ボリュームのレイアウトを使用します。

121



• 大規模なデータベースの場合、ボリュームのレイアウトとしてOracleデータ用と重複する制御ファイル
用、Oracleアクティブログ、アーカイブログ、および制御ファイル用のボリュームを1つずつ複数使用す
ることを推奨します。データベースを新しいホストに再配置して迅速にリストアできるように、ローカル
ドライブではなくOracleバイナリにボリュームを割り当てることを強く推奨します。

NFS の設定

最も一般的なオペレーティングシステムであるLinuxには、ネイティブのNFS機能が含まれています。Oracle
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は、Oracleにネイティブに統合されたDirect NFS（dNFS）クライアントを提供しています。Oracle dNFS
はOSキャッシュをバイパスし、並列処理を可能にしてデータベースのパフォーマンスを向上させま
す。Oracleでは20年以上NFSv3がサポートされており、NFSv4はOracle 12.1.0.2以降でサポートされていま
す。

Oracle 11g以降で使用可能なdNFSを使用したAzure Virtual Machineで実行されるOracleデータベースは、ネイ
ティブのNFSクライアントよりも大幅に多くのI/Oを処理できます。NetApp Automation Toolkitを使用し
たOracleの自動導入で、NFSv3ではdNFSが自動的に設定されます。

次の図は、Oracle dNFSを使用したAzure NetApp Files のSLOBベンチマークを示しています。

その他の考慮事項：

• TCPスロットテーブルは、ホストバスアダプタ（HBA）キュー深度に相当するNFS環境の機能で、一度に
未処理となることのできるNFS処理の数を制御します。デフォルト値は通常16ですが、最適なパフォーマ
ンスを得るには小さすぎます。逆に、新しいLinuxカーネルでTCPスロットテーブルの上限をNFSサーバ
が要求でいっぱいになるレベルに自動的に引き上げることができるため、問題が発生します。

パフォーマンスを最適化し、パフォーマンスの問題を回避するには、TCPスロットテーブルを制御するカ
ーネルパラメータを128に調整します。

sysctl -a | grep tcp.*.slot_table

• 次の表に、Linux NFSv3の単一インスタンスに対する推奨されるNFSマウントオプションを示します。
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dNFSを使用する前に、Oracleドキュメント1495104.1に記載されているパッチがインストール
されていることを確認してください。Oracle 12c以降のDNFSは、NFSv3、NFSv4、NFSv4.1を
サポートしています。ネットアップのサポートポリシーはすべてのクライアントについてv3
とv4をカバーしていますが、現時点ではOracle dNFSでのNFSv4.1の使用はサポートされてい
ません。

"次の手順：導入手順"

Azure VMおよびAzure NetApp Files へのOracleの導入手順を順を追って説明します

"Previous：考慮する要素。"

Azure portalコンソールを使用して、ANF for Oracle対応Azure VMを導入します

Azureを初めて使用する場合は、まずAzureアカウント環境をセットアップする必要があります。これに
は、Azure Active Directoryを使用するための組織への登録も含まれます。次のセクションでは、これらの手順
を簡単に説明します。詳細については、リンクされたAzure固有のドキュメントを参照してください。

Azureリソースを作成、利用する

Azure環境をセットアップし、アカウントを作成してサブスクリプションに関連付けると、そのアカウント
でAzureポータルにログインし、Oracleの実行に必要なリソースを作成できるようになります。

1.仮想ネットワークまたはVNetを作成します

Azure Virtual Network（VNet；Azure仮想ネットワーク）は、Azureのプライベートネットワークの基本的なビ
ルディングブロックです。VNetを使用すると、Azure Virtual Machines（VM；Azure仮想マシン）などのさま
ざまなタイプのAzureリソース間、インターネット、オンプレミスネットワーク間で安全に通信できるように
なります。Azure VMをプロビジョニングする前に、VNet（VMが導入される場所）を設定しておく必要があ
ります。

を参照してください "Azureポータルを使用して仮想ネットワークを作成する" VNetを作成するために使用しま
す。

2. ANF用のネットアップストレージアカウントと容量プールを作成します

この導入シナリオでは、Azure VM OSは通常のAzureストレージを使用してプロビジョニングされます
が、ANFボリュームはNFS経由でOracleデータベースを実行するようにプロビジョニングされます。まず、ネ
ットアップストレージアカウントと、ストレージボリュームをホストするための容量プールを作成する必要が
あります。

を参照してください "Azure NetApp Files をセットアップし、NFSボリュームを作成" でANF容量プールを設
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定してください。

3. Oracle用にAzure VMをプロビジョニング

ワークロードに基づいて、必要なAzure VMのタイプ、およびOracle用に導入するVM vCPUおよびRAMのサイ
ズを決定します。次に、AzureコンソールでVMのアイコンをクリックして、VM導入ワークフローを起動しま
す。

1. Azure VMのページで、* Create をクリックし、 Azure Virtual Machine *を選択します。

2. 導入のサブスクリプションIDを選択し、リソースグループ、リージョン、ホスト名、VMイメージ、サイ
ズ、および認証方式を指定します。ディスクページに移動します。
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3. OSローカルの冗長性には* Premium SSD *を選択し、ANFストレージからデータディスクがマウントされ
ているため、データディスクは空白のままにしておきます。[ネットワーク]ページに移動します。
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4. VNetとサブネットを選択します。外部VMアクセス用にパブリックIPを割り当てます。次に、管理ページ
に移動します。
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5. Managementのデフォルトをすべて保持し、Advancedページに移動します。
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6. カスタムスクリプトを使用して導入後にVMをカスタマイズする必要がない場合は、Advancedページのデ
フォルトの設定をすべて使用します。次に、[タグ]ページに移動します。
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7. 必要に応じてVMのタグを追加します。次に、[レビュー+作成]ページに移動します。
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ページの入力を示しています。"]

8. 導入ワークフローでは構成の検証が実行され、検証にパスした場合は、* Create *をクリックしてVMを作
成します。
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4. Oracle用にANFデータベースボリュームをプロビジョニングします

Oracleバイナリボリューム、データボリューム、ログボリューム用のANF容量プール用に3つのNFSボリュー
ムを作成する必要があります。

1. AzureコンソールのAzureサービスのリストで、Azure NetApp Files をクリックしてボリューム作成ワーク
フローを開きます。複数のANFストレージアカウントがある場合は、ボリュームのプロビジョニング元と
なるアカウントをクリックします。
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2. ネットアップストレージアカウントで、「* Volumes 」をクリックし、「 Add volume *」をクリックして
新しいOracleボリュームを作成します。
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3. ベストプラクティスとして、VMのホスト名をプレフィックスとして持つOracleボリュームを特定し、そ
のあとにOracleバイナリの場合はu01、Oracleデータの場合はu02、Oracleログの場合はu03などのホスト
上のマウントポイントを指定することを推奨します。ボリュームにはVMと同じVNetを選択します。[次へ
：プロトコル>*]をクリックします。

4. NFSプロトコルを選択し、許可されたクライアントにOracleホストのIPアドレスを追加して、すべてのIP
アドレスを許可するデフォルトポリシー0.0.0.0/0を削除します。[次へ：タグ>*]をクリックします。
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5. 必要に応じてボリュームタグを追加次に、[* Review + Create]>[*]をクリックします。
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6. 検証に合格したら、* Create *をクリックしてボリュームを作成します。
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Azure VMにANFを使用してOracleをインストールし、設定する

ネットアップのソリューションチームが開発したAnsibleベースの自動化ツールキットは、OracleをAzureにス
ムーズに導入するのに役立ちます。OracleをAzure VMに導入するには、次の手順を実行します。

Ansibleコントローラをセットアップします

Ansibleコントローラが設定されていない場合は、を参照してください "NetApp 解決策の自動化"に、Ansible
コントローラのセットアップ方法の詳細が記載されています。

Oracle Deployment Automationツールキットを入手する

Ansibleコントローラへのログインに使用するユーザIDの下のホームディレクトリに、Oracle導入ツールキッ
トのコピーをクローニングします。

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git

ツールキットを構成に応じて実行します

を参照してください "CLI による Oracle 19C データベースの導入" をクリックして、CLIでプレイブックを実
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行します。ONTAP ではなくAzureコンソールからデータベースボリュームを作成する場合、グローバル
VARファイル内の変数設定の部分は無視できます。

このツールキットには、RU 19.8でOracle 19Cがデフォルトで導入されています。他のパッチ
レベルにも簡単に適応でき、デフォルトの設定を若干変更することもできます。また、デフォ
ルトのシードデータベースアクティブログファイルもデータボリュームに導入されます。ログ
ボリュームにアクティブなログファイルが必要な場合は、最初の導入後にログファイルを再配
置します。必要に応じて、ネットアップの解決策 チームにご連絡ください。

Oracle向けのアプリケーション整合性スナップショット用のAzAcSnapバックアップツールをセットアップし
ます

Azure Application-consistent Snapshotツール（AzAcSnap）は、ストレージスナップショットを作成する前
に、アプリケーションと整合性のある状態にするために必要なすべてのオーケストレーションを処理すること
で、サードパーティデータベースのデータを保護できるコマンドラインツールです。これらのデータベース
は、動作状態に戻ります。このツールはデータベースサーバホストにインストールすることを推奨します。次
のインストールおよび設定手順を参照してください。

AzAcSnapツールをインストールします

1. の最新バージョンを取得します "AzArcSnapインストーラ"。

2. ダウンロードした自己インストーラをターゲットシステムにコピーします。

3. デフォルトのインストールオプションを使用して、rootユーザとして自己インストーラを実行します。必

要に応じて、を使用してファイルを実行可能にします chmod +x *.run コマンドを実行します

 ./azacsnap_installer_v5.0.run -I

Oracle接続を設定します

SnapshotツールはOracleデータベースと通信します。バックアップモードを有効または無効にするために
は、適切な権限を持つデータベースユーザが必要です。

1. AzAcSnapデータベースユーザーを設定します

次の例は、Oracleデータベースユーザのセットアップと、sqlplusを使用したOracleデータベースへの通信を示
しています。この例のコマンドでは、Oracleデータベースでユーザ（AZACSNAP）を設定し、必要に応じ
てIPアドレス、ユーザ名、およびパスワードを変更します。

1. Oracleデータベースのインストールからsqlplusを起動して、データベースにログインします。

su – oracle

sqlplus / AS SYSDBA

2. ユーザを作成します。

CREATE USER azacsnap IDENTIFIED BY password;
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3. ユーザに権限を付与します。次の例では、データベースをバックアップモードにするためのAZACSNAP
ユーザの権限を設定します。

GRANT CREATE SESSION TO azacsnap;

GRANT SYSBACKUP TO azacsnap;

4. デフォルトのユーザパスワードの有効期限を「unlimited」に変更します。

ALTER PROFILE default LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;

5. データベースのazacsnap接続を検証します。

connect azacsnap/password

quit;

2. Oracleウォレットを使用したDBアクセス用に、linuxユーザazacsnapを設定します

AzAcSnapのデフォルトインストールでは、azacsnap OSユーザが作成されます。Bashシェル環境で
は、Oracleウォレットに格納されたパスワードを使用してOracleデータベースにアクセスするように設定する
必要があります。

1. rootユーザとして、を実行します cat /etc/oratab ホスト上のORACLE_HOME変数とORACLE_SID変
数を識別するコマンドです。

cat /etc/oratab

2. azacsnapのユーザbashプロファイルにORACLE_HOME、ORACLE_SID、TNS_Admin、およびパス変数
を追加します。必要に応じて変数を変更します。

echo "export ORACLE_SID=ORATEST" >> /home/azacsnap/.bash_profile

echo "export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19800/ORATST" >>

/home/azacsnap/.bash_profile

echo "export TNS_ADMIN=/home/azacsnap" >> /home/azacsnap/.bash_profile

echo "export PATH=\$PATH:\$ORACLE_HOME/bin" >>

/home/azacsnap/.bash_profile

3. Linuxユーザazacsnapとして、ウォレットを作成します。ウォレットパスワードの入力を求められます。

sudo su - azacsnap

mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -create
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4. Oracle Walletに接続文字列クレデンシャルを追加します。次のコマンド例では、AZACSNAPはAzAcSnap
で使用されるConnectString、azacsnapはOracleデータベースユーザー、AzPasswd1はOracleユーザーの
データベースパスワードです。ウォレットパスワードの入力を求められます。

mkstore -wrl $TNS_ADMIN/.oracle_wallet/ -createCredential AZACSNAP

azacsnap AzPasswd1

5. を作成します tnsnames-ora ファイル。次のコマンド例では、hostをOracleデータベースのIPアドレス
に設定し、Server SIDをOracleデータベースSIDに設定します。

echo "# Connection string

AZACSNAP=\"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.30.137.142)(POR

T=1521))(CONNECT_DATA=(SID=ORATST)))\"

" > $TNS_ADMIN/tnsnames.ora

6. を作成します sqlnet.ora ファイル。

echo "SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE

WALLET_LOCATION=(

    SOURCE=(METHOD=FILE)

    (METHOD_DATA=(DIRECTORY=\$TNS_ADMIN/.oracle_wallet))

) " > $TNS_ADMIN/sqlnet.ora

7. ウォレットを使用してOracleアクセスをテストします。

sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP

想定されるコマンドの出力は次のとおりです。

[azacsnap@acao-ora01 ~]$ sqlplus /@AZACSNAP as SYSBACKUP

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Sep 8 18:02:07 2022

Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production

Version 19.8.0.0.0

SQL>

141



ANF接続を設定する

このセクションでは、（VMとの）Azure NetApp Files との通信を有効にする方法について説明します。

1. Azure Cloud Shellセッションで、サービスプリンシパルに関連付けるサブスクリプションにデフォルトで
ログインしていることを確認します。

az account show

2. サブスクリプションが正しくない場合は、次のコマンドを使用します。

az account set -s <subscription name or id>

3. Azure CLIを使用して、次の例のようにサービスプリンシパルを作成します。

az ad sp create-for-rbac --name "AzAcSnap" --role Contributor --scopes

/subscriptions/{subscription-id} --sdk-auth

想定される出力：

{

  "clientId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "clientSecret": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "subscriptionId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "tenantId": "00aa000a-aaaa-0000-00a0-00aa000aaa0a",

  "activeDirectoryEndpointUrl": "https://login.microsoftonline.com",

  "resourceManagerEndpointUrl": "https://management.azure.com/",

  "activeDirectoryGraphResourceId": "https://graph.windows.net/",

  "sqlManagementEndpointUrl":

"https://management.core.windows.net:8443/",

  "galleryEndpointUrl": "https://gallery.azure.com/",

  "managementEndpointUrl": "https://management.core.windows.net/"

}

4. 出力コンテンツをというファイルにカットアンドペーストします oracle.json Linuxユーザazacsnapの
ユーザbinディレクトリに格納され、適切なシステム権限でファイルを保護します。

JSONファイルの形式が、特に二重引用符（"）で囲まれたURLで、前述のとおりになっている
ことを確認してください。

AzAcSnapツールのセットアップを完了します

スナップショットツールを設定およびテストするには、次の手順を実行します。テストに成功したら、最初の
データベースと整合性のあるストレージSnapshotを実行できます。
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1. Snapshotユーザアカウントに移動します。

su - azacsnap

2. コマンドの場所を変更します。

cd /home/azacsnap/bin/

3. ストレージバックアップの詳細ファイルを設定これにより、が作成されます azacsnap.json 構成ファイ
ル

azacsnap -c configure –-configuration new

Oracleボリュームが3つある場合の想定出力は次のとおりです。

[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c configure --configuration new

Building new config file

Add comment to config file (blank entry to exit adding comments): Oracle

snapshot bkup

Add comment to config file (blank entry to exit adding comments):

Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no

database): oracle

=== Add Oracle Database details ===

Oracle Database SID (e.g. CDB1): ORATST

Database Server's Address (hostname or IP address): 172.30.137.142

Oracle connect string (e.g. /@AZACSNAP): /@AZACSNAP

=== Azure NetApp Files Storage details ===

Are you using Azure NetApp Files for the database? (y/n) [n]: y

--- DATA Volumes have the Application put into a consistent state before

they are snapshot ---

Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: y

Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.

/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA

ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-

917c-4497-b56a-

b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc

counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u01

Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID

(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json

Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database
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configuration? (y/n) [n]: y

Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.

/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA

ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-

917c-4497-b56a-

b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc

counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u02

Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID

(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json

Add Azure NetApp Files resource to DATA Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: n

--- OTHER Volumes are snapshot immediately without preparing any

application for snapshot ---

Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: y

Full Azure NetApp Files Storage Volume Resource ID (e.g.

/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.NetApp/netAppA

ccounts/.../capacityPools/Premium/volumes/...): /subscriptions/0efa2dfb-

917c-4497-b56a-

b3f4eadb8111/resourceGroups/ANFAVSRG/providers/Microsoft.NetApp/netAppAc

counts/ANFAVSAcct/capacityPools/CapPool/volumes/acao-ora01-u03

Service Principal Authentication filename or Azure Key Vault Resource ID

(e.g. auth-file.json or https://...): oracle.json

Add Azure NetApp Files resource to OTHER Volume section of Database

configuration? (y/n) [n]: n

=== Azure Managed Disk details ===

Are you using Azure Managed Disks for the database? (y/n) [n]: n

=== Azure Large Instance (Bare Metal) Storage details ===

Are you using Azure Large Instance (Bare Metal) for the database? (y/n)

[n]: n

Enter the database type to add, 'hana', 'oracle', or 'exit' (for no

database): exit

Editing configuration complete, writing output to 'azacsnap.json'.

4. azacsnap Linuxユーザとして、Oracleバックアップに対してazacsnap testコマンドを実行します。

cd ~/bin

azacsnap -c test --test oracle --configfile azacsnap.json

想定される出力：
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[azacsnap@acao-ora01 bin]$ azacsnap -c test --test oracle --configfile

azacsnap.json

BEGIN : Test process started for 'oracle'

BEGIN : Oracle DB tests

PASSED: Successful connectivity to Oracle DB version 1908000000

END   : Test process complete for 'oracle'

[azacsnap@acao-ora01 bin]$

5. 最初のSnapshotバックアップを実行します。

azacsnap -c backup –-volume data --prefix ora_test --retention=1

"次：データベース保護："

AzureクラウドでOracleデータベースを保護

"前の手順：導入手順"

作成者：Allen Cao（ネットアップソリューションエンジニアリング

AzAcSnapツールを使用して、Oracleデータベースをスナップショットとともにバックアップします

Azure Application-consistent Snapshotツール（AzAcSnap）は、サードパーティデータベースのデータ保護を
可能にするコマンドラインツールです。このツールでは、ストレージスナップショットを取得する前に、それ
らをアプリケーションと整合性のある状態にするために必要なすべてのオーケストレーションを処理し、デー
タベースを運用状態に戻します。

Oracleの場合は、データベースをバックアップモードにしてSnapshotを作成し、データベースをバックアッ
プモードから解除します。

バックアップデータとログボリューム

データベース・サーバ・ホストでは、snapshotコマンドを実行する単純なシェル・スクリプトを使用して、バ
ックアップを設定できます。スクリプトは’crontabから実行するようにスケジュールできます

一般に、バックアップの頻度はRTOとRPOに左右されます。Snapshotを頻繁に作成すると、より多くのスト
レージスペースが消費されバックアップの頻度とスペース消費のどちらを重視するかで差はありません。

通常、データボリュームはログボリュームよりも多くのストレージスペースを消費します。したがって、数時
間ごとにデータボリュームにSnapshotを作成し、ログボリュームには15~30分ごとにSnapshotを作成するこ
とができます。

バックアップスクリプトおよびスケジュールの例を次に示します。

データボリュームSnapshotの場合：
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 # /bin/sh

cd /home/azacsnap/bin

. ~/.bash_profile

azacsnap -c backup --volume data --prefix acao-ora01-data --retention 36

azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250

ログボリュームSnapshotの場合：

 # /bin/sh

cd /home/azacsnap/bin

. ~/.bash_profile

azacsnap -c backup --volume other --prefix acao-ora01-log --retention 250

crontabスケジュール：

15,30,45 * * * * /home/azacsnap/snap_log.sh

0 */2 * * * /home/azacsnap/snap_data.sh

バックアップを設定する場合 azacsnap.json 構成ファイルで、バイナリボリュームを含むす

べてのデータボリュームをに追加します dataVolume すべてのログボリュームをに追加します

otherVolume。Snapshotの最大保持数は250個です。

Snapshotを検証します

Azure portal > Azure NetApp Files / volumesに移動して、Snapshotが正常に作成されているかどうかを確認し
ます。
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ローカルバックアップからのOracleのリストアとリカバリ

Snapshotバックアップには、ソースデータベースボリュームと共存できるという大きなメリットがありま
す。プライマリデータベースボリュームは、ほぼ瞬時にロールバックできます。

プライマリ・サーバ上のOracleのリストアとリカバリ

次の例は、同じOracleホストのAzureダッシュボードとCLIからOracleデータベースをリストアおよびリカバリ
する方法を示しています。

1. リストアするデータベースにテストテーブルを作成します。
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[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Sep 12 19:02:35 2022

Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production

Version 19.8.0.0.0

SQL> create table testsnapshot(

     id integer,

     event varchar(100),

     dt timestamp);

Table created.

SQL> insert into testsnapshot values(1,'insert a data marker to validate

snapshot restore',sysdate);

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select * from testsnapshot;

 ID

----------

EVENT

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

--------

DT

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

---

         1

insert a data marker to validate snapshot restore

12-SEP-22 07.07.35.000000 PM

2. Snapshotバックアップのあとにテーブルを削除します。
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[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 13 14:20:22 2022

Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production

Version 19.8.0.0.0

SQL> drop table testsnapshot;

Table dropped.

SQL> select * from testsnapshot;

select * from testsnapshot

              *

ERROR at line 1:

ORA-00942: table or view does not exist

SQL> shutdown immediate;

Database closed.

Database dismounted.

ORACLE instance shut down.

SQL> exit

Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release

19.0.0.0.0 - Production

Version 19.8.0.0.0

3. Azure NetApp Files ダッシュボードで、ログボリュームを最新の使用可能なSnapshotにリストアしま
す。「ボリュームを元に戻す」を選択します。
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4. ボリュームの復元を確認し、*復帰*をクリックして、ボリュームを使用可能な最新のバックアップに復元
します。

5. データボリュームに対して同じ手順を繰り返し、リカバリするテーブルがバックアップに含まれているこ
とを確認します。
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6. ボリュームが復元されたことを再度確認し、[元に戻す]をクリックします。

7. 制御ファイルのコピーが複数ある場合は、それらの制御ファイルを再同期し、古い制御ファイルを使用可
能な最新のコピーに置き換えます。

[oracle@acao-ora01 ~]$ mv /u02/oradata/ORATST/control01.ctl

/u02/oradata/ORATST/control01.ctl.bk

[oracle@acao-ora01 ~]$ cp /u03/orareco/ORATST/control02.ctl

/u02/oradata/ORATST/control01.ctl

8. OracleサーバVMにログインしてsqlplusを使用してデータベースリカバリを実行してください。

[oracle@acao-ora01 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 13 15:10:17 2022

Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup mount;

ORACLE instance started.

Total System Global Area 6442448984 bytes

Fixed Size                  8910936 bytes

Variable Size            1090519040 bytes

Database Buffers         5335154688 bytes
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Redo Buffers                7864320 bytes

Database mounted.

SQL> recover database using backup controlfile until cancel;

ORA-00279: change 3188523 generated at 09/13/2022 10:00:09 needed for

thread 1

ORA-00289: suggestion :

/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_43__22rnjq9q_.arc

ORA-00280: change 3188523 for thread 1 is in sequence #43

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3188862 generated at 09/13/2022 10:01:20 needed for

thread 1

ORA-00289: suggestion :

/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_44__29f2lgb5_.arc

ORA-00280: change 3188862 for thread 1 is in sequence #44

ORA-00278: log file

'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_43__22rnjq9q_.arc' no

longer

needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3193117 generated at 09/13/2022 12:00:08 needed for

thread 1

ORA-00289: suggestion :

/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_45__29h6qqyw_.arc

ORA-00280: change 3193117 for thread 1 is in sequence #45

ORA-00278: log file

'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_44__29f2lgb5_.arc' no

longer

needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-00279: change 3193440 generated at 09/13/2022 12:01:20 needed for

thread 1

ORA-00289: suggestion :

/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_46_%u_.arc

ORA-00280: change 3193440 for thread 1 is in sequence #46

ORA-00278: log file

'/u03/orareco/ORATST/archivelog/2022_09_13/o1_mf_1_45__29h6qqyw_.arc' no

longer

needed for this recovery

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
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cancel

Media recovery cancelled.

SQL> alter database open resetlogs;

Database altered.

SQL> select * from testsnapshot;

  ID

----------

EVENT

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

--------

DT

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

---

         1

insert a data marker to validate snapshot restore

12-SEP-22 07.07.35.000000 PM

SQL> select systimestamp from dual;

 SYSTIMESTAMP

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

---

13-SEP-22 03.28.52.646977 PM +00:00

この画面は、削除されたテーブルがローカルスナップショットバックアップを使用してリカバリされたことを
示しています。

"次：データベースの移行："

オンプレミスからAzureクラウドへのデータベース移行

"Previous：データベース保護。"

Oracleは、シングルインスタンスデータベースのフェーズアウトを決定した結果、多く
の組織で、シングルインスタンスのOracleデータベースをマルチテナントコンテナデー
タベースに変換しています。これにより、PDBと呼ばれるコンテナデータベースの一部
を、最大の可用性オプションでクラウドに簡単に再配置できるため、移行中のダウンタ
イムを最小限に抑えることができます。

ただし、Oracleデータベースのインスタンスが1つしかない場合は、PDBの再配置を試行する前に、まずマル
チテナントコンテナデータベースに変換できます。

以降のセクションでは、どちらのシナリオでも、オンプレミスのOracleデータベースをAzureクラウドに移行
する方法について詳しく説明します。

153



マルチテナントCDBで単一インスタンスの非CDBをPDBに変換します

シングルインスタンスのOracleデータベースが残っている場合、そのデータベースをクラウドに移行するかど
うかにかかわらず、マルチテナントコンテナデータベースに変換する必要があります。これは、Oracleがシン
グルインスタンスデータベースのサポートをしばらくの間停止するためです。

次の手順では、1つのインスタンスデータベースをプラグイン可能なデータベースまたはPDBとしてコンテナ
データベースに接続します。

1. シングルインスタンスデータベースと同じホスト上に別のホスト内にシェルコンテナデータベースを構築

します ORACLE_HOME。

2. シングルインスタンスデータベースをシャットダウンし、読み取り専用モードで再起動します。

3. を実行します DBMS_PDB.DESCRIBE 手順 を使用してデータベースメタデータを生成します。

BEGIN

  DBMS_PDB.DESCRIBE(

    pdb_descr_file => '/home/oracle/ncdb.xml');

END;

/

4. シングルインスタンスデータベースをシャットダウンします。

5. コンテナデータベースを起動します。

6. を実行します DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY 非CDBがCDBと互換性があるかどうかを判断
する関数です。

SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE

  compatible CONSTANT VARCHAR2(3) :=

    CASE DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY(

           pdb_descr_file => '/disk1/oracle/ncdb.xml',

           pdb_name       => 'NCDB')

    WHEN TRUE THEN 'YES'

    ELSE 'NO'

END;

BEGIN

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(compatible);

END;

/

出力がYESの場合は、CDB以外の互換性があるため、次の手順に進むことができます。

出力がnoの場合は、CDB以外の互換性がないため、を確認できます PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS 互換性
がない理由については、を参照してください。続行する前にすべての違反を修正する必要があります。た
とえば、バージョンまたはパッチの不一致は、アップグレードユーティリティまたはopatchユーティリテ
ィを実行して解決する必要があります。違反を修正したら、を実行します
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DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY この場合も、CDB以外のファイルがCDBと互換性があるこ
とを確認してください。

7. 単一インスタンスの非CDBを接続します。

CREATE PLUGGABLE DATABASE ncdb USING '/home/oracle/ncdb.xml'

  COPY

  FILE_NAME_CONVERT = ('/disk1/oracle/dbs/', '/disk2/oracle/ncdb/')

;

ホストに十分なスペースがない場合は、を実行します NOCOPY オプションを使用してPDB
を作成できます。この場合、元のデータファイルがPDBに使用されているため、PDBとし
てプラグインしたあとは、単一インスタンスの非CDBは使用できません。変換前にバック
アップを作成し、何か問題が発生したときに元に戻す必要があるものがあることを確認し
てください。

8. ソースのシングルインスタンス非CDBとターゲットCDBとの間のバージョンが異なる場合は、変換後
にPDBアップグレードを開始してください。バージョンが同じ場合は、この手順をスキップできます。

sqlplus / as sysdba;

alter session set container=ncdb

alter pluggable database open upgrade;

exit;

dbupgrade -c ncdb -l /home/oracle

のアップグレードログファイルを確認します /home/oracle ディレクトリ。

9. プラグイン可能なデータベースを開き、PDBプラグイン違反がないかどうかを確認し、無効なオブジェク
トを再コンパイルします。

alter pluggable database ncdb open;

alter session set container=ncdb;

select message from pdb_plug_in_violations where type like '%ERR%' and

status <> 'RESOLVED';

$ORACLE_HOME/perl/bin/perl $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcon.pl -n 1 -c

'ncdb' -e -b utlrp -d $ORACLE_HOME/rdbms/admin utlrp.sql

10. 実行 noncdb_to_pdb.sql データディクショナリを更新します。

sqlplus / as sysdba

alter session set container=ncdb;

@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/noncdb_to_pdb.sql;
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コンテナDBをシャットダウンして再起動します。ncdbは制限モードから除外されます。

PDBの再配置で、オンプレミスのOracleデータベースをAzureに移行

最大可用性オプションを指定したOracle PDB再配置は、PDBホットクローンテクノロジを使用して、PDBを
ターゲットにコピーする際にソースPDBの可用性を確保します。スイッチオーバー時には、セッションと接続
は自動的にターゲットPDBにリダイレクトされます。したがって、移動するPDBのサイズに関係なく、ダウ
ンタイムを最小限に抑えることができます。ネットアップは、移行手順 を自動化するAnsibleベースのツール
キットを提供しています。

1. Azure VM上のAzureパブリッククラウドに、バージョンとパッチレベルが同じCDBを作成します。

2. Ansibleコントローラから、自動化ツールキットのコピーをクローニングします。

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git

3. READMEファイルの手順を読みます。

4. ソースとターゲットの両方のOracleサーバ、および名前解決用のDBサーバホストの構成ファイルに対し
てAnsibleホスト変数ファイルを設定します。

5. AnsibleコントローラにAnsibleコントローラの前提条件をインストールする。

ansible-playbook -i hosts requirements.yml

ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml

--force

6. オンプレミスサーバに対して移行前のタスクを実行

ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t

ora_pdb_relo_onprem

adminユーザは、sudo権限があるオンプレミスのOracleサーバホストの管理ユーザで
す。adminユーザはパスワードで認証されます。

7. オンプレミスからターゲットのAzure OracleホストへのOracle PDBの再配置を実行します。

ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u azureuser --private

-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary

Ansibleコントローラは、オンプレミスとAzureクラウドのどちらにも配置できます。コント
ローラは、オンプレミスのOracleサーバホストおよびAzure Oracle VMホストに接続する必
要があります。オンプレミスのOracleサーバホストとAzure Oracle VMホストの間
で、Oracleデータベースポート（1521など）が開いている。
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その他のOracleデータベース移行オプション

その他の移行オプションについては、Microsoftのドキュメントを参照してください。 "Oracleデータベースの
移行を決定するプロセス"。

NVA-1155：『FlexPod Datacenter with Cisco UCS and
NetApp AFF A800 over FC-Design and Deployment Guide』
で、Oracle 19C RACデータベースを検証します

ネットアップAllen Cao

この設計および導入ガイドでは、FlexPod Datacenter with Cisco UCS and NetApp AFF A800 over FCを使用
したOracle 19C RACデータベースについて説明します。解決策 また、Oracle Linux 8.2を使用した最新
のFlexPod データセンターインフラストラクチャでOracle RACデータベースをホストするためのステップバ
イステップの導入プロセスについても説明しますオペレーティングシステムとRed Hat互換カーネル。

"NVA-1155：FlexPod DatacenterにOracle 19C RACデータベースを格納し、FC経由でCisco UCSおよ
びNetApp AFF A800を使用する"

TR-4250：『SAP with Oracle on UNIX and NFS with NetApp
Clustered Data ONTAP and SnapManager for SAP 3.4』

ネットアップ Nils Bauer

TR-4250は、Oracleデータベースを使用してSAP Business Suite製品をサポートするストレージソリューショ
ンを設計する際の課題に対応しています。ストレージインフラの設計、導入、運用、管理を中心に、最新世代
の SAP ソリューションの利用に際して経営陣や IT 部門責任者が一般に直面する課題について、その対処方法
を示します。本書で紹介する推奨事項は、特定の SAP アプリケーションに限定したものではなく、規模や範
囲に関係なくさまざまな SAP 環境に応用できます。TR-4250は、ネットアップ製品およびSAP製品のテクノ
ロジと運用に関する基本的な知識があることを前提としています。TR-4250は、ネットアップ、SAP、
Oracle、およびお客様の技術スタッフの協力のもとに開発されました。

"TR-4250：『SAP with Oracle on UNIX and NFS with NetApp Clustered Data ONTAP and SnapManager for
SAP 3.4』"

Oracle データベースを導入しています

TR-3633：『ONTAP 上のOracleデータベース』

ネットアップ、Jeffrey Steiner

を参照してください "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" TR-3633で説明されている環境、構成、およびバ
ージョンが環境に対応しているかどうかを確認するには

"TR-3633：『ONTAP 上のOracleデータベース』"
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解決策の概要

Oracle19c for ONTAP の NFS への自動導入

組織は環境を自動化して、効率を高め、導入を高速化し、手動作業を削減しています。Ansible などの構成管
理ツールを使用して、エンタープライズデータベースの運用を合理化しています。この解決策では、 Ansible
を使用して、 Oracle 19C のプロビジョニングと設定を NetApp ONTAP で自動化する方法を紹介します。ス
トレージ管理者、システム管理者、 DBA は、新しいストレージの一貫した迅速な導入、データベースサーバ
の構成、 Oracle 19C ソフトウェアのインストールを可能にすることで、次のようなメリットを得ることがで
きます。

• 設計の複雑さと人為的ミスを排除し、繰り返し実行可能な一貫した導入とベストプラクティスを実装する

• ストレージのプロビジョニング、 DB ホストの構成、 Oracle のインストールにかかる時間を短縮

• データベース管理者、システム管理者、ストレージ管理者の生産性を向上

• ストレージとデータベースを簡単に拡張できます

ネットアップは、検証済みの Ansible モジュールとロールをお客様に提供し、 Oracle データベース環境の導
入、構成、ライフサイクル管理を迅速化します。この解決策では、以下の作業に役立つ Ansible の Playbook
コードを提供しています。

• Oracle データベース用の ONTAP NFS ストレージを作成して設定します

• Oracle 19C を Red Hat Enterprise Linux 7/8 または Oracle にインストールします Linux 7/8.

• ONTAP NFS ストレージ上に Oracle 19C を設定します

詳細または概要については、以下の概要ビデオをご覧ください。

AWX / タワー型の導入

• パート 1 ：はじめに、要件、自動化の詳細、 AWX/Tower の初期構成

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 (video)

• パート 2 ：変数とプレイブックの実行

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 (video)

CLI の導入

• パート 1 ：はじめに、要件、自動化の詳細、 Ansible Control Host Setup を確認する

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 (video)

• パート 2 ：変数とプレイブックの実行

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 (video)

はじめに

この解決策は、 AWX/Tower 環境または Ansible コントロールホストの CLI で実行され
るように設計されています。
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AWX ／タワー

AWX / タワー環境の場合は、 ONTAP クラスタ管理と Oracle サーバ（ IP およびホスト名）のインベントリの
作成、クレデンシャルの作成、 NetApp Automation Github から Ansible コードを取得するプロジェクトの設
定、および自動化を開始するジョブテンプレートの設定を案内されます。

1. 環境に固有の変数を入力し、ジョブテンプレートのその他の VAR フィールドにコピーして貼り付けま
す。

2. ジョブテンプレートに変数を追加したら、自動化を起動できます。

3. ジョブテンプレートは、 ontap/config 、 linux_config 、および ORACLE_config のタグを指定すること
で、 3 つのフェーズで実行されます。

Ansible コントロールホストを介して CLI に接続します

1. Ansible 制御ホストとして使用できるように Linux ホストを設定するには、"詳細な手順については、ここ
をクリックしてください"

2. Ansible 制御ホストが設定されたら、 Ansible Automation リポジトリのクローンを Git で作成できます。

3. ONTAP クラスタ管理 IP および Oracle サーバの管理 IP の IP またはホスト名を使用して hosts ファイル
を編集してください。

4. 環境に固有の変数を入力し ' 変数 .yml ファイルにコピーして貼り付けます

5. 各 Oracle ホストには、ホスト固有の変数を含むホスト名で識別される変数ファイルがあります。

6. すべての変数ファイルが完了したら 'ONTAP_config' 'linux_config' および 'ORACLE_config' のタグを指定
することで ' 3 つのフェーズでプレイブックを実行できます

要件

環境 要件

* Ansible 環境 * AWX/Tower または Linux ホストを Ansible コントロールホストにします

Ansible v.2.10 以上

Python 3.

Python ライブラリ - NetApp-lib-xmltodict-jmespath

* ONTAP * ONTAP バージョン 9.3-9.7

データアグリゲート × 2

NFS VLAN および ifgrp が作成されました

* Oracle サーバ * RHEL 7/8

Oracle Linux 7/8

NFS 、パブリック、オプションの管理用のネットワークインターフェイス

Oracle サーバ上の Oracle インストールファイル

自動化の詳細

この自動導入は、 3 つのロールで構成される Ansible プレイブックを使用して設計されています。ロールは
ONTAP 、 Linux 、 Oracle の各構成に対応しています。次の表に、自動化されるタスクを示します。
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ロール タスク

* ONTAP_CONFIG * ONTAP 環境の事前チェック

Oracle 用の NFS ベースの SVM の作成

エクスポートポリシーが作成されました

Oracle 用のボリュームの作成

NFS LIF の作成

linux_config マウントポイントを作成し、 NFS ボリュームをマウント

NFS マウントを確認

OS 固有の設定

Oracle ディレクトリを作成します

hugepages を設定します

SELinux とファイアウォールデーモンを無効にする

サービスを有効にして開始します

ファイル記述子のハードリミットを増やします

pam.d セッションファイルを作成します

* ORACLE_CONFIG * Oracle ソフトウェアのインストール

Oracle リスナーを作成します

Oracle データベースを作成します

Oracle 環境構成

PDB 状態を保存します

インスタンスアーカイブモードを有効にします

DNFS クライアントを有効にしてください

OS のリブート間のデータベースの自動起動とシャットダウンを有効にし
ます

デフォルトパラメータ

自動化を簡易化するために、必要な Oracle 導入パラメータが多数デフォルト値であらかじめ設定されていま
す。通常、ほとんどの環境でデフォルトパラメータを変更する必要はありません。上級ユーザーは ' デフォル
ト・パラメータを変更する際に注意してくださいデフォルトのパラメータは、各ロールフォルダの defaults デ
ィレクトリにあります。

導入手順

開始する前に ' 次の Oracle インストール・ファイルとパッチ・ファイルをダウンロードし '/tmp/archive' ディ
レクトリに配置しますこのディレクトリには ' 展開する各 DB サーバ上のすべてのユーザに対する読み取り '
書き込み ' および実行のアクセス権が含まれます自動化タスクは、その特定のディレクトリにある指定された
インストールファイルを検索して、 Oracle のインストールと構成を行います。
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LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer

p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch

p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23

使用許諾

Github リポジトリに記載されているライセンス情報をお読みください。このリポジトリ内のコンテンツにア
クセス、ダウンロード、インストール、または使用することにより、ライセンスの条項に同意したものとみな
されます "こちらをご覧ください"。

このリポジトリ内のコンテンツの作成および / または派生著作物の共有に関しては、一定の制限事項がありま
す。の条件を必ずお読みください "使用許諾" コンテンツを使用する前に。すべての条件に同意しない場合
は、このリポジトリのコンテンツにアクセスしたり、コンテンツをダウンロードしたり、使用したりしないで
ください。

準備ができたら、をクリックします "AWX/Tower の導入手順の詳細については、こちらを参照してください"
または "CLI の導入については、こちらをご覧ください"。

ステップバイステップの導入手順

AWX/Tower の導入 Oracle 19C データベース

1. 環境のインベントリ、グループ、ホスト、およびクレデンシャルを作成します

このセクションでは、ネットアップの自動化ソリューションを使用する環境を準備するための AWX/Ansible
タワーでのインベントリ、グループ、ホスト、アクセスクレデンシャルのセットアップについて説明します。

1. インベントリを設定します。

a. リソース→インベントリ→追加と進み、インベントリの追加をクリックします。

b. 名前と組織の詳細を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。

c. インベントリページで、作成されたインベントリをクリックします。

d. インベントリ変数がある場合は、その変数を変数フィールドに貼り付けます。

e. [ グループ ] サブメニューに移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

f. ONTAP のグループの名前を入力し、グループ変数（ある場合）を貼り付けて、 [ 保存 ] をクリックし
ます。

g. Oracle の別のグループに対してこの手順を繰り返します。

h. 作成した ONTAP グループを選択し、 Hosts サブメニューに移動して、 Add New Host をクリックし
ます。

i. ONTAP クラスタ管理 IP の IP アドレスを入力し、ホスト変数（存在する場合）を貼り付けて、 [ 保存
] をクリックします。

j. このプロセスは、 Oracle グループおよび Oracle ホストの管理 IP / ホスト名に対して繰り返す必要が
あります。

2. クレデンシャルタイプを作成する。ONTAP を使用するソリューションでは、ユーザ名とパスワードのエ
ントリを照合するようにクレデンシャルタイプを設定する必要があります。
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a. [ 管理 ] → [ 資格情報の種類 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. 名前と概要を指定します。

c. 入力構成に次の内容を貼り付けます。

fields:

  - id: username

    type: string

    label: Username

  - id: password

    type: string

    label: Password

    secret: true

  - id: vsadmin_password

    type: string

    label: vsadmin_password

    secret: true

d. 次の内容をインジェクター設定に貼り付けます。

extra_vars:

  password: '{{ password }}'

  username: '{{ username }}'

  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'

3. クレデンシャルを設定します。

a. [ リソース ] → [ 資格情報 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. ONTAP の名前と組織の詳細を入力します。

c. ONTAP 用に作成したカスタム資格情報タイプを選択します。

d. [ タイプの詳細 ] で、ユーザー名、パスワード、および vsadmin-readonly を入力します。

e. [ 資格情報に戻る ] をクリックし、 [ 追加 ] をクリックします

f. Oracle の名前と組織の詳細を入力します。

g. マシンクレデンシャルタイプを選択します。

h. Type Details （タイプの詳細）に、 Oracle ホストのユーザー名とパスワードを入力します。

i. 適切な特権昇格方式を選択し、ユーザ名とパスワードを入力します。

2. プロジェクトを作成します

1. [ リソース ] → [ プロジェクト ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

a. 名前と組織の詳細を入力します

b. Source Control Credential Type フィールドで Git を選択します。
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c. 入力するコマンド <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> をソース管理
URL として指定します。

d. [ 保存 ] をクリックします .

e. ソースコードが変更されたときに、プロジェクトの同期が必要になることがあります。

3. Oracle host_vars を設定します

このセクションで定義した変数は、個々の Oracle サーバとデータベースに適用されます。

1. 次の組み込み Oracle ホスト変数または host_vars フォームに、環境固有のパラメータを入力します。

青の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。

ホスト VAR 構成

1. 青のフィールドにすべての変数を入力します。

2. 変数の入力が完了したら、フォームの [ コピー ] ボタンをクリックして、 AWX またはタワーに転送され
るすべての変数をコピーします。

3. AWX またはタワーに戻って、 Resources （リソース）→ Hosts （ホスト）に移動し、 Oracle サーバ設
定ページを選択して開きます。

4. [ 詳細 ] タブで、編集をクリックし、コピーした変数を手順 1 から YAML タブの [ 変数 ] フィールドに貼り
付けます。

5. [ 保存 ] をクリックします .

6. システム内の他の Oracle サーバについても、この手順を繰り返します。

4. グローバル変数を設定します

このセクションで定義する変数は、すべての Oracle ホスト、データベース、および ONTAP クラスタに適用
されます。

1. 次の組み込みグローバル変数または変数フォームに環境固有のパラメータを入力します。

青の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。

VAR

1. すべての変数を青のフィールドに入力します。

2. 変数の入力が完了したら、フォームの [ コピー ] ボタンをクリックして、 AWX またはタワーに転送され
るすべての変数を次のジョブテンプレートにコピーします。

5. ジョブテンプレートを設定して起動します。

1. ジョブテンプレートを作成します。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] → [ 追加 ] に移動し、 [ ジョブテンプレートの追加 ] をクリックしま
す。
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b. 名前と概要を入力します

c. ジョブタイプを選択します。 Run は、プレイブックに基づいてシステムを設定します。 Check は、
実際にシステムを設定することなく、プレイブックの事前チェックを実行します。

d. 対応するインベントリ、プロジェクト、プレイブック、およびクレデンシャルを選択します。

e. 実行するデフォルトのプレイブックとして、 all_cplaybook.yml を選択します。

f. 手順 4 からコピーしたグローバル変数を YAML タブの Template Variables フィールドに貼り付けま
す。

g. [ ジョブタグ ] フィールドの [ 起動時にプロンプトを表示する ] チェックボックスをオンにします。

h. [ 保存 ] をクリックします .

2. ジョブテンプレートを起動します。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

b. 目的のテンプレートをクリックし、 [ 起動 ] をクリックします。

c. ジョブタグの起動時にプロンプトが表示されたら、 requires_config と入力します。requires_config の
下にある Create Job Tag 行をクリックして、ジョブタグを入力する必要がある場合があります。

requireation_config により、他のロールを実行するための正しいライブラリが確保され
ます。

d. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。

e. ジョブの出力と進行状況を監視するには、表示→ジョブをクリックします。

f. ジョブタグの起動を求めるプロンプトが表示されたら、「 ONTAP_config 」と入力します。ジョブタ
グを入力するには、 ONTAP_config の下にある「ジョブタグの作成」行をクリックする必要がありま
す。

g. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。

h. ジョブ出力およびを監視するには、表示→ジョブをクリックします 進捗状況

i. ONTAP_CONFIG ロールの完了後、 linux_config のプロセスを再度実行します。

j. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

k. 目的のテンプレートを選択し、 [ 起動 ] をクリックします。

l. linux_config でジョブタグタイプの起動時にプロンプトが表示されたら、 linux_config のすぐ下にあ
る「ジョブタグの作成」行を選択して、ジョブタグを入力する必要があります。

m. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。

n. ジョブの出力と進行状況を監視するには、表示→ジョブを選択します。

o. linux_config ロールが完了したら、 ORACLE_config のプロセスを再度実行します。

p. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

q. 目的のテンプレートを選択し、 [ 起動 ] をクリックします。

r. ジョブタグの起動時にプロンプトが表示されたら、 ORACLE_config と入力します。ORACLE_config
の直下にある「ジョブタグの作成」行を選択して、ジョブタグを入力する必要がある場合がありま
す。

s. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。
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t. ジョブの出力と進行状況を監視するには、表示→ジョブを選択します。

6. 同じ Oracle ホストに追加のデータベースを配置します

このプレイブックの Oracle 部分では、 1 回の実行につき Oracle サーバ上に Oracle コンテナデータベースが
1 つ作成されます。同じサーバ上に追加のコンテナデータベースを作成するには、次の手順を実行します。

1. host_vars 変数を改訂。

a. 手順 2 - Oracle host_vars の設定に戻ります。

b. Oracle SID を別の名前文字列に変更します。

c. リスナーポートを別の番号に変更します。

d. EM Express をインストールする場合は、 EM Express ポートを別の番号に変更します。

e. 改訂されたホスト変数を Host Configuration Detail タブの Oracle Host Variables フィールドにコピー
して貼り付けます。

2. ORACLE_config タグのみを使用して、導入ジョブテンプレートを起動します。

Oracle のインストールを検証します

ps -ef | grep ora

インストールが正常に完了した場合は、 Oracle プロセスが一覧表示されます Oracle DB のサ
ポートを開始しました

sqlplus / as sysdba

[oracle @localhost ~] $sqlplus / AS sysdba

SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 12 ： 52 ： 51 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL>

select name, log_mode from v$database;

SQL> 名前の選択、 log_mode は V$ データベースから、名前 log_mode は ---- - - - - - - - - - - CDB2
ARCHIVELOG

show pdbs;
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SQL> PDB を表示

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

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

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO

         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO

         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO

col svrname form a30

col dirname form a30

select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;

SQL> col svrname フォーム A30 SQL> col dirname フォーム A30 SQL> select svrname 、 dirname 、
nfsversion from v$dnfs_servers ；

SVRNAME NFSVERVERSION-------------------------------- -------------- - - - - - - - - - - - - -
172.21.126.200/rhelora03_u02 NFSv4 3.0 172.21.126.200/rhelora03_u03 NFSv4 3.0
172.21.126.200/rhelora03_u01 NFSv3.0 を NFSv4 3.00 に戻します

This confirms that dNFS is working properly.

sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

[oracle @ localhost ~] $sqlplus システム @ // localhost ： 1523 / cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 13 ： 19 ： 57 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

パスワード「 Last Successful login time ： Wed May 05 2021 17 ： 11 ： 11-04 ： 00 」を入力します

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL> show user user is "system" SQL> show con_name CON_name CDB2_PDB1

This confirms that Oracle listener is working properly.

サポートが必要な場所

ツールキットに関するサポートが必要な場合は、にご参加ください "ネットアップの解決策自動化コミュニテ
ィでは、余裕期間のチャネルがサポートさ" また、ソリューション自動化チャネルを検索して、質問や問い合
わせを投稿しましょう。
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ステップバイステップの導入手順

CLI による Oracle 19C データベースの導入

このセクションでは、 CLI を使用して Oracle19c データベースを準備および導入するために必要な手順につ
いて説明します。を確認しておきます "「はじめに」および「要件」セクション" それに応じて環境の準備を
整えます。

Oracle19c repo をダウンロードします

git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git

hosts ファイルを編集します

導入前に、次の手順を実行します。

1. hosts ファイル na_oracle19c_deploy ディレクトリを編集します。

2. ONTAP で、 IP アドレスをクラスタ管理 IP に変更します。

3. [Oracle] グループの下に、 Oracle ホスト名を追加します。DNS または hosts ファイルを使用してホスト
名を IP アドレスに解決しておくか、ホストで指定する必要があります。

4. これらの手順を完了したら、変更を保存します。

次の例は、ホストファイルを示しています。

この例では、 Playbook を実行し、 Oracle 19C を 2 台の Oracle DB サーバに同時に導入しています。1 つの
DB サーバでテストすることもできます。この場合、設定が必要なホスト変数ファイルは 1 つだけです。

このプレイブックの内容は、導入する Oracle ホストとデータベースの数に関係なく同じです。

host_vars で host_name .yml ファイルを編集します

各 Oracle ホストには、ホスト固有の変数を含むホスト名で識別されるホスト変数ファイルがあります。ホス
トには任意の名前を指定できます。Host VAR Config セクションから「 host_vars 」を編集してコピーし、目
的の「 host_name.yml 」ファイルに貼り付けます。

青の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。

ホスト VAR 構成

vars.yml ファイルを編集します

変数 .yml` ファイルは 'Oracle の導入に向けて ' 環境固有のすべての変数（ ONTAP 'Linux’Oracle ）を統合しま
す

• 変数を VAR セクションから編集してコピーし、変数を自分の「 vars.yml 」ファイルに貼り付けます。

VAR
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プレイブックを実行します

必要な環境の前提条件を完了し ' 変数を vars.yml' および 'Your_host.yml' にコピーした後 ' プレイブックを導
入する準備が整いました

<username> は、環境に合わせて変更する必要があります。

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t

ontap_config -e @vars/vars.yml

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t

linux_config -e @vars/vars.yml

ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t

oracle_config -e @vars/vars.yml

同じ Oracle ホストに追加のデータベースを導入します

このプレイブックの Oracle 部分では、 1 回の実行につき Oracle サーバ上に Oracle コンテナデータベースが
1 つ作成されます。同じサーバ上に追加のコンテナデータベースを作成するには、次の手順を実行します。

1. host_vars 変数を改訂します。

a. ステップ 3 に戻ります - 'host_vars' の下の 'host_name.yml' ファイルを編集します

b. Oracle SID を別の名前文字列に変更します。

c. リスナーポートを別の番号に変更します。

d. EM Express をインストールしている場合は、 EM Express ポートを別の番号に変更します。

e. 変更したホスト変数を 'host_vars' の下の Oracle ホスト変数ファイルにコピーして貼り付けます

2. 上記のように 'ORACLE_CONFIG' タグを使用してプレイブックを実行します インチ [プレイブックを実行
します]。

Oracle のインストールを検証します

ps -ef | grep ora

インストールが正常に完了した場合は、 Oracle プロセスが一覧表示されます Oracle DB のサ
ポートを開始しました

sqlplus / as sysdba
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[oracle @localhost ~] $sqlplus / AS sysdba

SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 12 ： 52 ： 51 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL>

select name, log_mode from v$database;

SQL> 名前の選択、 log_mode は V$ データベースから、名前 log_mode は ---- - - - - - - - - - - CDB2
ARCHIVELOG

show pdbs;

SQL> PDB を表示

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

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

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO

         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO

         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO

col svrname form a30

col dirname form a30

select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;

SQL> col svrname フォーム A30 SQL> col dirname フォーム A30 SQL> select svrname 、 dirname 、
nfsversion from v$dnfs_servers ；

SVRNAME NFSVERVERSION-------------------------------- -------------- - - - - - - - - - - - - -
172.21.126.200/rhelora03_u02 NFSv4 3.0 172.21.126.200/rhelora03_u03 NFSv4 3.0
172.21.126.200/rhelora03_u01 NFSv3.0 を NFSv4 3.00 に戻します

This confirms that dNFS is working properly.

sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

[oracle @ localhost ~] $sqlplus システム @ // localhost ： 1523 / cdb2_pdb1.cie.netapp.com
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SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 13 ： 19 ： 57 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

パスワード「 Last Successful login time ： Wed May 05 2021 17 ： 11 ： 11-04 ： 00 」を入力します

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL> show user user is "system" SQL> show con_name CON_name CDB2_PDB1

This confirms that Oracle listener is working properly.

サポートが必要な場所

ツールキットに関するサポートが必要な場合は、にご参加ください "ネットアップの解決策自動化コミュニテ
ィでは、余裕期間のチャネルがサポートさ" また、ソリューション自動化チャネルを検索して、質問や問い合
わせを投稿しましょう。

Oracle Database のデータ保護

解決策の概要

Oracle データベースのデータ保護を自動化

組織は環境を自動化して、効率を高め、導入を高速化し、手動作業を削減しています。Ansible などの構成管
理ツールを使用して、エンタープライズデータベースの運用を合理化しています。この解決策では、 Ansible
を使用して NetApp ONTAP による Oracle のデータ保護を自動化する方法を紹介します。ストレージ管理者、
システム管理者、 DBA は、オフサイトのデータセンターやパブリッククラウドへのデータレプリケーション
を一貫して迅速にセットアップできるため、次のようなメリットがあります。

• 設計の複雑さと人為的ミスを排除し、繰り返し実行可能な一貫した導入とベストプラクティスを実装する

• クラスタ間レプリケーション、 CVO のインスタンス化、 Oracle データベースのリカバリの構成にかかる
時間を短縮できます

• データベース管理者、システム管理者、ストレージ管理者の生産性を向上

• データベースリカバリワークフローを使用して、 DR シナリオを簡単にテストできます。

ネットアップは、検証済みの Ansible モジュールとロールをお客様に提供し、 Oracle データベース環境の導
入、構成、ライフサイクル管理を迅速化します。この解決策では、以下の作業に役立つ Ansible の Playbook
コードを提供しています。

オンプレミスからオンプレミスへのレプリケーション

• ソースとデスティネーションにクラスタ間 LIF を作成

• クラスタと SVM のピア関係を確立

• Oracle ボリュームの SnapMirror を作成して初期化

• AWX/Tower を使用して、 Oracle バイナリ、データベース、ログ用のレプリケーションスケジュールを作
成します
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• デスティネーションで Oracle DB のリストアを行い、データベースをオンラインにします

オンプレミスから AWS の CVO へ

• AWS コネクタを作成します

• AWS で CVO インスタンスを作成

• オンプレミスのクラスタを Cloud Manager に追加

• ソースにクラスタ間 LIF を作成

• クラスタと SVM のピア関係を確立

• Oracle ボリュームの SnapMirror を作成して初期化

• AWX/Tower を使用して、 Oracle バイナリ、データベース、ログ用のレプリケーションスケジュールを作
成します

• デスティネーションで Oracle DB のリストアを行い、データベースをオンラインにします

詳細または概要については、以下の概要ビデオをご覧ください。

AWX / タワー型の導入

• パート 1 ：未定

ビデオ

• パート 2 ：未定

ビデオ

準備ができたら、をクリックします "解決策の使用を開始するには、こちらをクリックしてください
"。

はじめに

この解決策は、 AWX/Tower 環境で動作するように設計されています。

AWX ／タワー

AWX / タワー環境の場合は、 ONTAP クラスタ管理と Oracle サーバ（ IP およびホスト名）のインベントリの
作成、クレデンシャルの作成、 NetApp Automation Github から Ansible コードを取得するプロジェクトの設
定、および自動化を開始するジョブテンプレートの設定を案内されます。

1. 解決策は、プライベートクラウドのシナリオ（オンプレミスからオンプレミス）およびハイブリッドクラ
ウド（オンプレミスからパブリッククラウドへの Cloud Volumes ONTAP [CVO] ）で実行するように設計
されています。

2. 環境に固有の変数を入力し、ジョブテンプレートのその他の VAR フィールドにコピーして貼り付けま
す。

3. ジョブテンプレートに変数を追加したら、自動化を起動できます。

4. 自動化は、 Oracle バイナリのセットアップ、データベース、ログ、ログのレプリケーションスケジュー
ル、ログのみのレプリケーションスケジュールの 3 つのフェーズと、 DR サイトでのデータベースリカバ
リのための 4 つのフェーズで実行されます。
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5. CVO Data Protection に必要なキーとトークンの取得方法の詳細については、を参照してください "CVO
の導入と Connector の導入の前提条件を収集"

要件
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<strong class="big"> オンプレミス </strong><strong>|</strong>

環境 要件

* Ansible 環境 * AWX ／タワー

Ansible v.2.10 以上

Python 3.

Python ライブラリ - NetApp-lib-xmltodict-jmespath

* ONTAP * ONTAP バージョン 9.8+

データアグリゲート × 2

NFS VLAN および ifgrp が作成されました

* Oracle サーバ * RHEL 7/8

Oracle Linux 7/8

NFS 、パブリック、オプションの管理用のネットワークインターフェイス

ソース上の既存の Oracle 環境と、デスティネーション（ DR サイトまたはパ
ブリッククラウド）上の同等の Linux オペレーティングシステム

<strong> 「ビッグ」 >CVO</strong>

環境 要件

* Ansible 環境 * AWX ／タワー

Ansible v.2.10 以上

Python 3.

Python ライブラリ - NetApp-lib-xmltodict-jmespath

* ONTAP * ONTAP バージョン 9.8+

データアグリゲート × 2

NFS VLAN および ifgrp が作成されました

* Oracle サーバ *
RHEL 7/8

Oracle Linux 7/8

NFS 、パブリック、オプションの管理用のネットワークインターフェイス

ソース上の既存の Oracle 環境と、デスティネーション（ DR サイトまたはパ
ブリッククラウド）上の同等の Linux オペレーティングシステム

Oracle EC2 インスタンスに適切なスワップスペースを設定します。デフォル
トでは、一部の EC2 インスタンスは 0 スワップで導入されます

* Cloud Manager / AWS
*

AWS のアクセス / シークレットキー

NetApp Cloud Manager アカウント

NetApp Cloud Manager Refresh Token
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自動化の詳細
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<strong class="big"> オンプレミス </strong><strong>|</strong>

この自動導入は、 3 つのロールで構成される Ansible プレイブックを使用して設計されています。ロー
ルは ONTAP 、 Linux 、 Oracle の各構成に対応しています。次の表に、自動化されるタスクを示しま
す。

Playbook タスク

* ONTAP_setup* ONTAP 環境の事前チェック

ソースクラスタでのクラスタ間 LIF の作成（オプション）

デスティネーションクラスタでのクラスタ間 LIF の作成（オプション）

クラスタ / SVM ピアリングの作成

SnapMirror デスティネーションの作成と、指定された Oracle ボリュームの
初期化

* ora_replication_cg * /etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードを有効にします

Oracle バイナリボリュームとデータベースボリュームの Snapshot

SnapMirror を更新しました

/etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードをオフにします

* ora_replication_log * /etc/oratab 内の各データベースの現在のログを切り替えます

Oracle ログボリュームの Snapshot

SnapMirror を更新しました

* ora_recovery* SnapMirror を解除します

デスティネーションで NFS を有効にし、 Oracle ボリュームのジャンクショ
ンパスを作成します

DR Oracle ホストを設定

Oracle ボリュームをマウントして確認

Oracle データベースをリカバリして起動します

<strong> 「ビッグ」 >CVO</strong>

この自動導入は、 3 つのロールで構成される Ansible プレイブックを使用して設計されています。ロー
ルは ONTAP 、 Linux 、 Oracle の各構成に対応しています。次の表に、自動化されるタスクを示しま
す。
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Playbook タスク

* CVF_setup* 環境の事前チェック

AWS Configure / AWS Access Key ID / Secret Key / Default Region

AWS ロールの作成

AWS での NetApp Cloud Manager Connector インスタンスの作成

AWS での Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）インスタンスの作成

オンプレミスのソース ONTAP クラスタを NetApp Cloud Manager に追
加

SnapMirror デスティネーションの作成と、指定された Oracle ボリュー
ムの初期化

* ora_replication_cg * /etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードを有効にします

Oracle バイナリボリュームとデータベースボリュームの Snapshot

SnapMirror を更新しました

/etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードをオフにします

* ora_replication_log * /etc/oratab 内の各データベースの現在のログを切り替えます

Oracle ログボリュームの Snapshot

SnapMirror を更新しました

* ora_recovery* SnapMirror を解除します

デスティネーション CVO で NFS を有効にし、 Oracle ボリュームのジ
ャンクションパスを作成してください

DR Oracle ホストを設定

Oracle ボリュームをマウントして確認

Oracle データベースをリカバリして起動します

デフォルトパラメータ

自動化を簡易化するために、必要な Oracle パラメータがデフォルト値で多数設定されています。通常、ほと
んどの環境でデフォルトパラメータを変更する必要はありません。上級ユーザーは ' デフォルト・パラメータ
を変更する際に注意してくださいデフォルトのパラメータは、各ロールフォルダの defaults ディレクトリにあ
ります。

使用許諾

Github リポジトリに記載されているライセンス情報をお読みください。このリポジトリ内のコンテンツにア
クセス、ダウンロード、インストール、または使用することにより、ライセンスの条項に同意したものとみな
されます "こちらをご覧ください"。

このリポジトリ内のコンテンツの作成および / または派生著作物の共有に関しては、一定の制限事項がありま
す。の条件を必ずお読みください "使用許諾" コンテンツを使用する前に。すべての条件に同意しない場合
は、このリポジトリのコンテンツにアクセスしたり、コンテンツをダウンロードしたり、使用したりしないで
ください。
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準備ができたら、をクリックします "AWX/Tower の詳細な手順については、こちらを参照してください"。

ステップバイステップの導入手順

AWX/Tower Oracle データ保護

環境のインベントリ、グループ、ホスト、クレデンシャルを作成します

このセクションでは、ネットアップの自動化ソリューションを使用する環境を準備するための AWX/Ansible
タワーでのインベントリ、グループ、ホスト、アクセスクレデンシャルのセットアップについて説明します。

1. インベントリを設定します。

a. リソース→インベントリ→追加と進み、インベントリの追加をクリックします。

b. 名前と組織の詳細を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。

c. インベントリページで、作成されたインベントリをクリックします。

d. [ グループ ] サブメニューに移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

e. 最初のグループの Oracle という名前を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。

f. DR_Oracle という名前の 2 つ目のグループに対してこの手順を繰り返します。

g. 作成した Oracle グループを選択し、 Hosts サブメニューに移動して、 Add New Host をクリックしま
す。

h. ソース Oracle ホストの管理 IP の IP アドレスを入力し、 [ 保存 ] をクリックします。

i. DR_Oracle グループに対してこの手順を繰り返し、 DR/Destination Oracle ホストの管理 IP / ホスト
名を追加する必要があります。

以下は、オンプレミスと ONTAP 、または AWS 上の CVO のクレデンシャルタイプとクレ
デンシャルを作成する手順です。
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オンプレミス

1. クレデンシャルを設定します。

2. クレデンシャルタイプの作成ONTAP を使用するソリューションでは、ユーザ名とパスワードのエン
トリを照合するようにクレデンシャルタイプを設定する必要があります。

a. [ 管理 ] → [ 資格情報の種類 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. 名前と概要を指定します。

c. 入力構成に次の内容を貼り付けます。

fields:

  - id: dst_cluster_username

    type: string

    label: Destination Cluster Username

  - id: dst_cluster_password

    type: string

    label: Destination Cluster Password

    secret: true

  - id: src_cluster_username

    type: string

    label: Source Cluster Username

  - id: src_cluster_password

    type: string

    label: Source Cluster Password

    secret: true

d. 次の内容をインジェクタ設定に貼り付け、 [ 保存 ] をクリックします。

extra_vars:

  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'

  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'

  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'

  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'

3. ONTAP のクレデンシャルを作成します

a. [ リソース ] → [ 資格情報 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. ONTAP クレデンシャルの名前と組織の詳細を入力します

c. 前の手順で作成したクレデンシャルタイプを選択します。

d. タイプの詳細で、ソースクラスタとデスティネーションクラスタのユーザ名とパスワードを入力
します。

e. [ 保存 ] をクリックします .

4. Oracle のクレデンシャルを作成します
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a. [ リソース ] → [ 資格情報 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. Oracle の名前と組織の詳細を入力します。

c. マシンクレデンシャルタイプを選択します。

d. Type Details （タイプの詳細）に、 Oracle ホストのユーザー名とパスワードを入力します。

e. 適切な特権昇格方式を選択し、ユーザ名とパスワードを入力します。

f. [ 保存 ] をクリックします .

g. 必要に応じて、 DR_Oracle ホストの別のクレデンシャルに対して同じ手順を繰り返します。

CVO を確認して

1. クレデンシャルを設定します。

2. クレデンシャルタイプを作成する。ONTAP が関連するソリューションでは、ユーザ名とパスワード
のエントリに一致するクレデンシャルタイプを設定する必要があります。また、 Cloud Central と
AWS のエントリも追加します。

a. [ 管理 ] → [ 資格情報の種類 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. 名前と概要を指定します。

c. 入力構成に次の内容を貼り付けます。
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fields:

  - id: dst_cluster_username

    type: string

    label: CVO Username

  - id: dst_cluster_password

    type: string

    label: CVO Password

    secret: true

  - id: cvo_svm_password

    type: string

    label: CVO SVM Password

    secret: true

  - id: src_cluster_username

    type: string

    label: Source Cluster Username

  - id: src_cluster_password

    type: string

    label: Source Cluster Password

    secret: true

  - id: regular_id

    type: string

    label: Cloud Central ID

    secret: true

  - id: email_id

    type: string

    label: Cloud Manager Email

    secret: true

  - id: cm_password

    type: string

    label: Cloud Manager Password

    secret: true

  - id: access_key

    type: string

    label: AWS Access Key

    secret: true

  - id: secret_key

    type: string

    label: AWS Secret Key

    secret: true

  - id: token

    type: string

    label: Cloud Central Refresh Token

    secret: true

d. 次の内容をインジェクタ構成に貼り付け、 [ 保存（ Save ） ] をクリックする。
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extra_vars:

  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'

  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'

  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'

  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'

  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'

  regular_id: '{{ regular_id }}'

  email_id: '{{ email_id }}'

  cm_password: '{{ cm_password }}'

  access_key: '{{ access_key }}'

  secret_key: '{{ secret_key }}'

  token: '{{ token }}'

3. ONTAP / CVO / AWS のクレデンシャルを作成

a. [ リソース ] → [ 資格情報 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. ONTAP クレデンシャルの名前と組織の詳細を入力します

c. 前の手順で作成したクレデンシャルタイプを選択します。

d. Type Details に、ソースクラスタと CVO クラスタ、 Cloud Central / Manager 、 AWS Access /
Secret Key 、 Cloud Central Refresh Token のユーザ名とパスワードを入力します。

e. [ 保存 ] をクリックします .

4. Oracle のクレデンシャルの作成（ソース）

a. [ リソース ] → [ 資格情報 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. Oracle ホストの名前と組織の詳細を入力します

c. マシンクレデンシャルタイプを選択します。

d. Type Details （タイプの詳細）に、 Oracle ホストのユーザー名とパスワードを入力します。

e. 適切な特権昇格方式を選択し、ユーザ名とパスワードを入力します。

f. [ 保存 ] をクリックします .

5. Oracle 保存先のクレデンシャルを作成します

a. [ リソース ] → [ 資格情報 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

b. DR Oracle ホストの名前と組織の詳細を入力します

c. マシンクレデンシャルタイプを選択します。

d. Type Details に、ユーザ名（ ec2-user またはデフォルトの入力から変更した場合は、そのユーザ
名）と SSH 秘密鍵を入力します

e. 適切な特権昇格方式（ sudo ）を選択し、必要に応じてユーザ名とパスワードを入力します。

f. [ 保存 ] をクリックします .
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プロジェクトを作成します

1. [ リソース ] → [ プロジェクト ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

a. 名前と組織の詳細を入力します

b. Source Control Credential Type フィールドで Git を選択します。

c. 入力するコマンド <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> をソース
管理 URL として指定します。

d. [ 保存 ] をクリックします .

e. ソースコードが変更されたときに、プロジェクトの同期が必要になることがあります。

グローバル変数を設定します

このセクションで定義する変数は、すべての Oracle ホスト、データベース、および ONTAP クラスタに適用
されます。

1. 次の組み込みグローバル変数または変数フォームに環境固有のパラメータを入力します。

青の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。

オンプレミス

CVO を確認して

自動化ハンドブック

実行する必要があるプレイブックは 4 つあります。

1. 環境のセットアップに関するプレイブック：オンプレミス、 CVO

2. Oracle バイナリとデータベースをスケジュールどおりにレプリケートする Playbook

3. Oracle ログをスケジュールどおりにレプリケートするためのプレイブック

4. デスティネーションホストでのデータベースのリカバリに関するプレイブック
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ONTAP/CVO セットアップ

ONTAP と CVO のセットアップ

ジョブテンプレートを設定して起動します。

1. ジョブテンプレートを作成します。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] → [ 追加 ] に移動し、 [ ジョブテンプレートの追加 ] をクリックし
ます。

b. 「 ONTAP/CVO Setup 」という名前を入力します

c. ジョブタイプを選択します。 Run は、プレイブックに基づいてシステムを設定します。

d. 対応するインベントリ、プロジェクト、プレイブック、およびクレデンシャルを選択します。

e. オンプレミス環境用の ONTAP_setup.yml プレイブックを選択するか、 CVO-setup.yml を選択し
て CVO インスタンスにレプリケーションします。

f. 手順 4 からコピーしたグローバル変数を YAML タブの Template Variables フィールドに貼り付け
ます。

g. [ 保存 ] をクリックします .

2. ジョブテンプレートを起動します。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

b. 目的のテンプレートをクリックし、 [ 起動 ] をクリックします。

このテンプレートを使用して、他のプレイブック用にコピーします。

バイナリおよびデータベースボリュームのレプリケーション

バイナリおよびデータベースのレプリケーションマニュアルのスケジュール

ジョブテンプレートを設定して起動します。

1. 以前に作成したジョブテンプレートをコピーします。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

b. 「 ONTAP/CVO Setup Template 」を探して、右端で「 Copy Template 」をクリックします

c. コピーしたテンプレートで [ テンプレートの編集 ] をクリックし、名前を [ バイナリおよびデー
タベースのレプリケーションのマニュアル ] に変更します。

d. テンプレートの同じインベントリ、プロジェクト、資格情報を保持します。

e. 実行するプレイブックとして ora_replication_cg.yml を選択します。

f. 変数は変更されませんが、 CVO クラスタの IP は変数 dst_cluster_ip に設定する必要がありま
す。

g. [ 保存 ] をクリックします .

2. ジョブテンプレートをスケジュールします。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。
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b. バイナリおよびデータベースのレプリケーション用プレイブックテンプレートをクリックし、一
番上のオプションセットにあるスケジュールをクリックします。

c. [ 追加 ] をクリックし、 [ バイナリおよびデータベースレプリケーションの名前スケジュールの追
加 ] をクリックし、時間の開始時に [ 開始日時 ] を選択し、 [ ローカルタイムゾーン ] を選択し
て、 [ 実行頻度 ] をクリックします。実行頻度は、多くの場合、 SnapMirror レプリケーションが
更新されます。

ログボリュームのレプリケーション用に別のスケジュールが作成されるため、よ
り頻繁にレプリケートできます。

ログボリュームのレプリケーション

ログ・レプリケーション・プレイブックのスケジュール

ジョブテンプレートを設定して起動します。

1. 以前に作成したジョブテンプレートをコピーします。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

b. 「 ONTAP/CVO Setup Template 」を探して、右端で「 Copy Template 」をクリックします

c. コピーしたテンプレートで [ テンプレートの編集 ] をクリックし、名前を [ ログレプリケーショ
ンのプレイブック ] に変更します。

d. テンプレートの同じインベントリ、プロジェクト、資格情報を保持します。

e. 実行するプレイブックとして ora_replication_loges.yml を選択します。

f. 変数は変更されませんが、 CVO クラスタの IP は変数 dst_cluster_ip に設定する必要がありま
す。

g. [ 保存 ] をクリックします .

2. ジョブテンプレートをスケジュールします。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

b. Log Replication Playbook テンプレートをクリックし、一番上のオプションセットにある
Schedules （スケジュール）をクリックします。

c. [ 追加 ] をクリックし、 [ ログ複製の名前スケジュールの追加 ] をクリックし、時間の開始時に開
始日時を選択し、 [ ローカルタイムゾーン ] と [ 実行頻度 ] を選択します。実行頻度は、多くの場
合、 SnapMirror レプリケーションが更新されます。

1 時間ごとの最新の更新に確実にリカバリできるように、ログスケジュールを 1 時間
ごとに更新するように設定することを推奨します。

データベースのリストアとリカバリ

ログ・レプリケーション・プレイブックのスケジュール

ジョブテンプレートを設定して起動します。

1. 以前に作成したジョブテンプレートをコピーします。

a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。
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b. 「 ONTAP/CVO Setup Template 」を探して、右端で「 Copy Template 」をクリックします

c. コピーしたテンプレートで [ テンプレートの編集 ] をクリックし、名前を [ リストアとリカバリ
プレイブック ] に変更します。

d. テンプレートの同じインベントリ、プロジェクト、資格情報を保持します。

e. 実行するプレイブックとして ora_recoveryyml を選択します。

f. 変数は変更されませんが、 CVO クラスタの IP は変数 dst_cluster_ip に設定する必要がありま
す。

g. [ 保存 ] をクリックします .

このプレイブックは、リモートサイトでデータベースをリストアする準備ができるま
では実行されません。

Oracleデータベースをリカバリしています

1. オンプレミスの本番 Oracle データベースのデータボリュームは、 NetApp SnapMirror レプリケーション
を使用して、セカンダリデータセンターの冗長 ONTAP クラスタまたはパブリッククラウドの Cloud
Volume ONTAP に保護されます。完全に構成されたディザスタリカバリ環境では、セカンダリデータセン
ターまたはパブリッククラウドのリカバリコンピューティングインスタンスがスタンバイ状態になり、災
害発生時に本番データベースをリカバリできます。スタンバイコンピューティングインスタンスは、 OS
カーネルパッチで paraellel アップデートを実行するか、ロックステップでアップグレードすることで、オ
ンプレミスインスタンスと同期したままになります。

2. この解決策で実証されている Oracle バイナリ・ボリュームは、ターゲット・インスタンスに複製され、
ターゲット・インスタンスにマウントされて、 Oracle ソフトウェア・スタックが起動されます。この
Oracle リカバリアプローチには、災害発生時に Oracle を新規にインストールした場合よりも優れていま
す。Oracle のインストールは、現在のオンプレミスの本番ソフトウェアのインストールレベルやパッチレ
ベルと完全に同期されていることが保証されます。ただし、 Oracle でのソフトウェアライセンスの構成
によっては、リカバリサイトで複製された Oracle バイナリボリュームにソフトウェアライセンスが影響
する場合とそうでない場合があります。ユーザは、 Oracle のライセンス要件を評価するために、ソフト
ウェアライセンス担当者に確認してから、同じ方法を使用することを推奨します。

3. デスティネーションのスタンバイ Oracle ホストには、 Oracle の前提条件となる構成が設定されていま
す。

4. SnapMirror が切断され、ボリュームが書き込み可能になり、スタンバイ Oracle ホストにマウントされま
す。

5. すべての DB ボリュームがスタンバイコンピューティングインスタンスにマウントされたあと、 Oracle
リカバリモジュールは以下のタスクを実行して、リカバリサイトで Oracle をリカバリおよび起動しま
す。

a. 制御ファイルを同期します。重要なデータベース制御ファイルを保護するために、異なるデータベー
スボリュームに Oracle 制御ファイルを重複して配置しました。1 つはデータボリューム上にあり、も
う 1 つはログボリューム上にあります。データボリュームとログボリュームは異なる頻度でレプリケ
ートされるため、リカバリ時に同期されません。

b. Oracle バイナリの再リンク： Oracle バイナリは新しいホストに再配置されるため、再リンクが必要
です。

c. Oracle データベースのリカバリ：リカバリ・メカニズムは、 Oracle ログ・ボリューム内の最後に使
用可能なアーカイブ・ログのシステム変更番号を制御ファイルから取得し、 Oracle データベースをリ
カバリして、障害発生時に DR サイトにレプリケートされたすべてのビジネス・トランザクションを
リカバリします。次に、データベースが新しいインカネーションで起動され、リカバリサイトでユー
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ザ接続とビジネストランザクションが実行されます。

Recovering Playbook を実行する前に、次の情報を確認してください。 /etc/oratab および
/etc/oraInst.loc を介して、ソース Oracle ホストからデスティネーションホストにコピーしてく
ださい

TR-4794：『Oracle databases on NetApp EF Series』

Mitch Blackburn、Ebin Kadavy、ネットアップ

TR-4794は、ストレージ管理者とデータベース管理者がOracleをNetApp EFシリーズのストレージに正常に導
入できるようにするためのものです。

"TR-4794：『Oracle databases on NetApp EF Series』"
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