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VDI コアの再構成 (すべてのトピック)

再構成の方法 (デモから HA MySQL Cluster へ)

手順

デモのデータベースからデータをバックアップします。**
デモ用 (または評価用) ホストで、次のコマンドを実行します。

# /opt/SUNWvda/mysql/bin/ndb_mgm

ndb_mgm プロンプトで、次のコマンドを実行します。

START BACKUP

/var/opt/SUNWvda/mysql-cluster に BACKUP/BACKUP-1
ディレクトリが作成されているかどうかを確認します。 

デモ用ホストを構成解除します。

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

1 台の一次ホストと 2 台以上の二次ホストに、Oracle VDI コアをインストールして構成します。
「 」の手順に従います。 Oracle VDI Core のインストール方法と設定方法 (MySQL Cluster)

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/VDI+Core+Reconfiguration+%28All+Topics%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216518245
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いずれかの二次ホスト上でデータを復元します。**
二次ホストの  にバックアップを保存します。/var/opt/SUNWvda/mysql-cluster/BACKUP/BACKUP-1

同じホスト上で次のコマンドを実行します。

# /opt/SUNWvda/mysql/bin/ndb_restore -b <backup #> -n <nodeid #> -r --
backup_path=<path>

再構成の方法 (デモから単一ホストへ)

手順

デモのデータベースからデータをバックアップします。**

# /opt/SUNWvda/mysql/bin/mysqldump --defaults-file=/etc/opt/SUNWvda/my.cnf
--port=3306 -u root --opt vda > /demosetup.sql

Oracle VDI コアを構成解除します。

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

リモートデータベースをインストールし、権限を持つデータベース管理者を作成し、Oracle VDI
コアを単一ホストとして構成します。
詳細については、「 」を参照してください。 単一 Oracle VDI コアホストのインストール方法と設定方法

単一ホスト上でデータを復元します。

# /usr/local/mysql/bin/mysql vda < demosetup.sql

**(上記のコマンドに示すように)「vda」というデータベース名を使用する必要があります。これ以外のデータベース名では、マイグレーションが失敗します。これは、デモ用構成時のデータベースのデフォルト名が「vda」であるためです。

再構成の方法 (単一ホストから HA MySQL Cluster へ)

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216518274
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手順

単一ホストのデータベースからデータをバックアップします。**
 ディレクトリに移動して、  を実行します。usr/local/mysql/bin/ mysqldump

# cd usr/local/mysql/bin/
# ./mysqldump --user=root -u root --opt vda | gzip > /dumptest1.sql.gz

単一ホストを構成解除します。

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

1 台の一次ホストと 2 台以上の二次ホストに、Oracle VDI コアをインストールして構成します。
「 」の手順に従います。 Oracle VDI Core のインストール方法と設定方法 (MySQL Cluster)

いずれかの二次ホスト上でデータを復元します。**
次のコマンドを実行します。

# /opt/SUNWvda/mysql/bin/mysql --defaults-file=/etc/opt/SUNWvda/my.cnf
--port=3306 -u root vda < /dumptest1.sql 

再構成の方法 (単一ホストから HA リモート MySQL へ)

次の手順は、既存の構成が、1 台のホストに Oracle VDI Hypervisor、リモート MySQL データベース、および Oracle VDI
コアをインストールした単一ホストであることを前提としています。また、再構成時にリモートデータベースを既存のホストに残すことを前提としています。

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216518245
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始める前に

この再構成では、データのバックアップは必須ではありませんが、強くお勧めします。リモートデータベースのバックアップ方法の詳細については、「VDI3dot2:How
to Back Up and Restore Data」を参照してください。

手順

単一ホストを構成解除します。

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

1 台の一次ホストと 1 台以上の二次ホストに、Oracle VDI コアをインストールして構成します。
詳細については、 ページを参照してください。Oracle VDI コアのインストール方法と設定方法 (リモート MySQL)

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216518262

