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 Oracle ACFSセキュリティ  

 Oracle ACFS暗号化  

 Oracle ACFS圧縮  

 Oracle ACFS監査  

 Oracle ACFS監査について  

 監査証跡ファイル  

 ファイル・アクセス・イベント  

 権限使用イベント  

 評価結果イベント  

 Oracle ACFSレプリケーション  

 Oracle ACFSタグ付け  

 監査、暗号化およびセキュリティを使用したOracle ACFSレプリケーション  

 Oracle ACFSプラグイン  

 Oracle ACFSアクセラレータ・ボリューム  

 Oracle ACFS NAS Maximum Availability eXtensions  

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSリモート・サービス  

 Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要  

 12 ビューを使用したOracle ACFS情報の表示  

 Oracle ACFS情報を表示するビュー  

 Oracle ACFSによるOracle Databaseファイル・マッピング・ビューのサポート  

 13 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSの管理  

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSファイル・システムおよびボリュームの管理  

 Oracle ACFSのファイル・システムおよびボリュームの作成  

 Oracle ACFSのボリュームおよびファイル・システムの表示と変更  

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSスナップショットの管理  

 スナップショットの作成、変更および表示  

 読取り専用と読取り-書込み間のスナップショットの変換  

 既存のスナップショットからの子スナップショットの作成  
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 Oracle ACFSでのセキュリティの無効化  
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 Oracle ACFSセキュリティ管理者パスワードの変更  

 Oracle ACFSセキュリティ管理者の削除  

 Oracle ACFSセキュリティ管理者の表示  

 ルールの作成  

 ルールのクローニング  

 ルールの編集  

 ルールの削除  



15 

 ルールの表示および検索  

 ルールセットの作成  

 ルールセットのクローニング  

 ルールセットの編集  

 ルールセットの削除  

 ルールセットの表示および検索  

 レルムの作成  

 レルムのクローニング  

 オブジェクトのレルムへの追加  

 オブジェクトのレルムからの削除  

 レルムの削除  

 レルムの表示  
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 Oracle ACFS暗号化の初期化  

 Oracle ACFSでの暗号化用パラメータの有効化、無効化および設定  

 暗号化ステータスの表示  

 Oracle Enterprise Managerによるタグ付け機能の管理  

 Oracle ACFSでのタグの追加  

 Oracle ACFSでのタグの削除  

 Oracle ACFSでのタグの検索  

 14 ASMCAによるOracle ACFSおよびOracle ADVMの管理  

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するためのASMCA GUIツール  

 ASMCAによるOracle ADVMボリュームの管理  

 ASMCAによるOracle ACFSファイル・システムの管理  

 ASMCAによるOracle ACFSのセキュリティおよび暗号化の管理  

 データベース用のOracle ACFSファイル・システムの作成  

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するためのASMCAコマンドライン・インタフェース  

 Oracle ACFSおよびOracle ADVM用のASMCAコマンド  

 Oracle ACFSスナップショットの作成  

 Oracle ACFSスナップショットの削除  

 ボリュームの作成  

 Oracle ACFSファイル・システムの作成  

 15 ASMCMDによるOracle ADVMの管理  

 ASMCMDボリューム管理コマンド  

 volcreate  

 voldelete  

 voldisable  

 volenable  

 volinfo  

 volresize  

 volset  

 volstat  

 16 コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理  
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 Oracle ACFSシステムを管理するための基本ステップ  

 Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について  

 Oracle ACFSファイル・システムの作成  

 クラスタ内の異なるノード上にあるOracle ACFSファイル・システムへのアクセス  

 Oracle ACFSスナップショットの管理  

 Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ保護  

 Oracle ACFSファイル・システムの暗号化  

 Oracle ACFSファイル・システムのタグ付け  

 Oracle ACFSファイル・システムのレプリケーション  

 ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムの登録解除、ディスマウント、無効化  

 Oracle ACFSファイル・システムおよびボリュームの削除  

 Linux環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール  

 fsck (オフライン・モード)  

 fsck (オンライン・モード)  

 mkfs  

 mount  

 umount  

 Solaris環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール  

 fsck  

 mkfs  

 mount  

 umount/umountall  

 AIX環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール  

 fsck  

 mkfs  

 mount  

 umount/umountall  

 Windows環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール  

 acfschkdsk  

 acfsdismount  

 acfsformat  

 acfsmountvol  

 acfsutil detach  

 advmutil dismount  

 advmutil list  

 advmutil mount  

 タグ付け用のOracle ACFSコマンドライン・ツール  

 acfsutil tag info  

 acfsutil tag set  

 acfsutil tag unset  
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 acfsutil repl bg  

 acfsutil repl compare  
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 acfsutil repl failover  

 acfsutil repl info  

 acfsutil repl init  
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 acfsutil repl reverse  

 acfsutil repl sync  
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 acfsutil repl trace  

 acfsutil repl update  

 acfsutil repl upgrade  
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 acfsutil audit archive  

 acfsutil audit disable  

 acfsutil audit enable  

 acfsutil audit info  

 acfsutil audit init  

 acfsutil audit purge  

 acfsutil audit read  
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 acfsutil sec admin info  
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 acfsutil sec realm audit info  
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 acfsutil sec realm create  

 acfsutil sec realm delete  

 acfsutil sec realm destroy  
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 acfsutil sec rule create  

 acfsutil sec rule destroy  
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 acfsutil sec rule edit  

 acfsutil sec ruleset clone  

 acfsutil sec ruleset create  

 acfsutil sec ruleset destroy  

 acfsutil sec ruleset edit  

 acfsutil sec save  

 暗号化用のOracle ACFSコマンドライン・ツール  

 acfsutil encr info  

 acfsutil encr init  

 acfsutil encr off  

 acfsutil encr on  

 acfsutil encr rekey  

 acfsutil encr set  

 acfsutil keystore migrate  
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 acfsremote supported  

 acfsutil cluster credential  

 acfsutil cluster info  

 acfsutil remote clear  

 acfsutil remote set  

 advmutil export create  

 advmutil export list  

 advmutil export lsof  

 advmutil export mapping  

 advmutil export remove  



19 

 advmutil export resize  

 advmutil session list  

 advmutil transport create  

 advmutil transport list  

 advmutil transport remove  

 Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ  

 acfsutil accel replace  

 acfsutil compat get  

 acfsutil compat set  

 acfsutil defrag dir  

 acfsutil defrag file  

 acfsutil freeze  

 acfsutil info file  
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 acfsutil info id  

 acfsutil info storage  

 acfsutil plugin disable  

 acfsutil plugin enable  

 acfsutil plugin info  

 acfsutil registry  

 acfsutil rmfs  

 acfsutil scrub  

 acfsutil size  

 acfsutil thaw  

 acfsutil version  

 advmutil canonical  

 advmutil volinfo  

 第IV部 高度なトピック  

 17 Oracle ACFSの高度なトピックの理解  

 Oracle ACFSの制限事項  

 Oracle ACFSディスク領域使用量  

 Oracle ACFSのエラー処理  

 Oracle ACFSとNFS  

 Oracle ADVMの制限事項  

 ACFSスナップショットを使用したフル・データベース(非CDBまたはCDB)のクローニング方法  

 クローンを作成および使用するステップ  

 Oracle ACFSループバックのサポート  

 Oracle ACFSドライバ・リソース管理  

 Oracle ACFSレジストリ・リソース管理  

 Oracle ACFSファイル・システム・リソース管理  
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 Oracle ACFSタグ名の指定  

 Oracle ACFSタグ付けのエラー値  

 acfsgettag  

 acfslisttags  

 acfsremovetag  

 acfssettag  

 Oracle ACFS診断コマンド  

 acfsdbg  

 acfsutil blog  

 acfsutil dumpstate  

 acfsutil info ftrace  

 acfsutil lockstats  

 acfsutil log  

 acfsutil meta  

 acfsutil plogconfig  

 acfsutil tune  

 advmutil tune  

 Oracle ACFS I/O障害コンソール・メッセージの理解  

 Oracleパッチ適用とOracle ACFS  

 Oracle ACFSパッチ適用の概要  

 Oracle Grid Infrastructureファイルの更新  

 Oracle ACFSパッチ適用の検証  

 18 Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成  

 Oracle ACFSレプリケーションで使用するためのsshの構成  

 WindowsでのsshおよびCygwinのインストール  
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 19 Oracleパッチ適用とOracle ACFS  

 Oracle ACFSパッチ適用の概要  

 Oracle Grid Infrastructureファイルの更新  

 Oracle ACFSパッチ適用の検証  

 20 Oracle Flex ASMの管理  
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 インストール後のOracle ASMフィルタ・ドライバの構成  

 Oracle Grid Infrastructureのクラスタウェア環境でのOracle ASMフィルタ・ド

ライバの構成  

 Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン環境でのOracle ASMの構成  

 ASMLIB環境からOracle ASMフィルタ・ドライバへの移行について  

 Oracle Cluster Registryまたは投票ファイルのないOracle ASMディスク・グループの移

行  

 Oracle Cluster Registryまたは投票ファイルを含むOracle ASMディスク・グループの移

行  

 Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン環境でのOracle ASMディスク・グループの

移行  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバが構成されているかどうかの判別  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバのAFD_DISKSTRINGパラメータの更新  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスク用のOracle ASMのASM_DISKSTRINGパラメータの更

新  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ラベルの設定、クリアおよびスキャン  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの構成解除  

 Oracle Grid Infrastructureのクラスタウェア環境でのOracle ASMフィルタ・ドライバの

構成解除  

 Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン(Oracle Restart)環境でのOracle 

ASMフィルタ・ドライバの構成解除  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバのコマンド  

 afdload  

 afddriverstate  

 22 SQL*Plusを使用したOracle ASMでのデータベース・ファイルの作成  

 Oracle ASMを使用するデータベースの作成  

 Oracle ASMでの表領域の作成  

 Oracle ASMでのREDOログの作成  

 Oracle ASMでの制御ファイルの作成  

 Oracle ASMでのアーカイブ・ログ・ファイルの作成  

 用語集  

 索引  
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はじめに 

『Oracle Automatic Storage Management管理者ガイド』では、Oracle DatabaseのOracle Automatic 

Storage Management (Oracle ASM)の管理方法について説明します。  

ここでの内容は次のとおりです。 

 対象読者 

 ドキュメントのアクセシビリティについて 

 関連ドキュメント 

 表記規則 

対象読者 

このマニュアルの対象読者は、システム管理者、データベース管理者およびストレージ管理者です。『Oracle Automatic 

Storage Management管理者ガイド』は、次のタスクを実行するデータベースおよびストレージ管理者を対象としています。  

 Oracle ASMの管理 

 Oracle ASMの構成および管理 

このドキュメントを使用するには、基本的なOracle Databaseの概念および管理手順を理解している必要があります。

Oracle ClusterwareおよびOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)のドキュメントも確認してください。関連

ドキュメントを参照してください。  

ドキュメントのアクセシビリティについて 

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト

(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。 

Oracle Supportへのアクセス 

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細情報は

(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は

(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。 

関連ドキュメント 

詳細は、次のOracleドキュメントを参照してください。 

 Oracle Database管理者ガイド 

 Oracle Database概要  

 Oracle Databaseリファレンス 

 Oracle Database SQL言語リファレンス 

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN001
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CNCPT001
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF001
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 Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド 

 Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド 

 プラットフォーム固有のガイド、Oracle Database、Oracle Grid Infrastructure、およびOracle Real 

Application Clustersのインストレーション・ガイド 

表記規則 

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

 

規則 意味 

太字 太字は、操作に関連する Graphical User Interface 要素、または本文中で定義されてい

る用語および用語集に記載されている用語を示します。 

イタリック体 イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。 

固定幅フォント 固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、ま

たは入力するテキストを示します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD1111
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD1111
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『Oracle Automatic Storage Management管理者ガ

イド』のこのリリースでの変更点 

この章では、『Oracle Automatic Storage Management管理者ガイド』での変更点について説明します。  

 Oracle Automatic Storage Management19cでの変更点 

 Oracle ASM 19c用のOracle ACFSおよびOracle ADVMでの変更点 

 Oracle Automatic Storage Management18cでの変更点 

 Oracle ASM 18c用のOracle ACFSおよびOracle ADVMでの変更点 

 

関連項目: 

 Oracle Databaseの各エディションで使用可能な機能を判断するには、『Oracle Databaseライセンス情報ユー

ザー・マニュアル』を参照  

 このリリースで導入された新機能の完全な説明については、『Oracle Database新機能ガイド』を参照  

 このリリースで非推奨になった機能およびサポートが終了した機能の完全な説明は、『Oracle Databaseアップグレー

ド・ガイド』を参照  

Oracle Automatic Storage Management19cでの変更点 

Oracle Automatic Storage Management 19cでの変更点は、次のとおりです。 

 新機能 

 非推奨となった機能 

 サポート対象外機能

新機能 

これらは、Oracle Automatic Storage Management 19cの新機能です。 

 SRVCTLコマンドの強化 

SRVCTLは、Oracle ASMネットワーク・リソースを管理するための拡張コマンドを備えています。 

 

関連項目: 

 SRVCTLを使用して実行できるOracle ASMおよびOracle ACFSのタスクのサマリーについては、サーバー

制御ユーティリティによるOracle ASMインスタンスの管理について  

 Oracle Flex ASMリソースを管理するためのSRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Flex ASMを管理するた

めのSRVCTLコマンドおよびCRSCTLコマンド  

 SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイドおよびOracle Real 

Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=DBLIC
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=DBLIC
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=NEWFT
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD-GUID-3ED4DBCE-A148-462B-8A79-534A3F0D6E7D
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD-GUID-3ED4DBCE-A148-462B-8A79-534A3F0D6E7D
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 パスワード・ファイル・メタデータのフラッシュ 

パスワード・ファイルの場所を変更した後は、次のSQL文を実行してパスワード・ファイルのメタデータ・キャッシュをフラッ

シュする必要があります。 

SQL> ALTER SYSTEM FLUSH PASSWORDFILE_METADATA_CACHE 

パスワード・ファイルの場所に対する変更は、orapwdか、ASMCMD pwcopy、pwcreate、pwdelete、pwmove、または

pwsetコマンドを実行することで導入できます。変更後にV$PASSWORDFILE_INFOに正しいパスワード・ファイルの場所が

表示されない場合は、パスワード・ファイルのメタデータ・キャッシュをフラッシュしてパスワード・ファイルの場所を強制的に

更新します。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループ内のパスワード・ファイルの管理に関する詳細は、ディスク・グループでの共有パスワード・ファイ

ルの管理  

 パスワード・ファイルを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、ASMCMDインスタンス管理コマンド  

 新規および更新されたASMCMDコマンド 

 ASMCMD pwcreateコマンドでのpasswordオプションの指定は任意になりました。  

古いパスワード・ファイルを強制的に削除して新しいパスワード・ファイルを作成するためのオプション(—f)と、パ

スワード・ファイルの形式を指定するためのオプション(——format)が新たに追加されました。  

 新しいASMCMD setsparseparentコマンドは、スパース子ファイルの親を設定します。  

 新しいASMCMD mvfileコマンドは、ファイルを、そのファイルが格納されている同じディスク・グループ内の指

定したファイル・グループに移動します。  

 

関連項目: 

 pwcreate 

 setsparseparent 

 mvfile 

 パリティ保護されたファイルのサポート 

REDUNDANCYファイル・タイプ・プロパティは、ファイル・グループの冗長性を指定します。PARITY値は1つのパリティを指定

し、DOUBLE値はダブル・パリティを指定します。パリティ設定は、アーカイブ・ログやバックアップ・セットなどのライトワンス・

ファイルを対象としています。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMファイル・グループのREDUNDANCYプロパティの詳細は、Oracle ASMファイル・グループのプロパ

ティについて 

非推奨となった機能 

Oracle ASM 19cで非推奨となった機能は、次のとおりです。 
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 非推奨となったASMCMD pwcreateコマンドのpasswordオプション  

 

関連項目: 

 pwcreate 

 Oracle Databaseアップグレード・ガイド

サポート対象外機能 

Oracle ASM 19cでサポート対象外となった機能は、次のとおりです。 

 Oracle Database 19c以降、リーフ・ノードはOracle Flex Clusterアーキテクチャの一部としてサポート対象外に

なっています。 

 

関連項目: 

 Oracle Databaseアップグレード・ガイド

Oracle ASM 19c用のOracle ACFSおよびOracle ADVMでの変更点 

ここでは、Oracle Automatic Storage Managementリリース19cのOracle Automatic Storage Managementク

ラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)への変更点につい

て説明します。 

 新機能 

 非推奨となった機能

新機能 

Oracle ACFS 19cの新機能は次のとおりです。＊ 

 診断と分析でより詳細な出力を提供する、Oracle ACFS acfsutilコマンドおよびビューの機能拡張。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドおよびビューの機能拡張は次のとおりです。  

 acfsutil info ftraceコマンドを使用して、指定した時間にOracle ACFSのオープン・ファイルを表示  

 acfsutil lockstatsコマンドを使用して、クラスタ全体の診断のロック競合統計を表示  

 —gオプションを指定したacfsutil metaコマンドを使用して、コレクション全体ではなく、関連するメタデータに

対してのみ高速スキャンを実行  

 —mオプションを指定したacfsutil info fileコマンドを使用して、Oracle ACFSメタデータの診断情報を表

示  

 acfsutil sizeコマンドを使用して、AIX環境でOracle ACFSファイル・システムの縮小をサポート  

 更新されたOracle ACFSビュー(V$ASM_FILESYSTEM、V$ASM_ACFSSNAPSHOTS、

V$ASM_ACFSAUTORESIZE)に、前のリリースからのコンテンツを反映  

 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD60000
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関連項目: 

 コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理 

 Oracle ACFS診断コマンド 

 ビューを使用したOracle ACFS情報の表示 

 Oracle ACFS fsckコマンドのオンラインでの実行のサポート(Linux)  

停止時間を強制的に設けることなくファイル・システムのオンライン分析を実行し、ファイル・システムのディスマウント(アン

マウント)なしでOracle ACFSファイル・システムのチェックを実行できます。fsckのオンラインでの実行はLinuxでのみサ

ポートされます。  

 

関連項目: 

 Linux環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 Oracle ACFSレプリケーションに関する機能向上 

Oracle ACFSレプリケーションの改善により、レプリケーション・コマンドの柔軟性と機能が向上しています。次に改善点

を示します。 

 Oracle ACFS acfsutil replコマンド(acfsutil repl info —c —uを除く)は、rootではなくOracle 

ASMユーザーとして起動されるようになりました。  

 Oracle ACFS acfsutil repl terminate standbyには、standby terminationコマンドに対する、新

しいremoteキーワードを使用したリモート終了機能が追加されました。  

acfsutil repl terminate standby remote standby-location 

新しいremoteキーワードを使用すると、スタンバイは、スタンバイ・ロケーションのレプリケーションを終了する前に、

プライマリ・ロケーションのレプリケーション処理を終了します。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSレプリケーション 

 レプリケーション用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成

非推奨となった機能 

Oracle ACFS 19cで非推奨となった機能は、次のとおりです。 

 Oracle ACFSレプリケーション・バージョン1の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.3)以上では、Oracle ACFSレプリケーション・プロトコル・バージョン1は非推奨になりました。

レプリケーション・プロトコル・バージョン1は、Oracle ACFS 12cリリース2 (12.2.0.1)で導入されたスナップショット

ベースのレプリケーション・バージョン2に置き換えられました。  

 

関連項目: 
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 Oracle ACFSスナップショット・ベースのレプリケーションの概要は、Oracle ACFSレプリケーションを参照してく

ださい  

 既存のOracle ACFSレプリケーション・プロトコル・バージョン1の環境を、スナップショットベースのレプリケーショ

ンに変換する方法の詳細は、Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成を参照してください。  

 SolarisおよびWindowsでのOracle ACFS暗号化の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.3)からは、SolarisおよびMicrosoft Windowsオペレーティング・システムでOracle 

ACFSの暗号化が非推奨になりました。  

Oracle SolarisおよびMicrosoft WindowsでのOracle ACFS暗号化は、RSAテクノロジに基づいています。

RSAテクノロジのリタイアが通知されました。Linuxでは代替テクノロジを使用するため、Oracle ACFS暗号化は

Linuxで引き続きサポートされ、この非推奨に影響を受けません。  

 WindowsでのOracle ACFSの使用の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Microsoft WindowsでのOracle ACFSの使用は非推奨になりました。 

特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核となるス

ケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。Microsoft WindowsでのOracle ACFSファイル・システ

ムの使用は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。ユース・ケースに応じて、現在の

Oracle ACFSファイル・システムを置き換えるために、Oracle Automatic Storage Management (Oracle 

ASM)、Oracle Databaseファイル・システム(DBFS)またはMicrosoft Windowsの共有に移行することをお薦め

します。 

 Oracle ACFSセキュリティ(Vault)およびOracle ACFS監査の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Oracle ACFSセキュリティ(Vault)およびACFS監査は非推奨になりました。  

特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核となるス

ケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊Oracle ACFSセキュリティ(Vault)およびOracle ACFS

監査は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。 

 メンバー・クラスタでのOracle ACFSの使用(ACFSリモート)の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、メンバー・クラスタでのOracle ACFSの使用(ACFSリモート)は非推奨になり

ました。  

メンバー・クラスタでのOracle ACFSの使用(ACFSリモート)は非推奨であり、将来のリリースで削除される可能性が

あります。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核

となるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊ 

 クラスタ・ドメインの非推奨 - メンバー・クラスタ 

Oracle Grid Infrastructure 19c (19.5)以降、Oracleクラスタ・ドメイン・アーキテクチャに含まれるメンバー・クラ

スタは非推奨になりました。 

Oracleメンバー・クラスタは非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。特定のクラスタ機

能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核となるスケーリング、可用性

および管理性の向上に注力できます。Oracleクラスタ・ドメインは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)とメンバー・クラス

タで構成されます。メンバー・クラスタが非推奨になったことは、DSCと使用しているクラスタリングに影響を及ぼしますが、

他の本番クラスタにサービスをホストする機能には影響しません。次回のソフトウェアまたはハードウェアのアップグレード

で、クラスタ・ドメイン - メンバー・クラスタを使用しない構成に移行することをお薦めします。
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Oracle Automatic Storage Management 18cでの変更 

Oracle Automatic Storage Management 18cでの変更点は、次のとおりです。 

 新機能 

 非推奨となった機能 

 サポート対象外機能

新機能 

Oracle ASM 18cの新機能は、次のとおりです。 

 標準冗長性または高冗長性のディスク・グループを、制限付きマウントを使用せずにフレックス・ディスク・グループに変

換 

従来のディスク・グループ(Oracle ASM 18cより前に作成されたディスク・グループ)を、制限付きマウント(MOUNTED 

RESTRICTED)オプションを使用せずに、Oracle ASMフレックス・ディスク・グループに変換できます。  

制限付きマウントを使用しないで変換する前に、仮想割当てメタデータ(VAM)の移行を有効にして完了しておく必要

があります。 

 

関連項目: 

 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの詳細は、「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループについて」  

 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループ、拡張ディスク・グループおよびファイル・グループの詳細は、

「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」  

 Cascadeオプションを使用したOracle ASMファイル・グループの削除 

ALTER DISKGROUP ... DROP FILEGROUP SQL文でCASCADEキーワードを使用して、ファイル・グループおよび関連付け

られたファイルの削除(コンテンツを含めた削除)を実行できます。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMファイル・グループの詳細は、「Oracle ASMファイル・グループについて」  

 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループ、拡張ディスク・グループおよびファイル・グループの詳細は、

「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」  

 マルチテナントのクローニングに対するOracle ASMフレックス・ディスク・グループのサポート 

マルチテナント・データベースのOracle ASMミラー・クローンを作成できます。Oracle ASMファイル・グループのプロパ

ティ、およびプラガブル・データベースを管理するためのSQL構文が更新されました。 

 

関連項目: 

 Point-in-Timeデータベース・クローンの詳細は、Oracle ASMフレックス・ディスク・グループによるPoint-In-

Timeデータベースのクローニングについてを参照してください  
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 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループ、拡張ディスク・グループおよびファイル・グループの詳細は、

「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」  

 Oracle ASMのその他の拡張 

CONTENT_HARDCHECK.ENABLEDディスク・グループ属性を設定して、データ・コピー操作を実行する際のHardware 

Assisted Resilient Data (HARD)チェックを有効化または無効化します。  

DISK_REPAIR_TIMEディスク・グループ属性のデフォルト値が、3.6時間(3.6h)から12時間(12h)に変更されました。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループ属性の詳細は、「ディスク・グループ属性の管理」  

 メンバー・クラスタのストレージ変換 

ASMCMDコマンドを使用してメンバー・クラスタの構成を管理できます。たとえば、ストレージ方法を、直接Oracle 

ASMから間接Oracle ASMに変更したり、間接Oracle ASMから直接Oracle ASMに変更したりできます。 

 

関連項目: 

 Oracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」  

 メンバー・クラスタを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド」  

 メンバー・クラスタの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

 ASMCMDのshowversionコマンドおよびshowpatchesコマンドに対する変更  

ASMCMDのshowversionコマンドとshowpatchesコマンドに、追加のオプションが提供されました。  

 

関連項目: 

Oracle ASMインスタンスを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMDインスタンス管理コマンド」 

非推奨となった機能 

Oracle ASM 18cで非推奨となった機能は、次のとおりです。 

 Oracle Database18c以上では、リーフ・ノードはOracle Flex Clusterアーキテクチャの一部として非推奨になって

います。 

 

関連項目: 

 Oracle Databaseアップグレード・ガイド 

 Oracle ASMインテリジェント・データ配置の非推奨 

Oracle ASMインテリジェント・データ配置(IDP)機能は、Oracle ASM 12cリリース2 (12.2)以降非推奨となった

ため、将来のリリースでサポート対象外になる予定です。  

 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-6BA197F8-44D4-4663-8191-1CB24EF5F117
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD60000
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ノート: 

仮想割当てメタデータ(VAM)の移行が有効になっている場合、IDP はサポートされません。 

サポート対象外機能 

Oracle ASMリリース18cでサポートされなくなった機能は、次のとおりです。 

 Oracle XDB機能のサポートの終了 

Oracle XDBには、Oracle Databaseリリース18c、バージョン18.1でサポート対象外になった機能があります。 

 STANDBY_ARCHIVE_DESTのサポートの終了 

STANDBY_ARCHIVE_DEST初期化パラメータは、Oracle Databaseリリース18cでサポートが終了しました。  

 

関連項目: 

 Oracle Databaseリリース12cおよびOracle Databaseリリース18cで非推奨となった機能およびサポート対象外

の機能の詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』 

Oracle ASM 18c用のOracle ACFSおよびOracle ADVMでの変更点 

ここでは、Oracle Automatic Storage Management 18cのOracle Automatic Storage Managementクラスタ・

ファイル・システム(Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)への変更点について説明

します。 

 新機能

新機能 

Oracle ASM 18cのOracle ACFSおよびOracle ADVMの新機能は、次のとおりです。 

 Oracle ACFSレプリケーションのための拡張  

Oracle ACFSレプリケーションには、レプリケーション・ロール・リバーサル機能、およびレプリケーションに関与するスト

レージ・ロケーションとしてのOracle ACFSスナップショットの指定が用意されています。Oracle ACFSレプリケーション

には、元のプライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションのロールの入れ替えを可能にする、レプリケーションのロール・

リバーサル機能が用意されています。acfsutil repl reverseコマンドを使用して、元のプライマリを新しいスタンバイ

に変更し、元のスタンバイを新しいプライマリに変更できます。  

ロール・リバーサル機能は、レプリケーションを拡張して追加のディザスタ・リカバリ機能を提供します。Oracle ACFSス

ナップショットをレプリケーションのプライマリ・ロケーションまたはスタンバイ・ロケーションとして指定することにより、マウントさ

れたファイル・システム、またはマウントされたファイル・システムのスナップショットのいずれかをレプリケートすることを選択で

きます。  

データベースの障害リカバリには、Oracle Data GuardおよびOracle Golden Gateをお薦めします。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSレプリケーション 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD
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 レプリケーション用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成 

 Oracle ACFSファイル・システムのサイズの縮小 

acfsutil sizeコマンドが、アクションを完了するために内部でユーザー・データやメタデータを移動する必要があるかど

うかに関係なく、このコマンドを使用してファイル・システムのサイズを縮小できます。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ 

 メンバー・クラスタ用のOracle ACFSリモート・サービス 

ローカル・ストレージが接続されているOracleメンバー・クラスタのサポートに加え、Oracle ACFSは、ローカル・ストレー

ジが接続されていないメンバー・クラスタ(間接ストレージ・メンバー・クラスタ)上のネイティブOracle ACFS機能に対す

るOracle ACFSリモート・サービスを提供します。Oracleドメイン・サービス・クラスタ(DSC)でOracle ACFSのデプロ

イメントを利用することにより、Oracle ACFSリモート・サービスをOracleアプリケーション・クラスタとOracle 

Databaseメンバー・クラスタの両方に使用して、柔軟でファイル・システムをベースとしたアプリケーションおよびデータ

ベースのデプロイメントを可能にできます。NFSベースのエクスポートとは異なり、Oracle ACFSリモート・サービスは、宛

先メンバー・クラスタでのレプリケーション、スナップショット、およびタグ付けなどの高度なOracle ACFS機能を完全にサ

ポートします。 

 

関連項目: 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSについて 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSリモート・サービス 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFS用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド 

 Oracle Flex ASMの管理 

 Oracle ACFSストレージ使用状況に関する追加情報の表示 

acfsutil info storageコマンドを使用して、Oracle ASMディスク・グループ内の領域がOracle ASM、Oracle 

ACFS、およびOracle ADVMの各コンポーネントによってどのように使用されているかを示す、プラットフォームに依存し

ないビューを表示できます。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ 

 Oracle ACFSスナップショット・コマンドの機能拡張 

Oracle ACFSスナップショットの管理を向上させるために、Oracle ACFSのacfsutilコマンドが更新されました。  

 acfsutil snap linkコマンドを使用して、スナップショット・リンクを作成または削除できます。スナップショット・

リンクは、スナップショットが作成されるデフォルトの場所である.ACFS/snapsディレクトリを含まない代替パスを
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使用して、スナップショットのコンテンツへのアクセスを提供します。  

 acfsutil snap dup applyコマンドには、生成されたバックアップ・スナップショットの名前を指定するための—B

オプションが用意されています。  

 

関連項目: 

 スナップショット用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 Oracle ACFSスナップショットについて 

 Oracle ACFSファイル・システムでの変更の一時的なフリーズ 

acfsutil freezeコマンドとacfsutil thawコマンドを使用して、Oracle ACFSファイル・システムでの変更アクティビ

ティを一時的に停止および再開できます。acfsutil freezeコマンドを使用することにより、アプリケーションを停止せず

に、様々なスナップショットでPoint-in-Timeイメージを作成できます。ノード間通信により、すべてのノードでフリーズ操

作が確実に実行されます。フリーズ中、各ノードは、指定したファイル・システムでのすべての変更操作を停止し、ユー

ザー・データとメタデータをフラッシュし、データをディスクにコミットし、それらの操作が完了すると確認応答を送信します。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ 

 Oracle ACFS診断コマンドの機能拡張 

Oracle ACFSの診断管理を改善するために、acfsutil metaなどのOracle ACFS診断コマンドが更新されました。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFS診断コマンド
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第I部 概要  

第I部では、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)、Oracle ASMクラスタ・ファイル・システム

(Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)の概念と機能の概要について、次の各章

で説明します。 

 Oracle Automatic Storage Managementの概要 

 Oracle ASMストレージに関する考慮事項の確認 
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1 Oracle Automatic Storage Managementの概要  

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)、Oracle ASM Cluster File System (Oracle 

ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)は、ストレージ管理の重要なコンポーネントです。 

この章では、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)、Oracle ASMクラスタ・ファイル・システム

(Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)の概念と機能の概要について説明します。

この章のトピックは、次のとおりです:  

 Oracle Automatic Storage Managementの概要 

 Oracle Automatic Storage Management Cluster File Systemについて 

 Oracle ASMの概要の理解 

 Oracle ASMディスク・グループ管理の理解 

『Oracle Automatic Storage Management管理者ガイド』で使用される用語とその定義については、このマニュアルの

「用語集」を参照してください。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMテクノロジのページ(https://www.oracle.com/database/technologies/rac/asm.html) 

 Oracle ASMテクノロジのページ(https://www.oracle.com/database/technologies/rac/acfs.html) 

 My Oracle Support (https://support.oracle.com)の「Master Note for Automatic Storage 

Management (ASM) (Doc ID 1187723.1)」を参照してください。  

Oracle Automatic Storage Managementの概要 

Oracle ASMは、オラクル社推奨のストレージ管理ソリューションであり、従来のボリューム・マネージャ、ファイル・システムおよび

RAWデバイスに代わるものです。 

Oracle ASMは、Oracle Databaseファイルのボリューム・マネージャ兼ファイル・システムで、単一インスタンスのOracle 

DatabaseおよびOracle Real Application Clusters (Oracle RAC)構成をサポートします。  

Oracle ASMでは、データファイルの格納にディスク・グループが使用されます。Oracle ASMディスク・グループとは、Oracle 

ASMで1つの単位として管理されるディスクの集合のことです。ディスク・グループ内では、Oracle Databaseファイルのファイル・

システム・インタフェースがOracle ASMにより公開されます。ディスク・グループ内に保存されたファイルの内容は、均等に分散さ

れるため、ホット・スポットがなくなり、ディスク間のパフォーマンスが均一になります。このパフォーマンスは、RAWデバイスのパ

フォーマンスに匹敵します。  

ディスク・グループに対してディスクの追加や削除を行う際、そのディスク・グループのファイルにアクセス中のデータベースがあっても、

そのアクセスが妨げられることはありません。Oracle ASMは、ディスク・グループに対するディスクの追加や削除が行われる際、

ファイルの内容を自動的に再分散します。再分散のための停止時間は発生しません。  

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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Oracle ASMのボリューム・マネージャ機能には、サーバーベースのフレキシブルなミラー化オプションが用意されています。標準

冗長性と高冗長性のOracle ASMディスク・グループは、それぞれ双方向ミラー化と3方向ミラー化を可能にします。外部冗長

性を使用すると、Redundant Array of Independent Disks(RAID)ストレージ・サブシステムでミラー化保護機能を実

行できるようになります。  

また、Oracle ASMではOracle Managed Files(OMF)機能を使用してデータベース・ファイル管理を簡略化しています。

OMFでは、指定の場所にファイルが自動的に作成されます。OMFにより、ファイルの命名や削除に加え、表領域やファイルを削

除する際の領域開放も自動化されます。OMFを使用して新しいファイルを作成する場合、新しいファイルに対して新しい名前

が作成されるため、ファイルは上書きされません。 

 

  
 

ノート: 

ASM ファイルに OMF を使用することは、次の 3 つの理由でベスト・プラクティスです。  

 OMF 名は一意であることが保証されているため、名前の競合が回避されます。さらに、既存のファイル

を上書きするリスクもなくなります。  

 ASM では、OMF ディレクトリが空の場合は自動的に削除され、データベースまたは PDB の削除後の

クリーンアップが簡略化されます。  

 OMF 名は、長さ制限など、すべてのファイル名制約に自動的に準拠します。  

Oracle ASMは、データ記憶域を少数のディスク・グループに統合することで、データベース記憶域の管理にまつわるオーバー

ヘッドを低減します。より少ないディスク・グループで複数データベースのストレージを統合し、I/Oパフォーマンスを高めます。  

Oracle ASMファイルは、RAWディスクやサード・パーティのファイル・システムなど他のストレージ管理オプションと共存できます。

この機能により、Oracle ASMを既存の環境に統合する作業が簡素化されます。  

Oracle ASMは、SQL*Plus、Oracle ASMコマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)・コマンドライン・インタフェース、Oracle 

ASM Configuration Assistant (ASMCA)などの使いやすい管理インタフェースを備えています。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループの管理の詳細は、「Oracle ASMディスク・グループの管理」  

 Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントの詳細は、「ASMCAによるOracle ASMの管理」  

 ASMCMDコマンドライン・インタフェースの詳細は、「ASMCMDによるOracle ASMの管理」  

 Oracle Databaseの構造およびストレージの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。  

Oracle Automatic Storage Management Cluster File System

について 

Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボ

リューム・マネージャ(Oracle ADVM)は、Oracle ASM機能を拡張します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN12595
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Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)は、マルチプラットフォームのス

ケーラブルなファイル・システムであり、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)の機能を拡張して、

すべてのカスタマ・ファイルをサポートするストレージ管理テクノロジです。Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle 

ADVM)は、ボリューム管理サービスと、クライアントとの標準ディスク・デバイス・ドライバ・インタフェースを提供します。 

 

関連項目: 

Oracle ACFSとOracle ADVMの詳細は、「Oracle Automatic Storage Management Cluster File System」  

Oracle ASMの概要の理解 

この項では、Oracle ASMの主なコンポーネントの概念を説明します。 

次の内容について説明します。 

 Oracle ASMインスタンスについて 

 Oracle ASMディスク・グループについて 

 ミラー化および障害グループについて 

 Oracle ASMディスクについて 

 Oracle ASM割当て単位について 

 Oracle ASMファイルについて 

 

関連項目: 

ストレージ環境の準備の詳細は、「Oracle ASMストレージに関する考慮事項の確認」  

Oracle ASMインスタンスについて 

Oracle ASMインスタンスは、Oracle Databaseインスタンスと同じテクノロジに基づいています。  

Oracle ASMインスタンスには、システム・グローバル領域(SGA)とOracle Databaseのプロセスに似たバックグラウンド・プロセ

スがあります。ただし、Oracle ASMが実行するタスクの量はデータベースよりも少ないため、Oracle ASMのSGAはデータベー

スのSGAよりもかなり少なくなっています。また、Oracle ASMによりサーバーに対するパフォーマンスの影響も最小限に抑えられ

ます。Oracle ASMインスタンスは、ディスク・グループをマウントすることによって、データベース・インスタンスからOracle ASMファ

イルを使用できるようにします。つまり、データベースをマウントするのではありません。  

Oracle ASMがOracle Grid Infrastructureホームにインストールされてから、Oracle Databaseは別のOracleホームに

インストールされます。Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスには、ディスク・グループのディスクへの共有アクセス

が必要です。Oracle ASMインスタンスはディスク・グループのメタデータを管理して、ファイルのレイアウト情報をデータベース・イ

ンスタンスに提供します。  

Oracle ASMメタデータは、Oracle ASMがディスク・グループの制御に使用する情報で、そのディスク・グループ内に存在するメ
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タデータです。Oracle ASMメタデータには次の情報があります。  

 ディスク・グループに属しているディスク 

 ディスク・グループで使用可能な領域の量 

 ディスク・グループ内のファイルのファイル名  

 ディスク・グループのデータファイルのエクステントの場所  

 アトミックに変更するメタデータ・ブロックの情報を記録するREDOログ 

 Oracle ADVMボリューム情報 

Oracle Clusterwareを使用してOracle ASMインスタンスをクラスタ化できます。クラスタ・ノードごとに1つのOracle ASMイ

ンスタンスがあります。同じノード上に異なるデータベースのデータベース・インスタンスが複数存在する場合は、そのノード上の同

じ単一Oracle ASMインスタンスがデータベース・インスタンスによって共有されます。  

標準のOracle ASMクラスタ内のノードのOracle ASMインスタンスに障害が発生すると、そのノード上のすべてのデータベー

ス・インスタンスでも障害が発生します。ただし、Oracle Flex ASM構成では、Oracle 12cデータベース・インスタンスは、別の

ノードの別のOracle ASMインスタンスにリモートでアクセスできるため、機能が停止することはありません。  

ファイル・システム・ドライバの障害とは異なり、Oracle ASMインスタンスの障害ではオペレーティング・システムを再起動する必

要はありません。Oracle RAC環境の場合、ノードでOracle ASMインスタンスの障害が発生すると、残りのノード上のOracle 

ASMインスタンスとデータベース・インスタンスがその障害から自動的にリカバリします。 

図1-1は、1つのOracle ASMインスタンスと複数のデータベース・インスタンスを使用した単一ノード構成を表しています。

Oracle ASMインスタンスは、メタデータを管理し、Oracle ASMファイルの領域を割り当てます。データベース・インスタンスは、

Oracle ASMファイルを作成またはオープンするときに、それらのリクエストをOracle ASMインスタンスに伝えます。それに応じて、

Oracle ASMインスタンスはファイルのエクステント・マップ情報をデータベース・インスタンスに提供します。  

図1-1に2つのディスク・グループがあります。1つのグループには4つのディスクがあり、もう1つのグループには2つのディスクがありま

す。データベースはどちらのディスク・グループにもアクセスできます。図1-1の構成は複数のデータベース・インスタンスを表していま

すが、複数のデータベース・インスタンスの要求に応えるのに必要なOracle ASMインスタンスは1つのみです。 

図1-1 単一インスタンスOracle Databaseに対するOracle ASM  
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図1-2は、Oracle ASMがクラスタ化ストレージ・プールを提供するOracle RAC環境のOracle ASMクラスタを表しています。

クラスタ内の複数のOracle RACデータベースまたは単一インスタンス・データベースに対応するOracle ASMインスタンスがノー

ドごとに1つあります。データベースはすべて統合され、同じ2つのOracle ASMディスク・グループを共有します。 

図1-2 Oracle RACを使用するOracle ASMクラスタ構成 

 

図1-3に示すように、クラスタ化ストレージ・プールを複数の単一インスタンスOracle Databaseで共有できます。この場合、複

数のデータベースが共通のディスク・グループを共有します。Oracle ASMストレージ・プールは、Oracle Clusterwareを使用

して共有されます。ただし、このような環境でOracle RACライセンスは必要ありません。  

複数のノード間でディスク・グループを共有するには、Oracle RACがノードにインストールされているかどうかにかかわらず、

Oracle Clusterwareをすべてのノードにインストールする必要があります。別のノード上にあるOracle ASMインスタンスは、

Oracle ASMクラスタの一部である必要はありません。ただし、Oracle ASMインスタンスがOracle ASMクラスタの一部ではな
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い場合、相互に通信することはできません。Oracle ASMクラスタの一部ではない複数のノードではディスク・グループを共有で

きません。 

図1-3 単一インスタンスOracle Databaseを使用するOracle ASMクラスタ 

 

 

関連項目: 

 Oracle ASMインスタンスの管理の詳細は、「Oracle ASMインスタンスの管理」  

 Oracle Flex ASM構成の詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」  

Oracle ASMディスク・グループについて 

ディスク・グループは複数のディスクで構成され、Oracle ASMが管理する基本オブジェクトです。  

各ディスク・グループには、ディスク・グループ内の領域の管理に必要なメタデータが含まれています。ディスク・グループの構成要

素は、ディスク、ファイルおよび割当て単位です。 

ファイルは、ディスク・グループから割り当てられます。Oracle ASMファイルは、単一のディスク・グループ内に完全に含まれます。

ただし、複数のデータベースに属するファイルがディスク・グループに含まれている場合や、複数のディスク・グループのファイルを単

一のデータベースで使用する場合もあります。ほとんどのインストールでは、少数(通常は2つ)のディスク・グループしか必要とされ

ず、3つより多くなることはめったにありません。  

 

関連項目: 

ディスク・グループの管理の詳細は、「Oracle ASMディスク・グループの管理」  
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ミラー化および障害グループについて 

ミラー化を使用すると、複数のディスクにデータのコピーを保存することにより、データ整合性が保護されます。  

ディスク・グループを作成する場合、次に示す3つの冗長性レベルのいずれかに基づいてOracle ASMディスク・グループ・タイプ

を指定します。  

 標準(双方向ミラー化の場合)  

 高(3方向ミラー化の場合)  

 外部(冗長性のためにハードウェアのRAIDを構成するなど、Oracle ASMのミラー化を使用しない場合)  

冗長性レベルでは、ディスク・グループのディスマウントやデータの消失なしに許容されるディスク障害の数が制御されます。ディス

ク・グループ・タイプでは、Oracleがディスク・グループにファイルを作成するときに使用するミラー化レベルが決定されます。  

Oracle ASMのミラー化は従来のRAIDのミラー化よりも柔軟性があります。冗長性がNORMALに指定されたディスク・グループに

対し、各ファイルの冗長性レベルを指定できます。たとえば、ミラー化されている1つのファイルとミラー化されていないもう1つファイ

ルで同じディスク・グループを共有できます。  

Oracle ASMがミラー化されたファイルにエクステントを割り当てる場合、プライマリ・コピーとミラー・コピーが割り当てられます。プ

ライマリ・コピー以外に、Oracle ASMにより別の障害グループにミラー・コピーを格納するディスクが選択されます。障害グループ

は、データのミラー化コピーを配置するために使用され、これによって各コピーが別々の障害グループのディスク上に配置されます。

ある障害グループのすべてのディスクで同時に障害が発生した場合でもデータは失われません。  

ユーザーは、Oracle ASMディスク・グループの作成時にディスク・グループの障害グループを定義します。ディスク・グループの作

成後は、ディスク・グループの冗長性レベルを変更できません。障害グループの指定を省略した場合は、Oracle ASMにより各

ディスクがそれぞれ固有の障害グループに自動的に配置されます。ただし、Oracle Exadataセル上のディスクを含むディスク・

グループを除きます。通常の冗長性のディスク・グループには、少なくとも2つの障害グループが必要です。高い冗長性のディス

ク・グループには、少なくとも3つの障害グループが必要です。外部冗長性を備えたディスク・グループでは、障害グループは使用

されません。 

 

関連項目: 

 ディスク・グループのタイプとテンプレートの詳細は、「ディスク・グループのテンプレートの管理」  

 ミラー化および障害グループの詳細は、「ミラー化、冗長性および障害グループ・オプション」  

Oracle ASMディスクについて 

Oracle ASMディスクは、Oracle ASMディスク・グループにプロビジョニングされるストレージ・デバイスです。  

Oracle ASMディスクの例を次に示します。  

 ストレージ・アレイのディスクまたはパーティション 

 ディスク全体またはディスクのパーティション 

 論理ボリューム 
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 ネットワーク接続ファイル(NFS) 

ディスク・グループにディスクを追加する場合、ユーザーがOracle ASMディスク名を割り当てることができます。または、Oracle 

ASMディスク名が自動的に割り当てられます。この名前は、オペレーティング・システムで使用されるパス名とは異なります。クラ

スタの場合、異なるノードではディスクに異なるオペレーティング・システムのデバイス名が割り当てられますが、ディスクのOracle 

ASMディスク名はすべてのノードで同じになります。クラスタでは、ディスク・グループを共有するすべてのインスタンスからOracle 

ASMディスクにアクセスできる必要があります。  

Oracle ASMにより、ファイルはディスク・グループ内の全ディスクで均等に分散されます。この割当てパターンにより、すべてのディ

スクが同じ容量レベルで維持され、ディスク・グループ内の全ディスクのI/O負荷が同じになります。Oracle ASMの負荷はディス

ク・グループ内の全ディスク間で均等に分散されるため、異なるOracle ASMディスクが同じ物理ドライブを共有することはできま

せん。  

Oracle ASM割当て単位について  

すべてのOracle ASMディスクは割当て単位(AU)に分割されます。  

割当て単位は、ディスク・グループ内の割当ての基本単位です。ファイル・エクステントは1つ以上の割当て単位から構成されま

す。1つのOracle ASMファイルは1つ以上のファイル・エクステントで構成されます。  

ディスク・グループを作成する場合、Oracle ASMの割当て単位サイズはAU_SIZEディスク・グループ属性を使用して設定できま

す。特定のディスク・グループの互換性レベルに従って、値を1、2、4、8、16、32または64MBに設定できます。通常、AUサイ

ズを大きくすると、大量の順次読取りを使用するデータ・ウェアハウス・アプリケーションのパフォーマンスが向上します。  

 

関連項目: 

 CREATE DISKGROUP SQL文を使用してAU_SIZEを指定する方法を示している例は、例4-1  

 割当て単位サイズおよびディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性属性設定により使用

可能になる機能」  

 割当て単位およびOracle ASMの詳細は、My Oracle Support (https://support.oracle.com)の記事  

Oracle ASMファイルについて 

Oracle ASMディスク・グループに格納されるファイルは、Oracle ASMファイルと呼ばれます。 

各Oracle ASMファイルは、単一のOracle ASMディスク・グループ内に含まれます。Oracle Databaseは、ファイルに関して

Oracle ASMと通信します。これは、Oracle Databaseがファイル・システムでファイルを使用する場合と同じ方法です。

Oracle ASMディスク・グループには、次のような様々なファイル・タイプを格納できます。  

 制御ファイル 

 データファイル、一時データファイルおよびデータファイル・コピー 

 SPFILE 

 オンラインREDOログ、アーカイブ・ログおよびフラッシュバック・ログ 

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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 RMANバックアップ 

 障害時リカバリ構成 

 変更トラッキング・ビットマップ 

 データ・ポンプ・ダンプセット 

Oracle ASMでは、ファイル作成および表領域作成の一環としてOracle ASMファイル名が自動的に生成されます。Oracle 

ASMファイル名はプラス記号(+)で始まり、その後にディスク・グループ名が続きます。ユーザーは、わかりやすいエイリアスを

Oracle ASMファイルに対して指定し、エイリアスの階層ディレクトリ構造を作成できます。  

次の項では、Oracle ASMファイルの構成要素について説明します。 

 Oracle ASMエクステントの理解 

 Oracle ASMのストライプ化の理解 

 Oracle ASMファイル・テンプレートについて 

Oracle ASMエクステントの理解 

Oracle ASMファイルの内容は、ディスク・グループ内の個々のディスク上に格納されるエクステントのセットまたはコレクションとし

て、ディスク・グループに格納されます。 

各エクステントは、個々のディスク上にあります。エクステントは1つ以上の割当て単位(AU)から構成されます。次第に大きくな

るファイルに対応するために、Oracle ASMでは可変サイズのエクステントが使用されます。  

可変サイズのエクステントを使用すると、大きなOracle ASMデータファイルがサポートされ、大規模データベースに必要なSGA

メモリーが少なくてすみます。また、ファイルの作成操作やオープン操作のパフォーマンスが向上します。最初のエクステント・サイズ

は、ディスク・グループの割当て単位サイズと同じです。事前定義のしきい値に基づき、4倍および16倍に増加します。様々なエ

クステントのサイズは、この項に記載されています。 

AUサイズが4MB未満のディスク・グループの場合、次のようになります。 

 最初の20000エクステント・セット(0から19999)のエクステント・サイズは、ディスク・グループのAUサイズと常に同じで

す。  

 次の20000エクステント・セット(20000から39999)のエクステント・サイズは、4*AUサイズになります。  

 次の20000エクステント・セット以上(40000から)のエクステント・サイズは、16*AUサイズになります。  

AUサイズが4MB以上のディスク・グループの場合、およびディスク・グループのRDBMS互換性が11.2.0.4以上の場合、エクス

テント・サイズ数(ディスク・グループのAUサイズ、4*AUサイズまたは16*AUサイズ)は、アプリケーション・ブロック・サイズを使用し

て計算され、最大ファイル・サイズがサポートされます。  

特定のディスク・グループの互換性属性が11.1以上に設定されている場合、エクステント・サイズ指定機能は、新規作成および

サイズ変更されたデータファイルに対して自動的に実行されます。互換性属性の詳細は、ディスク・グループの互換性を参照し

てください。  

図1-4は、Oracle ASMのファイル・エクステントと割当て単位との関係を表しています。最初の8つのエクステント(0から7)は、

4つのOracle ASMディスクに分散され、そのAUサイズと同じです。最初の20000エクステント・セットが終わると、次の20000

エクステント・セット(20000から39999)のエクステント・サイズは4*AUになります。太枠の長方形内に20000から20007の
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エクステント・セット番号が示されています。Oracle ASMのエクステントの次の増分は16*AUです(図1-4には示されていませ

ん)。 

図1-4 ディスク・グループにおけるOracle ASMファイル割当て 

 

Oracle ASMのストライプ化の理解 

Oracle ASMのストライプ化には、ディスク・グループの全ディスク間でのロード・バランシングと、I/O待機時間の削減との2つの

目的があります。 

粗密なストライプ化ではディスク・グループのロード・バランシングが提供されますが、粒度の細かいファイングレイン・ストライプ化で

は、より広く負荷を分散させることによって特定のタイプのファイルに対する待機時間が短縮されます。 

データをストライプ化するために、Oracle ASMによりファイルはストライプに分割され、データはディスク・グループ内の全ディスク

で均等に分散されます。密なストライプのサイズはどの構成においても常に128KBです。これにより、小規模なI/O操作に対す

るI/O待機時間が短縮されます。粗密なストライプのサイズは(データ・エクステント・サイズではなく)AUサイズと常に同じです。  

図1-5と図1-6はOracle ASMのファイルのストライプ化の説明です。いずれの図でも、8つのディスクから構成されるディスク・グ

ループに対し割当て単位サイズは1M(AU_SIZE = 1M)に設定されています。インスタンスは、Oracle ASM 11gリリース2 

(11.2)で、ASMおよびRDBMSのディスク・グループの互換性属性が11.2に設定されているため、最初の20,000エクステント

の後の可変エクステントは図に示すようになります。最初の20,000エクステントでは、エクステント・サイズは1Mで、1割当て単

位(AU)と同じです。最初の20,000エクステントでは、エクステント・サイズは1Mで、1割当て単位(AU)と同じです。  

ファイルのストライプ・チャンクを識別するために、チャンクはA..X(24文字)でラベル付けされ、すべてのチャンクが識別されるまで、

A..Xの後に対しては別のフォントが使用されます。  

図1-5では、ファイルは128Kチャンク(A..Xでラベル付け)でストライプ化され、128Kチャンクは1つのエクステントに格納されます

が、これはディスク1の最初のエクステントから始まり、次にディスク2の最初のエクステント、さらには、ファイルがすべてストライプ化

されるまで、すべてのディスクに対しラウンド・ロビン方式で続きます。この例に示すように、ストライプ化されたチャンクは各ディスク

の最初のエクステントをまず埋め、次に各ディスクの2番目のエクステントというように、ファイルがすべてストライプ化されるまで続き
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ます。 

図1-5 Oracle ASMの密なストライプ化 

 

図1-6では、ファイルは1Mチャンク(A..Xでラベル付け)でストライプ化され、1Mチャンクは1つのエクステントに一意的に格納され

ますが、これはディスク1の最初のエクステントから始まり、次にディスク2の最初のエクステント、さらには、ファイルがすべてストライ

プ化されるまで、すべてのディスクに対しラウンド・ロビン方式で続きます。最初の20,000エクステントでは、AUがエクステント・サ

イズ(1M)と同じ場合、ストライプはエクステント・サイズおよび割当て単位サイズと同じです。エクステントが複数の割当て単位か

ら構成される場合、ファイルのストライプはエクステントのAUに格納されます。ストライプ化チャンクがすべてのディスクの最初のエ

クステントの割当て単位に格納されてから、次のエクステントへとストライプ化が続いていきます。 

図1-6 Oracle ASMの粗密なストライプ化 

 

Oracle ASMファイル・テンプレートについて 

テンプレートは、Oracle ASMファイルの作成時にディスク・リージョン、ファイルのミラー化およびストライプ化属性を指定するため

の属性値の集合です。  
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ファイルの作成時には、テンプレート名を含めることができ、またファイル・タイプではなく個々のファイルに基づいて必要な属性を

割り当てることができます。  

Oracleファイル・タイプごとにデフォルトのテンプレートが用意されていますが、固有の要件に合せてテンプレートをカスタマイズする

こともできます。各ディスク・グループでは、デフォルトのテンプレートが各ファイル・タイプに関連付けられています。  

 

関連項目: 

Oracle ASMテンプレートの詳細は、「ディスク・グループのテンプレートの管理」  

Oracle ASMディスク・グループ管理の理解 

この項では、Oracle ASMディスク・グループの管理について概要を説明します。 

次の内容について説明します。  

 ディスクの検出について 

 ディスク・グループのマウントおよびディスマウントについて 

 ディスクの追加と削除について 

 オンライン・ストレージの再構成および動的リバランスについて 

ディスクの検出について 

ディスク検出プロセスでは、Oracle ASMがアクセスできるディスクのオペレーティング・システム名を見つけます。  

ディスク検出では、マウントされるディスク・グループを構成するすべてのディスクを検出します。検出されたディスクのセットには、

ディスク・グループに追加できるディスクも含まれます。 

Oracle ASMインスタンスには、検出文字列を指定するASM_DISKSTRING初期化パラメータの値が必要です。Oracle ASM

インスタンスでオープンすることが許可されているパス名のみが検出されます。検出文字列の正確な構文は、様々なファクタ(プ

ラットフォームやOracle Exadataディスクが使用されているかどうかなど)によって異なります。オペレーティング・システムによって

容認されるパス名は、常に検出文字列として使用できます。  

 

関連項目: 

 ASM_DISKSTRING初期化パラメータの詳細は、「ASM_DISKSTRING」  

 ディスク検出の詳細は、「Oracle ASMディスク検出」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

ディスク・グループのマウントおよびディスマウントについて 

データベース・インスタンスでディスク・グループ内のファイルにアクセスするには、ローカルOracle ASMインスタンスによってディス

ク・グループをマウントする必要があります。  
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ディスク・グループをマウントするには、全ディスクを検出し、マウントされているディスク・グループのファイルを検索する必要がありま

す。 

ディスク・グループを明示的にディスマウントできます。任意のディスク・グループのファイルが開いているときに、forceオプションを使

用せずにそのディスク・グループをディスマウントしようとすると、エラーが報告されます。Oracle ASM冗長性設定を超えると、ディ

スクに障害が生じる可能性があります。この問題が発生した場合は、ディスク・グループが強制的にディスマウントされます。ディ

スク・グループが強制的にディスマウントされると、データベースはディスク・グループ内のファイルにアクセスできません。 

 

関連項目: 

ディスク・グループの詳細は、「ディスク・グループのマウントおよびディスマウント」  

ディスクの追加と削除について 

ディスクを既存のディスク・グループに追加すると、領域を増やしてスループットを改善することができます。  

指定された検出文字列により、追加できるディスクが特定されます。追加するディスクは、ASM_DISKSTRING初期化パラメータを

使用してすべてのOracle ASMインスタンスによって検出される必要があります。ディスクを追加すると、Oracle ASMのリバラン

ス操作によってデータが新しいディスクに移動します。リバランスI/Oを最小限にするには、複数のディスクを同時に追加するのが

より効率的です。  

ディスクに障害が発生した場合や、容量の用途を再設定する場合、ディスク・グループからディスクを削除できます。ディスクを削

除するには、検出文字列のデバイス名ではなくOracle ASMディスク名を使用します。ディスクへの書込み中にエラーが発生す

ると、ディスクはOracle ASMによって自動的に削除されます。  

 

関連項目: 

ディスク・グループ・メンバーシップの変更については、「ディスク・グループの変更」  

オンライン・ストレージの再構成および動的リバランスについて 

ディスク・グループのリバランスによってデータがディスク間で移動し、すべてのファイルがディスク・グループ内の全ディスクで均等に

分散されます。  

すべてのファイルが均等に分散されると、全ディスクが同じ割合で均等に埋められます。これにより、ロード・バランシングが保証さ

れます。リバランスではI/O統計に基づいてデータが再配置されることはなく、I/O統計に基づいてリバランスが開始されることもあ

りません。Oracle ASMのリバランス操作は、ディスク・グループのディスクのサイズによって制御されます。  

Oracle ASMは、ディスクの追加、削除またはサイズ変更などのストレージ構成の変更後にリバランスを自動的に開始します。

指数設定パラメータにより、リバランス操作が行われる速度が決まります。  

リバランスを手動で開始して、実行するリバランスの指数設定を変更できます。リバランスを実行しているインスタンスが停止する

と、リバランスは自動的に再開されます。データベースはリバランス操作中も動作可能です。  



48 

ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの設定により、データベースのパフォーマンスに対する影響を最小限に抑えることができます。  

 

関連項目: 

 指数制限の設定の詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

 ディスク・リバランスの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」  
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2 Oracle ASMストレージに関する考慮事項の確認  

一部の問題は、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)の構成前にストレージ・サブシステムに関し

て考慮する必要があります。 

Oracle ASMの使用目的でストレージを準備する場合は、まずシステムのストレージ・オプションを決定し、次に特定のオペレー

ティング・システム環境に対してディスク・ストレージを準備する必要があります。  

システムのストレージを構成する場合、システムの初期容量および今後の増加に対応した計画を検討する必要があります。

Oracle ASMによって増加に対応する作業が容易になります。ただし、増加計画はOracle ASMディスクのサイズなどの選択

に影響を与える可能性があります。また、I/Oパフォーマンスがストレージ・ディスクだけでなく、ストレージとホスト間のインターコネ

クトに依存するかどうかも検討する必要があります。クラスタ内のノードの数を増やすにつれて、ストレージ・サブシステムも拡張す

る必要があります。  

この章のトピックは、次のとおりです:  

 ディスク・グループ用のストレージ・リソース 

 Oracle ASMとマルチパス化 

 ストレージ準備の推奨事項 

 ストレージ・デバイス・パスおよび権限の永続性 

ディスク・グループ用のストレージ・リソース 

Oracle ASMディスク・グループの作成に使用できる様々なストレージ・リソースがあります。 

Oracle ASMディスク・グループは、次のいずれかのストレージ・リソースを使用して作成できます。 

 ディスク・パーティション 

ディスク・パーティションは、ディスク・ドライブ全体またはディスク・ドライブのセクションになります。ただし、パーティション表

は上書きされるため、Oracle ASMディスクはパーティション表が含まれているパーティションに置くことはできません。  

 論理ユニット番号(LUN) 

LUNは、ストレージ・アレイによってコンピュータ・システムに提供されるディスクです。ハードウェアRAID機能を使用して

LUNを作成することをお薦めします。ストレージ・ハードウェアRAID 0+1またはRAID5、および他のRAID構成を

Oracle ASMディスクとしてOracle ASMに提供できます。 

 論理ボリューム 

論理ボリューム は、論理ボリュームがLUNにマップされているか、論理ボリュームでディスクまたはRAWパーティションを

使用する比較的単純な構成でサポートされます。論理ボリューム構成では機能が重複するため、お薦めしません。ま

た、Oracle ASMでミラー化が提供されているため、ミラー化に論理ボリューム・マネージャを使用することもお薦めしま

せん。  

 ネットワーク・ファイル・システム(NFS) 

Oracle ASMディスク・グループは、Oracle Direct NFS (dNFS)を含むNFSファイルから作成できます。ディスク・グ
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ループにプロビジョニングされるNFSファイルは、よりよいロード・バランシングと柔軟な容量計画を提供するために、複数

のNFSサーバーからのものであってもかまいません。  

NFSは、Direct NFSを使用してもしなくても、データ・ファイルの格納に使用できます。ただし、NFSはOracle 

Clusterwareファイルに対してはサポートされません。Oracle Real Application Clusters(Oracle RAC)を

WindowsにNFSを使用してインストールするには、Oracle Clusterwareファイルに対するNFS以外の共有ストレー

ジ方法へのアクセスも必要です。 

dNFSではソフト・マウントがサポートされていないため、NFSベースのクォーラム・ディスク(クォーラム障害グループ)では、

Direct NFS (dNFS)を使用しないでください。かわりに、クォーラム・ディスクにはNFSマウント・ポイントのソフト・マウン

トを使用します。ソフト・マウントを使用する場合、Oracle ASMはI/O障害を正常に処理し、関連するクォーラム・ディ

スクのみをオフラインに設定します。 

ハード・マウントすると、NFSサーバーが使用不可になった場合に、Oracle ASMまたはデータベース・インスタンスがハ

ングすることがあります。このようなハングの状態は、Direct NFSを使用するかどうかにかかわらず、またOracle ASMを

ミラーリングに使用しているかどうかにかかわらず発生します。 

 

関連項目: 

Oracle Direct NFSの詳細と、Oracle ASMOの記憶域要件の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの

『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

 

  
 

ノート: 

 Oracle ASM 動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)ボリュームおよび Oracle Automatic 

Storage Management クラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)ファイル・システムは、NFS または共

通インターネット・ファイル・システム(CIFS)ファイルから作成されたディスク・グループでは、現在サポートされ

ていません。ただし、場合によっては、Oracle ACFS ファイル・システムを、NFS または CIFS ファイル・シス

テムとしてネットワーク・クライアントにエクスポートすることはできます。Oracle ACFS Linux、Solaris また

は AIX サーバーと接続している場合、Windows 上の Samba/CIFS クライアントは ACL を使用できま

せん。 

 Oracle ACFS ファイルを介したループバック・ファイル・システムのマウントはサポートされていません。 

 ブロック・デバイスおよび RAW デバイスは、Oracle Universal Installer(OUI)および Database 

Configuration Assistant(DBCA)ではサポートされていません。  

Oracle ASM用のストレージ・リソースを準備する手順は次のとおりです。 

 Oracle ASMディスク・グループの作成に使用できるすべてのストレージ・リソース・デバイス名を識別して、Oracle 

ASM用のストレージ・デバイスを識別または作成します。たとえば、Linuxシステムのデバイス名は通常、

/dev/device_name_identifierという名前構文で、/devディレクトリにあります。  

 ストレージ・デバイス・リソースの所有権とアクセス権を変更します。  

たとえば、Linuxシステムでは次のステップが必要です。 

 デバイスのユーザーおよびグループ所有権をgrid:asmadminなどに変更します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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Oracle ASMの権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」を参照してください。  

 デバイスのアクセス権を読取り/書込みに変更します。 

 

  
 

ノート: 

所有権および権限の設定を持続させるには、udev を使用してシステムを再起動するときにディスクが

root 所有権を元に戻さないことを確認できます。  

Oracle ASMを構成したら、ASM_DISKSTRING初期化パラメータを設定して、ディスク検出が正しく構成されていることを確認し

ます。ASM_DISKSTRINGパラメータの詳細は、「ASM_DISKSTRING」を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

所有権の oracle:dba への設定は、デフォルト設定の一例です。デフォルト以外のインストールでは異なる設定が

必要になる場合があります。通常、ディスク・デバイスの所有者は Oracle バイナリ・ソフトウェアの所有者と同じにし

ます。グループの所有権は、Oracle ASM インスタンスの OSDBA にします。これはインストール時に定義されま

す。Oracle ASM の権限の詳細は、「Oracle ASM の権限について」を参照してください。  

Oracle ASMインストール用のディスク準備の詳細は、Oracle Database、Oracle ClusterwareおよびOracle Real 

Application Cluster(Oracle RAC)のプラットフォーム固有のインストレーション・ガイドを参照してください。  

 

関連項目: 

Oracle Exadataストレージの準備の詳細は、Oracle Exadataのドキュメントを参照してください。 

Oracle ASMとマルチパス化 

マルチパス化ソリューションは、冗長な物理パス・コンポーネントを使用することでフェイルオーバーを提供します。 

これらの冗長性物理パス・コンポーネントとして、サーバーとストレージ・サブシステムの間に存在するアダプタ、ケーブルおよびス

イッチなどがあります。これらのコンポーネントの1つ以上に障害が発生した場合、アプリケーションは引き続きデータにアクセスでき

るため、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)、ホスト・バス・アダプタ、インタフェース・ケーブル、またはマルチポート・ストレージ・ア

レイ上のホスト・ポートでのシングル・ポイント障害はなくなります。  

マルチパス化は、オペレーティング・システムのデバイス・ドライバ・レベルで実装されるソフトウェア・テクノロジです。マルチパス化で

は疑似デバイスが作成され、使用可能なすべてのI/Oパスの間でI/O操作を共有し、それらの操作のバランスを取ることが容易

になります。また、使用可能なすべてのパスにI/O負荷を分散させることでシステムのパフォーマンスも向上するので、自動フェイ

ルオーバーやフェイルバックによる、より高いレベルのデータ可用性が提供されます。 

Oracle ASMはマルチパス化機能を備えた設計になっていませんが、マルチパス化テクノロジとともに機能します。マルチパス化

テクノロジは、数多くのソースから利用できます。ストレージ・ベンダーは固有のストレージ製品に対応したマルチパス化製品を提

供しており、ソフトウェア・ベンダーは通常、複数のサーバー・プラットフォームとストレージ製品に対応したマルチパス化製品を開
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発しています。  

 

関連項目: 

特定のプラットフォームおよびストレージ製品のマルチパス化オプションの詳細は、ストレージまたはソフトウェア・ベンダーのマルチ

パス化のドキュメントを参照してください。 

Oracle ASMでは、ASM_DISKSTRING初期化パラメータの値を、マルチパス・ディスクを表す疑似デバイスと一致するパターンに

設定することにより、マルチパス・ディスクを確実に検出できます。I/Oが疑似デバイスへ送られると、マルチパス・ドライバはそれを

検出し、基礎となるサブパスにロード・バランシングを提供します。  

Oracle ASMで同じディスク・デバイスに対して複数のパスが検出されると、エラーが発生します。マルチパス構成では単一の

ディスクが複数回現れる可能性があるため、マルチパス・ディスクのみを検出するようにOracle ASMを構成する必要があります。  

 

関連項目: 

 ディスク検出の詳細は、「Oracle ASMディスク検出」  

 Oracle ASMおよびマルチパス化の詳細は、My Oracle Support (https://support.oracle.com)  

 システムのマルチパス化の構成については、プラットフォーム別のインストレーション・ガイドを参照してください。 

ストレージ準備の推奨事項 

この項では、Oracle ASMによるストレージ準備の推奨事項について説明します。 

Oracle ASMで使用するストレージを準備する際のガイドラインを次に示します。 

 次のものに対して、個別のディスク・グループを構成します。 

 Oracle Cluster Registry (OCR)と投票ファイル 

 グリッド・インフラストラクチャ管理リポジトリ(GIMR)ファイル 

 データベース・データファイル 

 高速リカバリ領域 

 ディスク・グループごとのLUN (Oracle ASMディスク)の数は、アクティブなI/Oパスの数の少なくとも4倍である必要が

あります。たとえば、ディスク・グループにアクティブなI/Oパスが2つある場合、少なくとも8つのLUNを使用する必要があ

ります。LUNのサイズおよびパフォーマンスは、各ディスク・グループで同じである必要があります。 

I/Oパスは、LUNを提供するストレージとサーバー間の個別のチャネルまたは接続です。アクティブなI/Oパスは、LUN

のI/O負荷がマルチパス・ソフトウェアによって多重化されるI/Oパスです。  

 ディスク・グループ内のすべてのOracle ASMディスクは、ほぼ同じストレージ・パフォーマンスと可用性の特性を備えてい

る必要があります。フラッシュ・メモリー・ドライブやハードディスク・ドライブ(HDD)など、様々な速度のドライブを使用した

ストレージ構成では、最も遅い速度のドライブによってI/Oパフォーマンスが制約されます。 

 Oracle ASMのデータ分散ポリシーは容量に基づいています。ディスク・グループ内のOracle ASMディスクは、均衡を

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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保つために同じ容量となるようにします。 

 パートナ・ステータス表(PST)の必要な数のコピーを維持し、ストレージ・ハードウェアの障害に関する堅牢性を確保す

るには、標準冗長性ディスク・グループでは3つ以上の障害グループ、高冗長性ディスク・グループでは5つ以上の障害

グループを構成します。 

 高性能のストレージ・アレイを使用する場合は、外部冗長性のディスク・グループを作成します。一般に、高性能のスト

レージ・アレイにはハードウェアRAID保護が備わっています。ハードウェアRAIDを使用していない場合や、ホストベース

のボリューム管理機能(ストレージ・システムにまたがるミラー化など)が必要な場合は、Oracle ASMのミラー化冗長性

を使用してください。地理的に離れているサイト(拡張クラスタ)間でミラー化を行う場合は、Oracle ASMのミラー化を

構成で使用できます。 

 Oracle ASMディスク・グループにディスクを割り当てることで、Oracle ASMディスクと他のアプリケーション間のI/O競

合を最小限に抑えます。 

 2の累乗であり、かつOracle ASM割当て単位のサイズ以下であるハードウェアRAIDストライプ・サイズを選択します。 

 一貫性のあるデバイスのネーミングと権限の永続性を実現するにはOracle ASMフィルタ・ドライバ機能を使用します。 

 

関連項目: 

 新規インストール用のディスク・グループの構成の詳細は、「新規Oracleインストール用のディスク・グループの作成」  

 Oracle ASMについては、Oracle Technology Network Webサイト

http://www.oracle.com/technetwork/database/cloud-storage/index.htmlの「Oracle Cloud 

Storage」ページを参照してください。  

 高速リカバリ領域の構成の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してくだ

さい  

 高速リカバリ領域の指定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください  

 障害グループの詳細は、「Oracle ASMの障害グループ」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

ストレージ・デバイス・パスおよび権限の永続性 

Oracle ASMで使用する新しいストレージ・デバイスをインストールまたは構成する前に、管理者はストレージ・パスおよび所有

権がシステムの再起動後も持続するように、ストレージ・デバイス名と所有権を構成する必要があります。 

権限を維持しデバイス・パスを管理するには、Oracle ASMフィルタ・ドライバを使用します。また、Oracle Solarisでは、

Solaris I/Oマルチパス機能を使用して、権限とデバイス・パスを維持できます。  

 

関連項目: 

ストレージ・デバイスでパスおよび権限の永続性を構成する方法の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの『Oracle 

Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=BRADV8183
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11103
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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第II部 Oracle ASMインスタンスおよびディスク・グループ  

第II部では、Oracle ASMインスタンスおよびディスク・グループの管理について、次の章で説明します。 

 Oracle ASMインスタンスの管理 

 Oracle ASMディスク・グループの管理 

 Oracle ASMファイル、ディレクトリおよびテンプレートの管理 

 ビューを使用したOracle ASM情報の表示 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMの管理 

 RMANによるOracle ASMのデータ移行の実行 

 ASMCAによるOracle ASMの管理 

 ASMCMDによるOracle ASMの管理 
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3 Oracle ASMインスタンスの管理  

自動ストレージ管理(Oracle ASM)インスタンスの管理は、Oracle Databaseの管理と同様です。 

この章では、自動ストレージ管理(Oracle ASM)インスタンスの管理方法、Oracle ASMインスタンスのパラメータの構成方法

およびOracle ASMで使用するOracle Databaseパラメータの設定方法について説明します。また、Oracle ASMのアップグ

レード、パッチ適用およびOracle ASMインスタンス・アクセスの認証についても説明します。この章の手順を使用して、Oracle 

ASMを使用するようにデータベースを移行することもできます。  

Oracle ASMインスタンスの管理はOracle Databaseインスタンスの管理と似ていますが、必要な手順は少なくなっています。

ユーザーは、Oracle ASMコマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)コマンドライン・インタフェース、Oracle ASMコンフィギュ

レーション・アシスタント(ASMCA)およびSQL*Plusを使用して、Oracle ASMインスタンス管理タスクを実行できます。  

この章のトピックは、次のとおりです:  

 Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスの異なるリリースの同時使用 

 Oracle ASMインスタンスの初期化パラメータ 

 Oracle ASMインスタンスの管理 

 Oracle ASMのアップグレードおよびパッチ適用 

 Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証 

 Oracle ASMを使用するデータベースの移行 

 Oracle ASM監査証跡の管理  

 

関連項目: 

 Oracle ASMインスタンスの詳細は、「Oracle ASMインスタンスについて」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  
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Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスの異なる

リリースの同時使用 

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) 18cは、Oracle Database 18c以前のソフトウェア・

バージョン(Oracle Database 10gリリース 1 (10.1)を含む)をサポートしています。  

 

  
 

ノート: 

 Oracle Database 18c をサポートするために、Oracle ASM インスタンスは Oracle ASM 18c であ

る必要があります。 

 Oracle Exadata ストレージが存在する場合、Oracle ASM でサポートされる Oracle Database

のバージョンの詳細は、Oracle Exadata のドキュメントを参照してください。  

 異なるリリースの Oracle ASM インスタンスとデータベース・インスタンスが含まれるディスク・グループを使

用する際は、他にも互換性に関する考慮事項があります。  

異なるソフトウェア・バージョンが使用されている場合、データベース・インスタンスは使用されている最も古いリリースのOracle 

ASM機能をサポートします。たとえば、Oracle ASM 18cインスタンスとともに動作しているOracle Database 10gリリース1 

(10.1)データベース・インスタンスは、Oracle ASM 10gリリース1 (10.1)の機能のみをサポートします。  

V$ASM_CLIENTビューには、ソフトウェアのバージョン番号およびインスタンス互換性レベルに関する情報を示す

SOFTWARE_VERSION列およびCOMPATIBLE_VERSION列が含まれます。  

 V$ASM_CLIENTのSOFTWARE_VERSION列には、選択されているディスク・グループ接続のデータベース・インスタンスまた

はOracle ASMインスタンスのソフトウェア・バージョン番号が含まれます。  

 COMPATIBLE_VERSION列には、選択されているディスク・グループ接続のデータベース・インスタンスまたはOracle ASM

インスタンスのCOMPATIBLEパラメータの設定が含まれます。  

V$ASM_CLIENTビューでは、Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスの両方について問い合せることができます。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループの互換性属性設定の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 V$ASM_CLIENTビューに対する問合せを示す例は、例6-5  

 V$ASM_CLIENTビューとV$ASMビューの詳細は、「Oracle ASM情報を表示するビュー」  
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Oracle ASMインスタンスの初期化パラメータ 

この項では、Oracle ASMインスタンス初期化パラメータの設定について説明します。 

Oracle ASMインスタンスをインストールして初期構成を実行するには、Oracle Universal Installer(OUI)とOracle 

ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用します。  

単一インスタンスOracle DatabaseまたはOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)環境にOracle ASMイン

スタンスをインストールしたら、Oracle ASMの最終構成を実行できます。構成する必要があるのは、いくつかのOracle ASM

固有のインスタンス初期化パラメータのみです。通常、デフォルト値で十分です。  

次の内容について説明します。  

 Oracle ASMインスタンスの初期化パラメータ・ファイルについて 

 Oracle ASM初期化パラメータ・ファイルのバックアップ、コピーおよび移動について 

 Oracle ASM初期化パラメータの設定について 

 Oracle ASMの自動メモリー管理について 

 Oracle ASM初期化パラメータの推奨設定 

 Oracle ASMで使用するデータベース初期化パラメータの設定について 

 

関連項目: 

 初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください  

 初期化パラメータ・ファイルについては、『Oracle Database管理者ガイド』  

 Oracle ASMのインストールおよび構成の詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグ

レード・ガイド』  

Oracle ASMインスタンスの初期化パラメータ・ファイルについて 

Oracle ASMをOracle Restart(スタンドアロン)構成でインストールすると、Oracle Universal Installer(OUI)により、

Oracle ASMインスタンス用に別のサーバー・パラメータ・ファイル(SPFILE)とパスワード・ファイルが作成されます。ASM 

SPFILEはインストール時にディスク・グループに格納されます。 

Oracle ASMをクラスタOracle ASM環境にインストールする場合、OUIはディスク・グループ内にOracle ASM用に1つの共

有SPFILEを作成します。 

Oracle ASMインスタンスをアップグレードするときに、ASM SPFILEが元々共有ファイル・システムにあった場合には、Oracle 

ASMインスタンスをアップグレードしてもSPFILEは同じ場所に保持されます。元のOracle ASMインスタンスがPFILEを使用し

ていた場合、アップグレード後もインスタンスはPFILEを使用し続けます。  

SPFILEまたはテキストベースの初期化パラメータ・ファイル(PFILE)は、Oracle ASMインスタンス・パラメータ・ファイルとして使

用できます。SPFILEをOracle ASMクラスタ環境で使用する場合は、ディスク・グループまたはクラスタ・ファイル・システムに

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN-GUID-6F1C3203-0AA0-4AF1-921C-A027DD7CB6A9
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN-GUID-E31FC459-3208-4390-9A27-2FB626520EC4
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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SPFILEを配置する必要があります。Oracle ASM SPFILEはディスク・グループに配置することをお薦めします。既存の

Oracle ASM SPFILEに対して作成された新しいエイリアスを使用してOracle ASMインスタンスを起動することはできません。 

共有Oracle Grid Infrastructureホームを使用しない場合、Oracle ASMインスタンスではPFILEを使用できます。データ

ベース初期化パラメータ・ファイルに適用されるファイル名、デフォルトの場所、および検索順序に関するルールは、Oracle ASM

初期化パラメータ・ファイルにも適用されます。  

Oracle ASMインスタンスが初期化パラメータ・ファイルを検索する場合、検索順序は次のとおりです。 

1. Grid Plug and Play(GPnP)プロファイルに指定された初期化パラメータ・ファイルの場所 

2. GPnPプロファイルに場所が設定されていない場合、検索順序は次のように変ります。 

a. Oracle ASMインスタンス・ホームのSPFILE 

たとえば、Linux環境のOracle Grid Infrastructureホームでは、Oracle ASM用のSPFILEのデフォル

ト・パスは次のとおりです。 

$ORACLE_HOME/dbs/spfile+ASM.ora 

b. Oracle ASMインスタンス・ホームのPFILE 

 

  
 

ノート: 

PFILE または SPFILE は、構成で Oracle ASM インスタンスのデフォルト以外の初期化パラメータを使用す

る場合に必要です。  

Oracle ASM初期化パラメータ・ファイルは、SQL*Plus、ASMCAおよびASMCMDコマンドを使用して管理できます。 

 

関連項目: 

 ASMCA GUIおよびコマンドライン・インタフェースの詳細は、「ASMCAによるOracle ASMの管理」  

 spbackup、spcopy、spmoveなど、Oracle ASM SPFILEを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、

「ASMCMDインスタンス管理コマンド」 

 初期化パラメータ・ファイルの作成とメンテナンスの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 CREATE SPFILE SQL文を使用したSPFILEの作成の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

Oracle ASM初期化パラメータ・ファイルのバックアップ、コピーおよび移動につ

いて 

Oracle ASM SPFILEは、spbackup、spcopyまたはspmoveの各ASMCMDコマンドを使用して、バックアップ、コピーまたは移

動できます。  

加えて、Oracle ASMインスタンスに接続されている場合、SQL CREATE SPFILEを使用すると、Oracle ASM SPFILEを作

成できます。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN002
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01315
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また、特定のプラットフォームで使用できるコマンド(Linuxの場合はcpなど)により、Oracle ASM SPFILEをコピーおよび移動

できます。  

SPFILEまたはPFILEをコピーまたは移動した後で、新しい場所のSPFILEまたはPFILEを使用するには、そのSPFILEまたは

PFILEを使用してインスタンスを再起動する必要があります。  

次の内容について説明します。 

 SPFILEのディスク・グループに対する作成、コピーおよび移動 

 ディスク・グループ内のOracle ASM SPFILEのバックアップ・コピーの作成 

 

関連項目: 

 SPFILEを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、「spbackup」、「spcopy」および「spmove」  

 初期化パラメータ・ファイルの作成とメンテナンスの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。  

 CREATE SPFILE SQL文を使用したSPFILEの作成の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 Grid Plug and Play(GPnP)の詳細は、『Oracle Real Application Clustersインストレーション・ガイド』を参照

してください。  

SPFILEのディスク・グループに対する作成、コピーおよび移動 

ディスク・グループのCOMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性が11.2以上に設定されている場合、Oracle ASM SPFILEをディ

スク・グループに作成、コピーまたは移動できます。  

たとえば、インスタンスをOracle ASM 11gリリース1 (11.1)からOracle ASM 11gリリース2 (11.2)にアップグレードした後、

Oracle ASM SPFILEを、COMPATIBLE.ASMが11.2に設定されているディスク・グループに配置できます。ディスク・グループの

互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」を参照してください。  

次のステップでは、Oracle ASM 11gリリース2 (11.2)インスタンスで$ORACLE_HOME/dbs/asmpfile.oraに格納されている

PFILEを使用していることが前提となっています。SQL CREATE SPFILE文を使用して、ローカル・ファイル・システムまたは共有

ファイル・システムに格納されているPFILEからSPFILEを作成できます。PFILEが存在しない場合は、SQL CREATE PFILE文

を使用して作成できます。  

SPFILEをディスク・グループで作成するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMインスタンスに接続します。 

次に例を示します。 

$ sqlplus / as sysasm 

2. SQL CREATE SPFILE文を使用し、COMPATIBLE.ASMが11.2に設定されているディスク・グループで、SPFILEを作成し

ます。 

たとえば、既存のPFILEからOracle ASM SPFILEを作成します。  

SQL> CREATE SPFILE = '+DATA/asmspfile.ora'  

       FROM PFILE = '$ORACLE_HOME/dbs/asmpfile.ora'; 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN002
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01315
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
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CREATE SPFILEは、Grid Plug and Play(GPnP)プロファイルも更新します。spget ASMCMDコマンドを使用する

と、GPnPプロファイルでのOracle ASM SPFILEの場所を確認できます。spgetを参照してください。  

 

  
 

ノート: 

AS COPY オプションを挿入すると、CREATE SPFILE FROM PFILE 文ではクラスタ全体で SPFILE の場

所が更新されません。  

3. Oracle ASMインスタンスを再起動し、インスタンスで新しい場所のSPFILEを読み取るようにします。  

Oracle ASMインスタンスの停止および起動の詳細は、Oracle ASMインスタンスの起動についておよびOracle 

ASMインスタンスの停止についてを参照してください。  

ディスク・グループ内のOracle ASM SPFILEのバックアップ・コピーの作成 

この項では、ASMCMDコマンドを使用して別のディスク・グループにOracle ASM SPFILEのバックアップ・コピーを作成するス

テップについて説明します。必要に応じて、バックアップ・コピーを使用してOracle ASM SPFILEをリストアできます。 

ソースとターゲットのディスク・グループには、ディスク・グループ属性COMPATIBLE.ASMを11.2以上に設定する必要があります。  

spcopyコマンドを使用してOracle ASM SPFILEのコピーを別のディスク・グループに作成するには、次のステップを実行します。  

1. ASMCMD spgetコマンドを使用してOracle ASM SPFILEの場所を特定します。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > spget 

+DATA/ASM/ASMPARAMETERFILE/registry.253.849343867 

2. spcopyコマンドを使用して、Oracle ASM SPFILEを別のディスク・グループにコピーします。 

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > spcopy +DATA/ASM/ASMPARAMETERFILE/registry.253.849343867 +FRA/spfileCopyASM.ora 

-uオプションを指定せずにspcopyを実行すると、Oracle ASM SPFILEの場所は更新されません。spsetを使用する

と、Oracle ASM SPFILEの場所をGrid Plug and Play(GPnP)プロファイルに設定できます。  

3. ASMCMD lsコマンドを使用して、FRAディスク・グループに含まれているOracle ASM SPFILEファイルのすべてのコ

ピーをリストします。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > ls -l --absolutepath FRA/ASM/ASMPARAMETERFILE 

Type              Redund  Striped  Time             Sys  Name 

ASMPARAMETERFILE  MIRROR  COARSE   JUN 06 13:00:00  Y    +FRA/spfileCopyASM.ora => 

REGISTRY.253.849533009 

4. spgetコマンドを使用して、Oracle ASM SPFILEファイルの現在の場所を確認します。 

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > spget 

+DATA/ASM/ASMPARAMETERFILE/registry.253.849343867 
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ディスク・グループ内の現在のOracle ASM SPFILEファイルが破損している場合、またはディスク・グループがアクセス不可であ

る場合、spsetまたはspcopyを-uオプションとともに使用して、作成済のバックアップ・コピーによりOracle ASM SPFILEファイ

ルをリストアできます。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > spcopy -u +FRA/spfileCopyASM.ora +DATA2/ASM/spfileASM.ora 

Oracle ASM初期化パラメータの設定について 

Oracle ASMインスタンスに対し、いくつかの初期化パラメータを設定する必要があります。これらのパラメータは、Oracle ASM

コンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用して設定できます。SQLのALTER SYSTEM文またはALTER SESSION文を使

用して、データベースの作成後にこれらのパラメータの一部を設定することもできます。  

Oracle ASMパラメータでは、ほとんどの環境に適したデフォルト値を使用しています。名前の接頭辞がASM_*のパラメータは、

データベース・インスタンス・パラメータ・ファイルで使用できません。  

Oracle ASMの自動メモリー管理について 

自動メモリー管理では、MEMORY_TARGETパラメータによってOracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスの両方のメモ

リー関連のパラメータが自動的に管理されます。自動メモリー管理は、MEMORY_TARGETパラメータが明示的に設定されていない

場合でも、Oracle ASMインスタンスに対してデフォルトで有効になります。MEMORY_TARGETに使用されるデフォルト値は、ほと

んどの環境に適しています。これは、完全なOracle ASMメモリー管理を行うために設定する必要がある唯一のパラメータです。

Oracle ASMの自動メモリー管理を使用することを強くお薦めします。  

Oracle ASMインスタンスでは、ORA-04031エラーが発生し、自動メモリー管理が有効になっている場合、MEMORY_TARGET

およびMEMORY_MAX_TARGETに設定された値を自動的に増やすことができます。MEMORY_MAX_TARGETに明示的に値が設定さ

れている場合は、ORA-04031が発生するたびに、MEMORY_TARGET値が既存のMEMORY_TARGET値の10%または128 MBの

いずれか大きい方の分ずつ増えますが、顧客が指定したMEMORY_MAX_TARGET値を超えることはありません。

MEMORY_MAX_TARGETが明示的に設定されていない場合は、MEMORY_TARGETおよびMEMORY_MAX_TARGETが既存の

MEMORY_TARGET値の10%または128 MBのいずれか大きい方の分ずつ、最大5回まで増えます。新しいMEMORY_TARGET設

定およびMEMORY_MAX_TARGET設定を使用するには、Oracle ASMインスタンスを再起動する必要があります。  

MEMORY_TARGETの値は設定せずにメモリー関連の他のパラメータの値を設定した場合、Oracleはこれらのメモリー・パラメータの

値に基づいてMEMORY_TARGETの最適値を内部で計算します。データベース・インスタンスの場合と同様に、MEMORY_TARGETは

MEMORY_MAX_TARGETパラメータの値まで動的に増やすことができます。  

推奨事項ではありませんが、Oracle ASMパラメータ・ファイルでMEMORY_TARGETの値を0に設定するか、ALTER SYSTEM SET 

MEMORY_TARGET=0文を実行することで自動メモリー管理を無効にできます。自動メモリー管理を無効にすると、Oracleは自動

共有メモリー管理および自動PGAメモリー管理に戻ります。Oracle ASM SGAメモリーを手動で管理するためにOracle 

Database 10gリリース2 (10.2)の機能に戻すには、ALTER SYSTEM SET SGA_TARGET=0文も実行します。Oracle ASMイ

ンスタンスでの自動メモリー管理パラメータの作用は、明記されていないかぎり、Oracle Databaseインスタンスでの作用と同じ

です。  
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ノート: 

 Linux 環境では、/dev/shm が使用できない、あるいは小さい場合、自動メモリー管理は機能しません。

詳細は、Oracle Database 管理者リファレンス for Linux and UNIX-Based Operating 

Systems を参照してください。自動メモリー管理をサポートするプラットフォームについては、『Oracle 

Database 管理者ガイド』を参照してください。  

 Oracle ASM の MEMORY_TARGET の最小値は 1GB です。MEMORY_TARGET にこれより小さい値を設定

すると、MEMORY_TARGET の値は自動的に 1GB に増やされます。  

 Oracle Exadata 環境でのメモリー初期化パラメータの推奨設定については、Oracle Exadata のド

キュメントを参照してください。 

 

関連項目: 

 Oracle ASMとは異なるデータベース・インスタンスの自動メモリー管理機能の詳細は、『Oracle Database管理者

ガイド』を参照してください。  

 メモリー管理方法の概要は、『Oracle Database概要』を参照してください。  

Oracle ASM初期化パラメータの推奨設定 

この項では、Oracle ASMの次の初期化パラメータについて説明します。 

 ASM_DISKGROUPS 

 ASM_DISKSTRING 

 ASM_IO_PROCESSES 

 ASM_POWER_LIMIT 

 ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS 

 DB_CACHE_SIZE 

 DIAGNOSTIC_DEST 

 INSTANCE_TYPE 

 LARGE_POOL_SIZE 

 PROCESSES 

 REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE 

 SHARED_POOL_SIZE 

 

関連項目: 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UNXAR
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UNXAR
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11236
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11236
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11197
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11197
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CNCPT1244
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 初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。  

 初期化パラメータ・ファイルの作成とメンテナンスの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。  

ASM_DISKGROUPS 

SQLのALTER DISKGROUP ALL MOUNT文が発行されると、ASM_DISKGROUPS初期化パラメータでは、Oracle ASMインスタンス

が起動時にマウントするディスク・グループ名のリストを指定します。  

NOMOUNT起動オプションを指定しないかぎり、Oracle ASMインスタンスの起動プロセスはALTER DISKGROUP ALL MOUNTを実

行します。  

ASM_DISKGROUPSパラメータのデフォルト値はNULL文字列です。  

ASM_DISKGROUPSパラメータは動的です。サーバー・パラメータ・ファイル(SPFILE)を使用している場合は、ほとんどの場合、

ASM_DISKGROUPSの値を手動で変更する必要はありません。ディスク・グループが正常に作成またはマウントされると、Oracle 

ASMによってパラメータにディスク・グループが自動的に追加されます。また、ディスク・グループが削除されると、Oracle ASMに

よりディスク・グループがパラメータから自動的に削除されます。ただし、手動ディスマウントではSPFILEは更新されません。  

 

  
 

ノート: 

Oracle Flex ASM 構成では、ディスマウント時にディスク・グループが SPFILE から削除されることはありません。

ディスク・グループは、リモート・インスタンスがアクセスできるように常に自動マウントする必要があります。リモート・イン

スタンスは、Oracle Database、Oracle IOServer、または Oracle ASM インスタンスとは異なるノードに配置

されている Oracle ASM プロキシのインスタンスです。 

ASM_DISKGROUPSパラメータを動的に設定する例を次に示します。  

SQL> ALTER SYSTEM SET ASM_DISKGROUPS = DATA, FRA; 

テキスト初期化パラメータ・ファイル(PFILE)を使用している場合は、インスタンスの起動時に自動的にマウントされるように、初

期化パラメータ・ファイルを編集してディスク・グループの名前を追加する必要があります。自動的にマウントされる必要のないディ

スク・グループの名前を削除する必要があります。  

初期化ファイル内のASM_DISKGROUPSパラメータの例を次に示します。  

ASM_DISKGROUPS = DATA, FRA 

 

  
 

ノート: 

ALTER DISKGROUP...ALL MOUNT コマンドまたは ALTER DISKGROUP...ALL DISMOUNT コマンドを発行しても、

ASM_DISKGROUPS の値に影響はありません。  

Oracle Database 12cリリース1以降では、Oracle ASM構成で最大511のディスク・グループをサポートします。Oracle 

Databaseリリース12cリリース1よりも前のOracle ASM構成では、サポートされるディスク・グループは63個までです。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN-GUID-FD266F6F-D047-4EBB-8D96-B51B1DCA2D61
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN002
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関連項目: 

 起動時にマウントされるディスク・グループの詳細は、「起動時のディスク・グループのマウントについて」  

 Oracle ASMディスク・グループのマウントの詳細は、「ディスク・グループのマウントおよびディスマウント」  

 Oracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」  

 ASM_DISKGROUPS初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

ASM_DISKSTRING 

ASM_DISKSTRING初期化パラメータでは、Oracle ASMインスタンスによって検出されるディスクのセットを制限する文字列のカ

ンマ区切りリストを指定します。  

検出文字列には、ワイルドカード文字を含めることができます。文字列のいずれかに一致するディスクのみが検出されます。同じ

ディスクを2回検出することはできません。 

検出文字列の書式は、使用しているOracle ASMライブラリとオペレーティング・システムによって異なります。パターン一致がサ

ポートされます。デフォルトのパターン一致の詳細は、使用しているオペレーティング・システム固有のインストレーション・ガイドを

参照してください。  

たとえば、Linuxサーバーで、検出プロセスの対象をOracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)またはASMLIBを使用

しないOracle ASMインスタンスの/dev/rdsk/mydisksディレクトリ内のディスクのみに限定するには、ASM_DISKSTRING初期

化パラメータを次のように設定します。  

/dev/rdsk/mydisks/* 

アスタリスクは必須です。 

名前がdisk3またはdisk4で終わるディスクのみを含めるように検出プロセスを制限するには、Linuxシステム上で

ASM_DISKSTRINGを次のように設定できます。  

ASM_DISKSTRING = '/dev/rdsk/*disk3', '/dev/rdsk/*disk4' 

パスの最初の文字として?文字を使用すると、対象がOracleホーム・ディレクトリまで広がります。オペレーティング・システムに

よっては、?文字をパスの他の場所で使用すると、1文字のワイルドカードになります。  

ASM_DISKSTRINGパラメータのデフォルト値はNULL文字列です。NULL値を使用すると、デフォルト・パスで、Oracle ASMインス

タンスが読取りおよび書込みアクセス権を持つシステム内の全ディスクが検索されます。デフォルトの検索パスは、プラットフォーム

固有です。デフォルトの検索パスの詳細は、ご使用のオペレーティング・システム用のインストレーション・ガイドを参照してください。  

クラスタ内のすべてのOracle ASMインスタンスが固有の検出文字列のいずれかを使用してディスクを検出できないかぎり、

Oracle ASMではそのディスクを使用できません。すべてのノードで名前が同じである必要はありませんが、クラスタ内のすべての

ノードで全ディスクが検出可能である必要があります。そのため、場合によっては、初期化パラメータを動的に変更して新しいス

トレージを追加できるようにする必要があります。  

 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10247
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関連項目: 

 ディスク検出の詳細は、「Oracle ASMディスク検出」  

 Oracle Exadata用のOracle ASM検出文字列の書式は、Oracle Exadataのドキュメントを参照してください。  

 ASM_DISKSTRING初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

ASM_IO_PROCESSES 

ASM_IO_PROCESSES初期化パラメータでは、Oracle IOServer (IOS)サーバー・インスタンスで開始されるIOワーカー・プロセ

スの数を指定します。  

このパラメータは、Oracle Grid Infrastructureホームで稼働しているOracle IOServerインスタンスに対してのみ適用され

ます。 

IOServerインスタンスは、クライアント・クラスタの資格証明ファイルの生成時に、Oracle Grid Infrastructure構成で自動

的に起動されます。クライアント・クラスタ内で稼働しているIOServerインスタンスの数を構成できます。 

ほとんどの場合、デフォルト値で動作します。ただし、高いIO負荷の下では、デフォルトよりも高い値が適切な場合もあります。 

 

関連項目: 

 Oracle IOServerおよびOracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの概要」  

 ASM_IO_PROCESSES初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

ASM_POWER_LIMIT 

ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータでは、ディスク・グループのディスク・リバランスのデフォルトの指数を指定します。  

値の範囲は0から1024です。デフォルト値は1です。値0の場合、リバランスは無効です。値が大きいほどリバランス操作の完了は

早くなりますが、I/Oオーバーヘッドとリバランス処理が増える可能性があります。  

 ディスク・グループのASM互換性が11.2.0.2以上(たとえばCOMPATIBLE.ASM = 11.2.0.2)に設定されているディス

ク・グループの場合、リバランス指数の可能な値の範囲は0から1024です。  

 ディスク・グループのASM互換性が11.2.0.2よりも低く設定されているディスク・グループの場合、可能な値の範囲は0

から11です。ASM_POWER_LIMITの値が11よりも高い場合、11の値がこのディスク・グループに使用されます。  

ディスク・グループのリバランス操作の指数は、次の文のPOWER句で指定することもできます。SQLのALTER 

DISKGROUP ..REBALANCE statement.POWER句で指定可能な値の範囲は、ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータと同じです。

ASM互換性が11.2.0.2よりも低く設定されたディスク・グループに対しPOWER句に11よりも大きい値を指定すると、警告が表示

されて、11と同じPOWERの値がリバランスに使用されます。  

ディスク・グループのリバランス操作の指数の指定は、リバランス操作のみに影響を及ぼし、ディスク・グループへの新しい割当てに

は影響しません。 

 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10248
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN-GUID-25CB85C7-6371-4AEC-A79F-2DC1E0D4370D


66 

  
 

ノート: 

 ASM_POWER_LIMIT 初期化パラメータは 0 に設定しないことをお薦めします。  

 Oracle Exadata 環境または Oracle Data Appliance 環境では、ASM_POWER_LIMIT 初期化

パラメータを 0 に設定できません。  

 

関連項目: 

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータとPOWER句の詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」と「リバランス操作の

調整」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

 ALTER DISKGROUP REBALANCE SQL文のPOWER句の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS 

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータの値は、特定のインスタンスによって優先的に読み取る必要があ

る障害グループを指定する文字列のカンマ区切りリストです。  

 

  
 

ノート: 

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS 初期化パラメータは、Oracle ASM 12c リリース 2 (12.2)で非推

奨となったので、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。  

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPSパラメータ設定はインスタンス固有です。デフォルト値はNULLです。このパラメータは、

通常、クラスタ化されたOracle ASMインスタンスに使用され、その値はノードによって異なってもかまいません。  

次に例を示します。 

diskgroup_name1.failure_group_name1, ...  

 

  
 

ノート: 

物理的に切り離された複数のサイトに広がるノードで構成される Oracle Extended Cluster では、

PREFERRED_READ.ENABLED ディスク・グループ属性によって優先読取り機能をディスク・グループに対して有効にする

かどうかを制御します。優先読取り機能が有効である場合、この機能により、インスタンスでは自身と同じサイトにあ

るディスクを特定し、そこから読み取ることができるため、パフォーマンスが向上します。PREFERRED_READ.ENABLED が

有効になっていてもいなくても、Oracle ASM インスタンスまたはクラスタ内のクライアント・インスタンスの障害グルー

プ・レベルに ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS 初期化パラメータ(下位互換性のために使用可)を使用し

て、優先読取りを設定できます。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10246
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS で設定された障害グループ値は、PREFERRED_READ.ENABLED サイト値

よりも優先されます。クライアント・インスタンスでの ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS の値は、Oracle 

ASM インスタンスでの値よりも優先されます。  

 

関連項目: 

 優先読取りの障害グループの詳細は、「優先読取りの障害グループ」  

 PREFERRED_READ.ENABLEDディスク・グループ属性の詳細は、「PREFERRED_READ.ENABLED」  

 拡張クラスタ内の優先ディスクの構成については、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・

ガイド』  

 ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

DB_CACHE_SIZE 

DB_CACHE_SIZEパラメータの設定により、バッファ・キャッシュのサイズが決まります。  

自動メモリー管理を使用する場合、DB_CACHE_SIZE初期化パラメータの値を設定する必要はありません。  

このバッファ・キャッシュは、メタデータ・ブロックを格納します。このパラメータのデフォルト値は、ほとんどの環境に適しています。  

 

関連項目: 

 DB_CACHE_SIZE初期化パラメータの設定については、『Oracle Database管理者ガイド』  

 メモリー構成の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』  

 DB_CACHE_SIZEパラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

DIAGNOSTIC_DEST 

DIAGNOSTIC_DEST初期化パラメータでは、インスタンスの診断が格納されるディレクトリを指定します。  

Oracle Grid Infrastructureインストールの場合、Oracle ASMインスタンスのデフォルト値は$ORACLE_BASEディレクトリで

す。  

例3-1にOracle ASMインスタンスの診断ディレクトリの例を示します。 

例3-1 Oracle ASMインスタンスの診断ディレクトリの例 

$ ls $ORACLE_BASE/diag/asm/+asm/+ASM 

alert  cdump  hm  incident  incpkg  ir  lck  metadata  stage  sweep  trace

 

関連項目: 

 DIAGNOSTIC_DEST初期化パラメータの設定と障害診断のインフラストラクチャについては、『Oracle Database管理

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD820
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD820
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10279
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN00207
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=TGDBA290
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10033
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11008


68 

者ガイド』を参照してください。  

 DIAGNOSTIC_DESTパラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

INSTANCE_TYPE 

INSTANCE_TYPE初期化パラメータには、インスタンスがデータベース・インスタンス、Oracle Automatic Storage 

Management (Oracle ASM)インスタンスまたはOracle ASMプロキシ・インスタンスのどれであるかを指定します。  

初期化ファイル内のINSTANCE_TYPEパラメータの例を次に示します。  

INSTANCE_TYPE = ASM 

値asmおよびrdbmsに加えて、INSTANCE_TYPEは、Oracle Flex ASM構成でasmproxyに設定できます。  

 

関連項目: 

 Oracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」  

 INSTANCE_TYPEパラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

LARGE_POOL_SIZE 

LARGE_POOL_SIZEパラメータの設定は、大きな割当てに使用されます。  

自動メモリー管理を使用する場合、LARGE_POOL_SIZE初期化パラメータの値を設定する必要はありません。  

このパラメータのデフォルト値は、ほとんどの環境に適しています。 

 

関連項目: 

 LARGE_POOL_SIZE初期化パラメータの設定については、『Oracle Database管理者ガイド』  

 メモリー構成の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』  

 LARGE_POOL_SIZEパラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

PROCESSES 

PROCESSES初期化パラメータはOracle ASMに影響しますが、ほとんどの場合、デフォルト値が適しています。  

ただし、複数のデータベース・インスタンスがOracle ASMインスタンスに接続されている場合は、次の式を使用できます。nは、

Oracle ASMインスタンスに接続されているデータベース・インスタンスの数です。  

非Exadata環境では、推奨設定は次のとおりです。 

 n < 10の場合は、PROCESSES = 50*n + 50  

 n >= 10の場合は、PROCESSES = 10*n + 450  

Oracle Exadata環境では、推奨設定はPROCESSES = MAX(450 + 10*n, 1024)です。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11008
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10280
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10244
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN00207
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=TGDBA290
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10078
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関連項目: 

 PROCESSES初期化パラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 PROCESSESパラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE 

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE初期化パラメータでは、Oracle ASMインスタンスでパスワード・ファイルをチェックするかどうかを

指定します。  

このパラメータは、Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスに対して同じように機能します。 

 

関連項目: 

 REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE初期化パラメータの設定については、『Oracle Database管理者ガイド』  

 REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILEパラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

SHARED_POOL_SIZE 

SHARED_POOL_SIZEパラメータの設定により、インスタンスの管理に必要なメモリーの量が決まります。  

自動メモリー管理を使用する場合、SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータの値を設定する必要はありません。このパラメータの

設定は、エクステント・ストレージ用に割り当てられる領域のサイズの決定にも使用されます。このパラメータのデフォルト値は、ほ

とんどの環境に適しています。  

 

関連項目: 

 SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータの設定については、『Oracle Database管理者ガイド』  

 メモリー構成の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』  

 SHARED_POOL_SIZEパラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

Oracle ASMで使用するデータベース初期化パラメータの設定について 

データベース・インスタンスで自動メモリー管理を使用しない場合、Oracle ASMをサポートするにはデータベース・インスタンスの

SGAパラメータ設定を少し変更する必要があります。自動メモリー管理を使用する場合、この項で説明するサイズ指定データ

は、情報としてのみ、またはSGAに使用する適切な値を判断するための補足情報として扱うことができます。自動メモリー管理

を使用することを強くお薦めします。  

データベース・インスタンス上のSGAサイズ指定に関するガイドラインを次に示します。  

 PROCESSES初期化パラメータ: 現在の値に16を追加します。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11108
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10175
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN001
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10184
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN00207
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=TGDBA290
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10202
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 LARGE_POOL_SIZE初期化パラメータ: 現在の値に600Kを追加します。  

 SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータ: 次の問合せの値を集計して、Oracle ASM上にあるか、またはOracle 

ASMに格納される現在のデータベース記憶域のサイズを求めます。次に、冗長性タイプを確認し、集計値を入力とし

て使用してSHARED_POOL_SIZEを計算します。  

SELECT SUM(bytes)/(1024*1024*1024) FROM V$DATAFILE; 

SELECT SUM(bytes)/(1024*1024*1024) FROM V$LOGFILE a, V$LOG b 

       WHERE a.group#=b.group#; 

SELECT SUM(bytes)/(1024*1024*1024) FROM V$TEMPFILE  

       WHERE status='ONLINE';  

 外部冗長性を使用しているディスク・グループの場合は、100GBの領域ごとに1MBの追加共有プールと

2MBが必要です。 

 標準冗長性を使用しているディスク・グループの場合は、50GBの領域ごとに1MBの追加共有プールと4MB

が必要です。 

 高冗長性を使用しているディスク・グループの場合は、33GBの領域ごとに1MBの追加共有プールと6MBが

必要です。 

 

関連項目: 

 Oracle Databaseインスタンスでのメモリー割当て管理については、『Oracle Database管理者ガイド』  

 メモリーの構成および使用の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN00207
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=TGDBA290
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Oracle ASMインスタンスの管理 

Oracle ASMは、通常、Oracle Databaseホームとは別のOracle Grid Infrastructureホームにインストールされます。

標準的な構成のサーバーでは、Oracle ASMインスタンスが1つのみサポートされますが、Oracle Flex ASMでは、追加の構

成オプションが提供されます。 

Oracle ASMインスタンスを管理する場合、管理アクティビティをOracle Grid Infrastructureホームで実行する必要があり

ます。 

この項では、Oracle ASMインスタンスを管理する方法について説明します。内容は次のとおりです。  

 スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructureの使用 

 Oracle ASMインスタンスの起動について 

 Oracle ASMインスタンスの停止について 

 サーバー制御ユーティリティによるOracle ASMインスタンスの管理について 

 アウトオブプレース・アップグレードについて 

 構成ウィザードによるOracle Grid Infrastructureの構成について 

 Oracle ASM用のアクティブ・セッション履歴サンプリングについて 

 WindowsでのOracleホーム・ユーザーについて 

 

関連項目: 

 Oracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」  

 Oracle ASMとデータベース・ファイル作成の詳細は、「SQL*Plusを使用したOracle ASMでのデータベース・ファイル

の作成」  

スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructureの使用 

スタンドアロン・サーバー(Oracle Restart)用のOracle Grid Infrastructureにより、Oracle Databaseの可用性は向上

します。  

スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructureをインストールすると、Oracle ASMとOracle Restartの両方が

組み込まれます。スタンドアロン・サーバー(Oracle Restart)用のOracle Grid Infrastructureは、Oracle Database

ホームとは別にインストールするOracle Grid Infrastructureホームから実行されます。 

Oracle Restartでは、単一インスタンスの(クラスタ化されていない)Oracle Database、Oracle ASMインスタンス、サービス、

リスナー、およびサーバー上で実行されているその他のプロセスの起動および再起動が管理されます。ハードウェア障害またはソ

フトウェア障害後にサービスの割込みが発生すると、Oracle Restartは自動的にコンポーネントを再起動するために必要なス

テップを取ります。  

サーバー制御ユーティリティ(SRVCTL)を使用すると、Oracle ASMインスタンスなどのコンポーネントをOracle Restartに追
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加できます。次に、Oracle ASMインスタンスに対してOracle Restart保護を有効にします。SRVCTLを使用して、Oracle 

Restart保護の削除または無効化も行います。 

 

関連項目: 

 Oracle Restartの構成および管理の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 Oracle RACノードにある単一インスタンス・データベースの自動再起動の詳細は、Oracle Real Application 

Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

 Oracle Grid Infrastructureのインストールの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよび

アップグレード・ガイド』  

Oracle ASMインスタンスの起動について 

この項では、Oracle ASMインスタンスを管理する方法について説明します。内容は次のとおりです。  

 Oracle ASMインスタンスへの接続およびOracle ASMインスタンスの起動 

 SPFILEパスが不正な場合のOracle ASMインスタンスの起動 

 起動時のディスク・グループのマウントについて 

 制限モードについて 

Oracle ASMインスタンスへの接続およびOracle ASMインスタンスの起動 

Oracle ASMインスタンスはOracle Databaseインスタンスと同様の方法(相違点はわずかです)で起動します。 

SQL*PlusによるOracle ASMインスタンスの起動時には、次の点に注意してください。  

 SQL*PlusでローカルOracle ASMインスタンスに接続するには、ORACLE_SID環境変数をOracle ASMシステム識

別子(SID)に設定します。  

単一インスタンス・データベース用のデフォルトOracle ASM SIDは+ASM、Oracle RACノード用のデフォルトOracle 

ASM SIDは+ASMnode_numberです。node_numberはノードの番号です。ORACLE_HOME環境変数は、Oracle 

ASMがインストールされているグリッド・インフラストラクチャ・ホームに設定する必要があります。  

 

  
 

ノート: 

デフォルトの Oracle ASM SID 名を変更しないことをお薦めします。 

 初期化パラメータ・ファイルには、次のエントリが含まれている必要があります。  

INSTANCE_TYPE = ASM 

このパラメータは、データベース・インスタンスではなくOracle ASMインスタンスが起動中であることを示します。  

 データベースをマウントしてオープンするかわりにSTARTUPコマンドを実行すると、Oracle ASMディスク・グループのマウン

トが試みられます。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN12708
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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Oracle ASMインスタンスが起動したら、ALTER DISKGROUP...MOUNTコマンドを使用してディスク・グループをマウント

できます。  

 関連するOracle ASMインスタンスを起動するときに、関連するOracle Databaseインスタンスが動作している必要

はありません。 

Oracle ASMによってSQL*Plus STARTUPコマンド・パラメータがどのように解釈されるのかを次に示します。  

 FORCEパラメータ  

再起動する前にSHUTDOWN ABORTをOracle ASMインスタンスに発行します。  

Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)ファイル・システムが

Oracle ADVMボリュームに現在マウントされている場合は、そのファイル・システムを先にディスマウントする必要があり

ます。そうしないと、アプリケーションでI/Oエラーが発生し、Oracle ASMストレージの隔離前にOracle ACFSのユー

ザー・データおよびメタデータがストレージに書き込まれない可能性があります。  

 MOUNTまたはOPENパラメータ  

ASM_DISKGROUPS初期化パラメータで指定されたディスク・グループをマウントします。コマンド・パラメータが指定されて

いない場合は、これがデフォルトになります。  

 NOMOUNTパラメータ  

ディスク・グループをマウントせずにOracle ASMインスタンスを起動します。 

 RESTRICTパラメータ  

制限モードでインスタンスを起動します。制限モードでは、CREATE SESSIONとRESTRICTED SESSIONの両方のシステム

権限を持つユーザーに対してのみアクセスが許可されます。RESTRICT句は、MOUNT、NOMOUNTおよびOPEN句と組み合

せて使用できます。  

制限モードでは、データベース・インスタンスはディスク・グループを使用できません。つまり、データベースはそのディスク・グ

ループに含まれるファイルを開くことができません。また、クラスタの他のインスタンスによってディスク・グループをマウントす

ることもできません。制限モードでディスク・グループをマウントする場合、そのディスク・グループをマウントできるOracle 

ASMインスタンスは1つのみです。このモードは、構成の問題を修復するためにディスク・グループをマウントする際に役

立ちます。  

Oracle ASMインスタンスを起動する場合のSQL*Plusセッションの例を次に示します。  

SQLPLUS /NOLOG 

SQL> CONNECT SYS AS SYSASM 

Enter password: sys_password 

Connected to an idle instance. 

SQL> STARTUP 

ASM instance started 

Total System Global Area   71303168 bytes 

Fixed Size                 1069292 bytes 

Variable Size              45068052 bytes 

ASM Cache                  25165824 bytes 

ASM disk groups mounted 

 

関連項目: 
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 Oracle ACFSファイル・システムのディスマウントの詳細は、「ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムの登録

解除、ディスマウント、無効化」  

 ユーザー認証の詳細は、「Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証」  

 ASMCMD startupコマンドによるOracle ASMインスタンスの起動の詳細は、「startup」  

 制限モードの詳細は、「制限モードについて」  

 起動時にマウントされるディスク・グループの詳細は、「起動時のディスク・グループのマウントについて」  

 ディスク・グループのマウントの詳細は、「ディスク・グループのマウントおよびディスマウント」  

 環境変数を使用したインスタンスの選択の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 Oracleインスタンスの起動および停止の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 Oracle RACでのSRVCTLによるOracle ASMインスタンスの起動の詳細は、『Oracle Real Application 

Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』  

 Oracle Clusterware Clusterのサブコンポーネント・プロセスおよびバックグラウンド・プロセスの詳細は、『Oracle 

Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

 Oracle Databaseバックグラウンド・プロセスの詳細は、『Oracle Database概要』  

 Oracleバックグラウンド・プロセスの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

SPFILEパスが不正な場合のOracle ASMインスタンスの起動 

GPnPプロファイルのSPFILEパスが不正な場合は、次のようにしてOracle ASMインスタンスを起動します。  

1. SPFILEへのパスを特定する1行のPFILEを作成します。 

次に例を示します。  

次を含む/oracle/dbs/spfileasm_init.oraファイルを作成します。  

SPFILE='+DATA/asm/asmparameterfile/asmspfile.ora' 

2. 初期化パラメータ・ファイルを使用してインスタンスを起動します。  

次に例を示します。 

SQL> STARTUP PFILE=/oracle/dbs/spfileasm_init.ora 

3. インスタンスの実行後、ASMCMD spsetコマンドを使用してGPnPプロファイルのSPFILEパスを更新します。spsetを

参照してください。 

次に例を示します。 

ASMCMD> spset +DATA/asm/asmparameterfile/asmspfile.ora 

 

関連項目: 

非デフォルトのサーバー・パラメータ・ファイルでのSTARTUPの使用の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してくだ

さい。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN-GUID-7842AF72-DA25-4559-A8E7-9883D0C63BF2
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN004
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD1111
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD1111
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CNCPT1249
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN104
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN12828
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起動時のディスク・グループのマウントについて 

起動時に、Oracle ASMインスタンスは次のディスク・グループをマウントしようとします。  

 ASM_DISKGROUPS初期化パラメータで指定されたディスク・グループ  

 クラスタ同期化サービス(CSS)で投票ファイルに使用されるディスク・グループ 

 Oracle ClusterwareでOracle Cluster Registry(OCR)に使用されるディスク・グループ 

 Oracle ASMインスタンスでASMサーバー・パラメータ・ファイル(SPFILE)の格納に使用されるディスク・グループ 

このリストのディスク・グループが検出できない場合、起動時にOracle ASMインスタンスはディスク・グループを一切マウントしま

せん。Oracle ASMインスタンスが起動したら、ALTER DISKGROUP...MOUNTコマンドを使用してディスク・グループをマウントでき

ます。詳細は、ディスク・グループのマウントおよびディスマウントを参照してください。  

制限モードについて 

メンテナンスの実行中は、STARTUP RESTRICTコマンドを使用してOracle ASMインスタンスへのアクセスを制御できます。

Oracle ASMインスタンスがこのモードでアクティブの場合、ASM_DISKGROUPSパラメータで定義されるすべてのディスク・グループ

はRESTRICTEDモードでマウントされます。これにより、データベースはOracle ASMインスタンスに接続できません。また、ALTER 

SYSTEM文の制限句はOracle ASMインスタンスに対して無効です。ALTER DISKGROUP diskgroup MOUNT文を拡張すると、

Oracle ASMは制限モードでディスク・グループをマウントできます。  

RESTRICTEDモードでディスク・グループをマウントする場合、ディスク・グループをマウントできるのは1つのインスタンスのみです。そ

のノード上のOracle ASMのクライアントは、ディスク・グループがRESTRICTEDモードでマウントされている間はそのディスク・グルー

プにアクセスできません。RESTRICTEDモードを使用すると、クライアントから干渉されずにOracle ASMインスタンスのディスク・グ

ループに対してメンテナンス・タスクを実行できます。  

ディスク・グループがRESTRICTEDモードの場合に行われるリバランス操作により、Oracle RAC環境のOracle ASMインスタンス

間で発生する、エクステント・マップのメッセージ機能のロックおよびロック解除がなくなります。そのため、リバランス全体のスルー

プットが向上します。メンテナンス期間の最後に、ディスク・グループを明示的にディスマウントして、標準モードでリマウントする必

要があります。  

Oracle ASMインスタンスの停止について 

SQL*PlusでSHUTDOWNコマンドを実行して、Oracle ASM停止プロセスを開始できます。  

このコマンドを実行する前に、Oracle ASMインスタンスに接続できるようにORACLE_SID環境変数がOracle ASM SIDに設

定されていることを確認してください。単一インスタンス・データベース用のデフォルトOracle ASM SIDは+ASM、Oracle RAC

ノード用のデフォルトOracle ASM SIDは+ASMnode_numberです。node_numberはノードの番号です。ORACLE_HOME環境変

数は、Oracle ASMがインストールされているグリッド・インフラストラクチャ・ホームに設定する必要があります。  

Oracle Flex ASMを使用していない場合、Oracle ASMインスタンスの停止を試みる前に、Oracle ASMインスタンスを使

用するデータベース・インスタンスをすべて停止し、Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)ボリュームにマウン

トされているファイル・システムをすべてディスマウントすることを強くお薦めします。Oracle Flex ASMを使用している場合、

Oracle ASMインスタンスを停止すると、Oracle Flex ASMクライアントは実行中の他のOracle ASMインスタンスに移動し
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ます。 

Oracle Cluster Registry(OCR)または投票ファイルがディスク・グループに格納されている場合、ディスク・グループは、ノード

のクラスタウェアの停止の一部としてOracle ASMインスタンスの停止によってのみディスマウントできます。クラスタウェアを停止す

るには、crsctl stop crsを実行します。  

Oracle ASMインスタンスを停止するには、次のステップを実行します。 

SQLPLUS /NOLOG 

SQL> CONNECT SYS AS SYSASM 

Enter password: sys_password 

Connected. 

SQL> SHUTDOWN NORMAL 

SHUTDOWNモードと、各モードにおけるOracle ASMインスタンスの動作を次に示します。  

 NORMAL句  

Oracle ASMは、進行中のSQLが完了するのを待ってから、すべてのディスク・グループを順番にディスマウントし、

Oracle ASMインスタンスを停止します。インスタンスを停止する前に、Oracle ASMは現在接続しているすべての

ユーザーがインスタンスから切断するのを待ちます。Oracle ASMインスタンスに接続されているデータベース・インスタン

スがある場合は、SHUTDOWNコマンドからエラーが返され、Oracle ASMインスタンスは動作した状態のままになります。

NORMALはデフォルトの停止モードです。  

 IMMEDIATEまたはTRANSACTIONAL句  

Oracle ASMは、進行中のSQLが完了するのを待ってから、すべてのディスク・グループを順番にディスマウントし、

Oracle ASMインスタンスを停止します。Oracle ASMは、インスタンスに現在接続しているユーザーが切断するのを

待ちません。Oracle ASMインスタンスに接続されているデータベース・インスタンスがある場合は、SHUTDOWNコマンドか

らエラーが返され、Oracle ASMインスタンスは動作した状態のままになります。Oracle ASMインスタンスにはトランザ

クションが含まれないため、TRANSACTIONALモードの動作はIMMEDIATEモードと同じになります。  

 ABORT句  

ディスク・グループを順番にディスマウントすることなくOracle ASMインスタンスがすぐに停止します。これにより、次回の

Oracle ASM起動時にはリカバリが行われます。  

Oracle ASMインスタンスに接続されているデータベース・インスタンスがある場合、そのデータベース・インスタンスは停

止します。  

Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)ファイル・システムが

Oracle ADVMボリュームに現在マウントされている場合は、そのファイル・システムを先にディスマウントする必要があり

ます。そうしないと、アプリケーションでI/Oエラーが発生し、Oracle ASMストレージの隔離前にOracle ACFSのユー

ザー・データおよびメタデータがストレージに書き込まれない可能性があります。  

 

関連項目: 

 ユーザー認証の詳細は、「Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証」  

 Oracle ACFSファイル・システムのディスマウントの詳細は、「ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムの登録

解除、ディスマウント、無効化」  
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 Oracle ASMインスタンスに対するユーザー認証の詳細は、「Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証」  

 環境変数を使用したインスタンスの選択の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 Oracleインスタンスの起動および停止の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 投票ファイル、Oracle Cluster Registry(OCR)およびOracle Local Registry(OLR)の管理の詳細は、

『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

サーバー制御ユーティリティによるOracle ASMインスタンスの管理について 

この項で説明するOracle ASMの管理手順の他に、Oracle ASMクラスタ環境でサーバー制御ユーティリティ(SRVCTL)を使

用して、次のOracle ASM管理タスクを実行できます。 

 Oracle Cluster Registry (OCR)でのOracle ASMのOracle Clusterware (CRS)リソースの追加および削除 

 Oracle ASMインスタンスの有効化、無効化、起動および停止 

 Oracle ASMインスタンスの構成とステータスの表示 

 Oracle ASMネットワーク・リソースの追加、変更および削除 

 Oracle ASMリスナー・リソースの追加、変更、削除、有効化、無効化、起動および停止 

 

関連項目: 

SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイドおよびOracle Real Application 

Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

アウトオブプレース・アップグレードについて 

アウトオブプレース・アップグレードでは、インストーラはOracle Grid Infrastructureの新しいバージョンを別のOracle Grid 

Infrastructureホームにインストールします。  

Oracle Grid Infrastructure 11gリリース2 (11.2)のインプレース・アップグレードはサポートされません。たとえば、Oracle 

Grid Infrastructure 11gリリース2 (11.2.0.1)をOracle Grid Infrastructure 11gリリース2 (11.2.0.2)にアップグ

レードする場合は、アウトオブプレース・アップグレードにする必要があります。  

 

関連項目: 

Oracle Grid Infrastructureのインストールとアウトオブプレース・アップグレードおよびOracle Grid Infrastructureと

Oracle ASMのローリング・アップグレードの実行の詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグ

レード・ガイド』  

構成ウィザードによるOracle Grid Infrastructureの構成について 

Oracle Grid Infrastructure構成ウィザードにより、Oracle Grid Infrastructure環境の構成を、ソフトウェアのインストー

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN-GUID-7842AF72-DA25-4559-A8E7-9883D0C63BF2
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN004
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD70700
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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ル後に変更することができます。構成ウィザードは、ユーザーの入力を受け入れて検証し、構成データをCRSCONFIG_PARAMSファ

イルに移入します。追加のスクリプトを実行する必要がある場合は、構成ウィザードにより、該当するスクリプトの実行がユーザー

に指示されます。  

 

関連項目: 

Oracle Grid Infrastructure構成ウィザードの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』を参照し

てください。  

Oracle ASM用のアクティブ・セッション履歴サンプリングについて 

アクティブ・セッション履歴サンプリングは、Oracle ASMインスタンスで使用できるようになりました。このアクティビティは、

V$ACTIVE_SESSION_HISTORY動的ビューで公開されます。アクティブ・セッション履歴サンプリングには、Oracle ASMインスタン

ス用の診断パック・ライセンスが必要です。  

 

関連項目: 

 パフォーマンス統計の収集の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。  

 V$ACTIVE_SESSION_HISTORYビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。  

WindowsでのOracleホーム・ユーザーについて 

Oracle Databaseでは、Oracleホーム・ユーザーの使用がサポートされ、これはインストール時に指定できます。Oracleホー

ム・ユーザーは、Oracleホームに関連付けられ、インストール後には変更できません。システム上の異なるOracleホームは、同

じOracleホーム・ユーザーの共有や、異なるOracleホーム・ユーザー名の使用が可能です。  

Windowsオペレーティング・システム用の以前のリリースでは、Oracleサービスは、完全な権限を保有するLocal System権限

として実行する必要がありました。この機能によって、データベース、リスナーおよびジョブ・スケジューラのサービスを、低く非管理

のユーザー権限で実行できるようにして、セキュリティの制御を厳密にすることを許可します。Oracleホーム・ユーザーには、組込

みアカウントまたはWindowsユーザー・アカウントを指定できます。Oracle DatabaseサービスにOracle製品の実行に必要

な権限のみが付与されていることを確認し、制限された権限のセットがOracleホーム・ユーザーに付与されるように、Windows

ユーザー・アカウントは、権限の低い(非管理)アカウントにする必要があります。通常、Windowsユーザー・アカウントは、ローカ

ル・ユーザー、ドメイン・ユーザーまたは管理対象サービス・アカウントになります。ただし、クラスタ全体のアイデンティティが必要な

ため、Oracle RAC、Oracle RestartおよびOracle Grid Infrastructureのインストールには、Oracleホーム・ユーザーと

してドメイン・ユーザーを使用する必要があります。  

 

関連項目: 

WindowsプラットフォームでのOracleサービスの実行およびWindowsユーザー・アカウントの様々なタイプの詳細は、

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92094
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=TGDBA145
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30299
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『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=NTQRF673
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Oracle ASMのアップグレードおよびパッチ適用 

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle ASMローリング・アップグレードについて 

 Oracle ASMローリング・パッチについて 

 

  
 

ノート: 

 Oracle RAC 環境では、Oracle Clusterware バージョン番号が、Oracle Database に適用する

パッチのバージョンと最低でも同じである必要があります。 

 Oracle Grid Infrastructure ホームにパッチを適用した後に、Oracle Database ホームにパッチを

適用する必要があります。  

Oracle ASMローリング・アップグレードについて 

Oracle ASMのローリング・アップグレードでは、データベースの可用性に影響を及ぼすことなく、クラスタ化されたOracle ASM

ノードのアップグレードやパッチ適用を独立して行うことができるため、稼働時間を増すことができます。  

ローリング・アップグレードとは、クラスタ内の1つ以上のノードが異なるソフトウェア・バージョンを使用している場合に、Oracle 

ASMクラスタ環境の一部の機能が動作し続けるということです。Oracle Clusterwareのローリング・アップグレードの実行時に、

Oracle ASMのローリング・アップグレードを実行することをお薦めします。  

ローリング・アップグレードを実行するには、環境を準備する必要があります。Oracle ASMのローリング・アップグレードを開始す

る前に、Oracle Clusterwareを次のパッチまたはリリースに完全にアップグレードする必要があります。また、高可用性と最大

稼働時間を保証するために、ローリング・アップグレードの方法でOracle Clusterwareを準備する必要があります。  

Oracle ASMは、Oracle Grid InfrastructureのホームにあるOracle 11gリリース2(11.2)以上のOracle 

Clusterwareでアップグレードされています。  

 

  
 

ノート: 

 ローリング・アップグレードはクラスタ化された Oracle ASM インスタンスにのみ適用され、Oracle 

Database 11g 以上の環境でのみ実行できます。この機能を使用して、Oracle Database 10g か

ら Oracle Database 11g にアップグレードすることはできません。  

 Oracle Exadata ストレージが存在する場合、Oracle ASM インスタンスのローリング・アップグレードの

実行の詳細は、Oracle Exadata のドキュメントを参照してください。  

 

関連項目: 
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 Oracle ASMのローリング・アップグレードの実行および制限の詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレー

ションおよびアップグレード・ガイド』  

 Oracle Databaseのアップグレードについては、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』  

 ALTER SYSTEMコマンドのローリング移行句の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

Oracle ASMローリング・パッチについて 

クラスタ化されたOracle ASM環境でパッチを適用して、Oracle ASMクラスタまたはストレージにOracle ASMを使用する

データベース・クラスタの全体的な可用性に影響することなく、ノードを一度に1つずつ最新のパッチ・レベルに更新できます。 

ALTER SYSTEM ROLLING PATCH SQL文によって、ローリング・パッチを起動および停止できます。次に例を示します。  

SQL> ALTER SYSTEM START ROLLING PATCH; 

SQL> ALTER SYSTEM STOP ROLLING PATCH; 

クラスタの状態についてSYS_CONTEXT SQL問合せを実行して、クラスタがローリング・パッチ・モードであるかどうかを特定できます。

クラスタがローリング・パッチ・モードのユーザーへの報告に、(ローリング・パッチでの)新しい状態が追加されます。  

例3-2での問合せは、ローリング・パッチに関する情報を表示します。これらの問合せを実行するには、GridホームでOracle 

ASMインスタンスに接続し、Oracle RAC環境用のOracle Clusterwareオプションを指定してGrid Infrastructureホー

ムを構成する必要があります。  

V$PATCHESビューを問い合せることによって、ノードおよびクラスタ上に適用されたすべてのパッチIDを表示できます。  

ローリング・パッチ用のASMCMDコマンドは、次のとおりです。 

 showclusterstate 

 showpatches 

 showversion

例3-2 ローリング・パッチ・モードおよびパッチ・レベルの確認 

SELECT SYS_CONTEXT('SYS_CLUSTER_PROPERTIES', 'CLUSTER_STATE') FROM DUAL; 

SELECT SYS_CONTEXT('SYS_CLUSTER_PROPERTIES', 'CURRENT_PATCHLVL') FROM DUAL;

 

関連項目: 

 Oracle ASMインスタンスでアップグレード操作を監視するためのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMDインスタン

ス管理コマンド」  

 ALTER SYSTEMコマンドのローリング・パッチ句の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 Oracle ASMおよびOracle Grid Infrastructureホームのローリング・アップグレードの実行および制限の詳細は、

『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD003
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF00902
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF00902
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証 

Oracle ASMインスタンスはデータ・ディクショナリを備えていないため、Oracle ASMインスタンスに接続するには3つのシステム

権限(SYSASM、SYSDBAまたはSYSOPER)のいずれかを使用するしか方法はありません。Oracle ASMインスタンスへの接続モー

ドには、次の3つがあります。  

 オペレーティング・システム認証を使用したローカル接続 

 パスワード認証を使用したローカル接続 

 パスワード認証を使用したOracle Net Servicesによるリモート接続 

この節では、以下のトピックについて説明します。  

 Oracle ASMの権限について 

 SYSASM権限によるユーザーの作成 

 Oracle ASMのオペレーティング・システム認証 

 Oracle ASMのパスワード・ファイル認証 

 ディスク・グループでの共有パスワード・ファイルの管理 

Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスは、ディスク・グループへの読取り/書込みオペレーティング・システム・アクセ

ス権を持っている必要があります。たとえば、Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスは、関連するOracle ASM

ディスク・グループを構成しているディスクに対して、同じ読取り権限と書込み権限を持っている必要があります。Linuxおよび

UNIXシステムの場合は通常、これは共有のLinuxおよびUNIXグループ・メンバーシップ(OSASMグループ)によって提供され

ます。Windowsシステムでは、Oracle ASMサービスは管理者として実行する必要があります。 

 

関連項目: 

 ファイル権限とOracle ASMファイル・アクセス制御の詳細は、「ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制

御の管理」  

 Oracle ASMインスタンスとデータベース・インスタンスにメンバー・ディスク・アクセス権があることを確認する方法の詳細

は、オペレーティング・システム固有の『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

 パスワードの割当てなど、データベース・セキュリティの維持の詳細は、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』  

Oracle ASMの権限について 

Oracle ASMのインストール時に、1つのオペレーティング・システム・グループをすべてのユーザーに使用できます。あるいは、シス

テム権限を分けて、データベース管理者、ストレージ管理者およびデータベース・オペレータが個別のオペレーティング・システム

権限グループをそれぞれ持つようにすることができます。  

個別のオペレーティング・システム権限グループを作成するか、1つのグループを使用してすべてのシステム権限にオペレーティン

グ・システム認証を提供するかにかかわらず、Oracle ASMインスタンスを管理するにはSYSASMを使用する必要があります。

SYSDBA権限は、Oracle ASMインスタンスの管理には使用できません。SYSDBA権限を使用してOracle ASMインスタン

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=DBSEG009
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スに対して管理コマンドを実行すると、エラーが発生します。SYSDBA権限は、データベースでディスク・グループへのアクセスに

使用するためのものです。 

また、Oracle ASMインスタンスの監視には、SYSDBA権限を持つASMSNMP(インストール時に作成)など、より権限の低い

ユーザーの使用をお薦めします。 

OSDBA、OSOPERおよびOSASMとして指定されるグループのメンバーシップを使用したオペレーティング・システム認証は、す

べてのOracleプラットフォームで有効です。SYSASMとしてOracle ASMインスタンスに接続すると、使用可能なすべての

Oracle ASMディスク・グループと管理機能に対する完全なアクセス権が付与されます。  

この項の内容は次のとおりです。 

 Oracle ASMユーザーへの1つのオペレーティング・システム・グループの使用 

 Oracle ASMユーザーへの個別のオペレーティング・システム・グループの使用 

 Oracle ASMを管理するためのSYSASM権限 

 Oracle ASMコンポーネントを管理するためのSYSDBA権限 

 

関連項目: 

権限とOracle ACFSの詳細は、「Oracle ACFSとファイル・アクセスおよび管理セキュリティ」  

Oracle ASMユーザーへの1つのオペレーティング・システム・グループの使用 

システム権限のアクセスを個別のオペレーティング・システム・グループに分けない場合、メンバーにOSDBA、OSOPERおよび

Oracle ASM用のOSASM権限でアクセス権が付与されるグループとして1つのオペレーティング・システム・グループを指定でき

ます。通常、これらすべてのデフォルトのオペレーティング・システム・グループ名はdbaで、そのグループはデフォルト構成用に選択

されます。  

表3-1に、Oracle ASMユーザーに権限を分けないLinuxデプロイの例を示します。 

表3-1 すべてのOracle ASMユーザーに対する1つのオペレーティング・システム・グループおよび権限セット 

ロール/ソフトウェア所有者 ユーザー グループ/権限 

Oracle ASM 管理者/Oracle Grid Infrastructure

ホーム 

oracle dba/SYSASM、SYSDBA、SYSOPER 

データベース管理者 1/データベース・ホーム 1 oracle dba/SYSASM、SYSDBA、SYSOPER 

データベース管理者 2/データベース・ホーム 2 oracle dba/SYSASM、SYSDBA、SYSOPER 

オペレーティング・システム・ディスク・デバイス所有者 oracle dba 
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Oracle ASMユーザーへの個別のオペレーティング・システム・グループの使用 

Oracle ASMの権限用のオペレーティング・システム認証グループとして個別のオペレーティング・システム・グループを指定できま

す。Oracle ASM用の個別のオペレーティング・システム・グループと、そのメンバーに付与される権限を次に示します。  

 OSASMグループ(例: asmadmin)  

このグループにはSYSASM権限が付与されます。この権限は、Oracle ASMインスタンスに対する完全な管理権限を

提供します。  

 Oracle ASM用のOSDBAグループ(例: asmdba)  

このグループにはOracle ASMインスタンスに対するSYSDBA権限が付与されます。この権限は、Oracle ASMに格

納されているデータへのアクセス権を付与します。このグループには、OSASMグループの権限のサブセットがあります。  

管理者権限を分ける場合、Oracle ASMインスタンス用には、データベース・インスタンス用に選択するグループ(dba)

とは異なるOSDBAグループを選択します。  

 Oracle ASM用のOSOPERグループ(例: asmoper)  

このグループにはOracle ASMインスタンスに対するSYSOPER権限が付与されます。この権限により、ディスク・グルー

プの起動、停止、マウント、ディスマウント、チェックなどの操作が可能になります。このグループには、OSASMグループの

権限のサブセットがあります。  

Oracle ASM管理者とデータベース管理者の役割を分ける場合、この構成にはそれぞれ異なるグループおよびソフトウェア所

有者が必要です。暗黙的にこれを実現するには、OSASMとOSDBAが異なるグループであることが必要です。この構成の場

合、Oracle ASMインスタンスにアクセスするには、Oracle ASM用のOSDBAグループを作成し、データベース・インスタンスを

そのグループのメンバーとする必要があります。  

Oracle Grid Infrastructureとして構成されたインストールでは、Oracle ASMユーザー(gridなど)はOracle Database

のOSDBAグループ(dba1、dba2など)のメンバーである必要はありません。これは、Oracle Clusterwareデータベース・エー

ジェントがデータベース所有者として動作し、SYSDBAを使用してデータベースに接続できるためです。  

しかし、Oracle Restart構成では、Oracle ASMユーザー(grid)は各データベースのOSDBAグループ(dba1、dba2など)のメ

ンバーである必要があります。Oracle RestartソフトウェアはOracle ASMユーザー(grid)として動作し、このユーザーは

CONNECT / AS SYSDBA認証を使用してデータベースを起動および停止できる必要があるため、この要件は必須です。  

さらに、オペレーティング・システム・ディスク・デバイスの所有者は、Oracle ASMソフトウェアの所有者と同じである必要がありま

す。  

表3-2に、Oracle ASMユーザーに個別のオペレーティング・システム権限グループを使用するLinuxデプロイの例を示します。 

表3-2 Oracle ASMユーザーに対する個別のオペレーティング・システム・グループおよび権限 

ロール/ソフトウェア所有者 ユーザー グループ/権限 

Oracle ASM 管理者/Oracle Grid 

Infrastructure ホーム 

grid asmadmin (OSASM)/SYSASM 

asmdba(ASM 用の OSDBA)/SYSDBA 
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ロール/ソフトウェア所有者 ユーザー グループ/権限 

asmoper(ASM 用の OSOPER)SYSOPER 

dba1、dba2 など(Oracle Restart 構成の場

合はデータべース用の OSDBA) 

データベース管理者 1/データベース・ホーム 1 oracle1 asmdba(ASM 用の OSDBA)/SYSDBA 

oper1(データベース 1 用の

OSOPER)/SYSOPER 

dba1(データベース 1 用の OSDBA)/SYSDBA 

データベース管理者 2/データベース・ホーム 2 oracle2 asmdba(ASM 用の OSDBA)/SYSDBA 

oper2(データベース 2 用の

OSOPER)/SYSOPER 

dba2(データベース 2 用の OSDBA)/SYSDBA 

オペレーティング・システム・ディスク・デバイス所有者 grid asmadmin (OSASM) 

Oracle ASMを管理するためのSYSASM権限 

SYSASMは、SYSDBAデータベース管理権限とOracle ASMストレージ管理権限を区別できるシステム権限です。

SYSASM権限へのアクセスは、OSASMグループとして指定されるオペレーティング・システム・グループのメンバーシップによって

付与されます。これはSYSDBA権限やSYSOPER権限と似ています。SYSDBA権限やSYSOPER権限は、OSDBAおよび

OSOPERオペレーティング・システム・グループとして指定されるグループのメンバーシップによって付与されるシステム権限です。こ

れらのシステム権限すべてに対して1つのグループを指定するか、オペレーティング・システム権限ごとに別のグループを指定するこ

とができます。  

Oracle ASMのパスワード・ファイル認証で説明しているように、パスワード・ファイル認証とともにSYSASM権限を付与すること

もできます。  

SQL*Plusによるパスワード認証を使用してSYSASMとしてローカル接続するには、次の文を使用します。 

sqlplus SYS AS SYSASM 

... 

Enter password: 

SQL*Plusによるパスワード認証を使用してSYSASMとしてリモート接続するには、次の文を使用します。 

sqlplus sys@\"myhost.mydomain.com:1521/+ASM\" AS SYSASM 

... 

Enter password: 
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この例では、+ASMはOracle ASMインスタンスのサービス名です。  

SQL*Plusによるオペレーティング・システム認証を使用してSYSASMとしてOracle ASMインスタンスにローカル接続するには、

次の文を使用します。  

sqlplus / AS SYSASM 

Oracle ASMコンポーネントを管理するためのSYSDBA権限 

SQL*PlusまたはASMCMDコマンドを使用してデータベースに関連するOracle ASMコンポーネントを管理するには、

SYSDBAとして接続します。SQLまたはASMCMD操作をSYSDBA権限で実行する場合は、Oracle ASMインスタンスでは

なくデータベース・インスタンスに接続します。  

SYSDBAとしてデータベース・インスタンスに接続すると、Oracle ASM権限セットが制限されます。たとえば、SYSDBA権限で

接続している場合はディスク・グループを作成できません。 

SYSDBAとしてデータベース・インスタンスに接続した場合、Oracle ASM操作は次のとおり制限されます。  

 ファイル、エイリアス、ディレクトリ、テンプレートの作成および削除 

 各種Oracle ASMインスタンス・ビューの調査 

 このユーザーによって作成されたファイルに対する操作、または別のユーザーが明示的にアクセス権を付与したファイルへ

のアクセスのみ 

 他のユーザーへのOracle ASMファイル・アクセス制御の付与 

SYSASM権限によるユーザーの作成 

SYSASMとしてOracle ASMインスタンスにログインすると、CREATE USERおよびGRANTのSQL文を組み合せて、SYSASM権

限を持つユーザーを作成できます。  

また、REVOKEコマンドを使用してユーザーのSYSASM権限を取り消したり、DROP USERコマンドを使用してパスワード・ファイルか

らユーザーを削除できます。  

 

  
 

ノート: 

 これらのコマンドでは、ローカル Oracle ASM インスタンスのパスワード・ファイルのみが更新されます。  

 Oracle ASM は、外部ユーザーやグローバル・ユーザーの作成はサポートしていません。 

次の例では、new_userとして識別されるユーザーについて、これらのSQL操作の実行方法を示します。  

REM create a new user, then grant the SYSASM privilege 

SQL> CREATE USER new_user IDENTIFIED by new_user_passwd; 

SQL> GRANT SYSASM TO new_user; 

REM connect the user to the ASM instance 

SQL> CONNECT new_user AS SYSASM; 

Enter password: 

REM revoke the SYSASM privilege, then drop the user 
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SQL> REVOKE SYSASM FROM new_user; 

SQL> DROP USER new_user; 

Oracle ASMパスワード・ファイルでユーザーの最後の権限を取り消しても、ユーザーはOracle Databaseパスワード・ファイル

での実行のように自動的に削除されることはありません。DROP USERを実行して、Oracle ASMパスワード・ファイルで権限を持

たないユーザーを削除する必要があります。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMコマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)を使用したユーザー作成の詳細は、「orapwusr」  

 CREATE USERおよびGRANTコマンドの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 パスワード・ファイルの作成と維持の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

Oracle ASMのオペレーティング・システム認証 

OSASMグループとして指定されたオペレーティング・システム・グループのメンバーシップにより、SYSASMシステム権限のオペレー

ティング・システム認証が提供されます。OSASMはOracle ASMに対して排他的に提供されます。その権限の個別のオペレー

ティング・システム・グループを使用する場合、最初はASMをインストールするユーザーのみがOSASMグループのメンバーになりま

す。ただし、その他のユーザーを追加できます。OSASMグループのメンバーは、SYSASM権限を使用した接続が認可され、

Oracle ASMへの完全なアクセス(Oracle ASMインスタンスによって管理されるすべてのディスク・グループへの管理アクセスな

ど)が可能です。  

LinuxおよびUNIXシステムの場合、dbaがOSASM、OSOPERおよびOracle ASM用のOSDBAとして指定されるデフォルトのオペ

レーティング・システム・グループです。  

Windowsシステムでは、ORA_ASMADMIN、ORA_ASMDBAおよびORA_ASMOPERは、Oracle ASMのOSASM、OSDBAおよびOSOPER

用にそれぞれ指定されたオペレーティング・システム・グループです。  

SQL*Plusコマンド、ASMCMDコマンドおよびASMCAでは、オペレーティング・システム認証を使用します。 

 

関連項目: 

 オペレーティング・システム認証の使用の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 Oracle Grid Infrastructureのインストールの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよび

アップグレード・ガイド』  

 デフォルトのオペレーティング・システム・グループの詳細は、使用しているオペレーティング・システム固有の『Oracle 

Databaseインストレーション・ガイド』  

Oracle ASMのパスワード・ファイル認証 

Oracle ASMのパスワード・ファイル認証はローカルとリモートの両方で機能します。パスワード・ファイル認証を有効にするには、

Oracle ASMのパスワード・ファイルを作成する必要があります。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01503
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN10241
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN001
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
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Oracle ASMストレージ・オプションを選択した場合、ASMCAはOracle ASMディスク・グループの初期構成時に初期ユー

ザー(SYSおよびASMSNMP)を使用してOracle ASMのパスワード・ファイルを作成します。他のユーザーをパスワード・ファイル

に追加するには、CREATE USERコマンドとGRANTコマンドを使用します。  

ASMCAを使用せずにOracle ASMインスタンスを構成する場合は、手動でパスワード・ファイルを作成し、ユーザーSYSに

SYSASM権限を付与する必要があります。  

SQL*Plusコマンドは、パスワード・ファイル認証を使用します。 

 

関連項目: 

 Oracle ASMの権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」  

 パスワード・ファイルの作成と維持の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 CREATE USERおよびGRANTコマンドの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 データベース・セキュリティの詳細は、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』  

 V$PWFILE_USERSビューの詳細は『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。このビューは、パスワード・ファ

イルから導出されたものとしてSYSASM、SYSDBAおよびSYSOPER権限が付与されたユーザーをリストします。  

ディスク・グループでの共有パスワード・ファイルの管理 

ディスク・グループで共有パスワード・ファイルを管理することで、クラスタ・システム間での単一ファイルへのアクセスが可能になりま

す。 

この項の内容は次のとおりです。 

 ディスク・グループでの共有パスワード・ファイルについて 

 ディスク・グループでのパスワードの作成 

 ディスク・グループ内のOracle ASMパスワード・ファイルのバックアップおよびリストア 

 

  
 

ノート: 

パスワード・ファイルの場所を変更した後、次の SQL 文を実行してパスワード・ファイル・メタデータ・キャッシュをフラッ

シュする必要があります。 

SQL> ALTER SYSTEM FLUSH PASSWORDFILE_METADATA_CACHE 

パスワード・ファイルの場所は、orapwd または ASMCMD pwcopy、pwcreate、pwdelete、pwmove、pwset コマ

ンドを実行することで変更できます。  

ディスク・グループでOracle ASMまたはデータベース・インスタンスのパスワード・ファイルを管理するためのASMCMDコマンドの

詳細は、「ASMCMDインスタンス管理コマンド」を参照してください。  

 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN10241
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01503
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=DBSEG001
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30189
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関連項目: 

 パスワード・ファイルの維持の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。  

 REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。  

 SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイドおよびOracle Real 

Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

ディスク・グループでの共有パスワード・ファイルについて 

Oracle DatabaseまたはOracle ASMの個別のパスワード・ファイルは、指定したOracle ASMディスク・グループに置くことが

できます。クラスタ全体にアクセス可能な単一の場所にパスワード・ファイルを置くと、メンテナンス・コストおよびパスワードが同期

しなくなる状況を減らすことができます。  

Oracle ASMインスタンスが実行中で、指定したディスク・グループがマウントされている場合のみ、認証のためにディスク・グルー

プにあるパスワード・ファイルを使用できます。それ以外の場合、オペレーティング・システム認証を使用して、Oracle ASMインス

タンスおよびスタックの起動をブートストラップする必要があります。 

パスワードを配置するディスク・グループのCOMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性を12.1以上に設定する必要があります。

Oracle ASMパスワード・ファイルを管理するには、SYSASM権限が必要です。データベース・パスワード・ファイルを管理するには、

Oracle ASMでSYSDBA権限が必要です。  

ディスク・グループ内の共有パスワード・ファイルは、ASMCMDコマンド、ORAPWDツールおよびSRVCTLコマンドによって管理され

ます。ORAPWDは、Oracle ASMディスク・グループでのパスワード・ファイルの作成をサポートします。他のすべてのパスワード・ファ

イル操作は、ASMCMDまたはSRVCTLコマンドを使用して実行されます。  

ORAPWDなどのコマンドを実行する前にパスワード・ファイルを作成するには、ORACLE_SIDおよびORACLE_HOME環境変数が正しく

設定されていることを確認してください。たとえば、Oracle ASMのパスワード・ファイルを設定する前に、ORACLE_SIDおよび

ORACLE_HOME環境変数を設定して、ローカルのOracle ASMインスタンスに接続できることを確認します。環境変数および

Oracle ASMインスタンスへの接続の詳細は、Oracle ASMインスタンスへの接続およびOracle ASMインスタンスの起動を

参照してください。  

SRVCTLでは、ディスク・グループでパスワード・ファイルを管理するためのコマンドが提供されており、たとえば、パスワード・ファイル

の場所を更新および表示するための次のコマンドがあります。 

$ srvctl modify asm -pwfile location 

$ srvctl modify database -db dbname -pwfile location 

$ srvctl config asm 

ディスク・グループでのパスワードの作成 

 

  
 

ノート: 

Oracle ASM をクラスタで構成している場合は、Oracle ASM パスワード・ファイルの作成に orapwd を使用しない

でください。クラスタ構成で Oracle ASM パスワード・ファイルにアクセスできない場合は、新しいファイルを作成するの

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN10241
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10184
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
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ではなく、使用可能なバックアップを使用してパスワード・ファイルをリストアしてください。クラスタで共有 Oracle ASM

パスワード・ファイルを再作成する方法の詳細、たとえばドキュメント 1929673.1 などを閲覧するには、My Oracle 

Support (https://support.oracle.com)の記事を参照してください。  

orapwdを使用すると、指定したOracle ASMディスク・グループにパスワード・ファイルを作成できます。  

 ファイル・システム上の既存のパスワード・ファイルからディスク・グループにOracle Databaseパスワード・ファイルを作成

するには、dbuniquenameスイッチを指定したorapwdを実行します。dbuniquenameスイッチは、orclで識別されるデー

タベース・インスタンスのOracle Databaseパスワード・ファイルを作成することを指定します。  

1. Oracle Databaseパスワード・ファイルが現在ファイル・システム上に置かれていることを確認します。 

SQL> SELECT file_name FROM V$PASSWORDFILE_INFO;  

FILE_NAME  

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

 /u01/app/oracle/product/19.1.0/db_home1/dbs/orapworcl 

2. orapwdを実行して、パスワード・ファイルをOracle ASMディスク・グループに移動します。  

$ orapwd file='+data/ORCL/orapwdb' dbuniquename='orcl' 

Enter password for SYS: 

3. パスワード・ファイルを移動した後、ALTER SYSTEM文を使用してパスワード・メタデータ・キャッシュを更新し、新

しいパスワード・ファイルの場所を確認します。  

SQL> ALTER SYSTEM FLUSH PASSWORDFILE_METADATA_CACHE; 

System altered. 

SQL> SELECT file_name FROM v$passwordfile_info;  

FILE_NAME  

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

+DATA/ORCL/orapwdb 

 ディスク・グループにOracle ASMパスワード・ファイルを作成するには、asmスイッチをyに設定してorapwdを実行します。  

$ orapwd file='+data/ASM/orapwasm' asm=y 

Enter password for SYS: 

 既存のパスワード・ファイルからOracle ASMディスク・グループにOracle ASMパスワード・ファイルを作成するには、

input_fileスイッチとasmスイッチをyに設定してorapwdを実行します。  

$ orapwd input_file='/oraclegrid/dbs/orapwasm' file='+data/ASM/orapwasm' asm=y 

Enter password for SYS: 

ディスク・グループ内のOracle ASMパスワード・ファイルのバックアップおよびリストア 

Oracle ASMパスワード・ファイルのバックアップを作成でき、Oracle ASMパスワード・ファイルが失われた場合、またはディスク・

グループにアクセスできなくなった場合にバックアップ・パスワード・ファイルをリストアできます。 

この項では、Oracle ASMパスワード・ファイルをディスク・グループにバックアップするステップ、およびOracle ASMパスワード・

ファイルをリストアするステップについて説明します。 

ソースとターゲットのディスク・グループには、ディスク・グループ属性COMPATIBLE.ASMを12.1以上に設定する必要があります。  

1. ASMCMD pwgetコマンドを使用してパスワード・ファイルの場所を特定します。  

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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次に例を示します。 

ASMCMD [+] > pwget --asm 

+DATA/orapwasm 

2. pwcopyコマンドを使用して、パスワード・ファイルを別のディスク・グループにバックアップします。 

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > pwcopy +DATA/orapwasm +FRA/my_pwfile_backup 

pwcopyを--asmまたは--dbuniquenameオプションを指定せずに使用すると、パスワード・ファイルの現在の場所は変更

されません。コピーを作成した後必要に応じて、pwsetコマンドで、現在のパスワード・ファイルの場所を設定できます。  

3. pwcopyコマンドでバックアップを作成した後、どのパスワード・ファイルが現在の場所にあるかを確認します。 

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > pwget --asm 

+DATA/orapwasm 

4. バックアップ・パスワード・ファイルが作成されていることを確認します。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > ls +fra/my_pwfile_backup 

my_pwfile_backup 

5. Oracle ASMパスワード・ファイルをリストアするには、pwsetまたはpwcopyを使用できます。 

バックアップからOracle ASMパスワード・ファイルをリストアし、既存の場所を使用するには、--asmオプションとともに

pwsetコマンドを使用ます。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > pwset --asm +FRA/my_pwfile_backup 

バックアップから別のディスク・グループにOracle ASMパスワード・ファイルをリストアするには、--asmオプションとともに

pwcopyコマンドを使用ます。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > pwcopy --asm +FRA/my_pwfile_backup +DATA2/my_orapwasm 

--asmオプションをpwsetおよびpwcopyコマンドとともに使用すると、Oracle ASMインスタンスのパスワードの場所が設

定されます。  

6. 場所を変更した場合、pwgetコマンドを使用して、現在のパスワード・ファイルの場所を確認します。 

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > pwget --asm 

+DATA2/my_orapwasm 

表示された現在のパスワード・ファイルの場所が、予想される場所でない場合は、パスワード・メタデータ・キャッシュをフ

ラッシュしてパスワード・ファイル情報を更新します。 

SQL> ALTER SYSTEM FLUSH PASSWORDFILE_METADATA_CACHE; 

System altered. 
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Oracle ASMを使用するデータベースの移行 

Oracle DatabaseおよびOracle ASMを新規にインストールする場合、最初にデータベースを作成し、Oracle ASMスト

レージ・オプションを選択します。オペレーティング・システムのファイル・システムにデータベース・ファイルを格納する既存のOracle 

Databaseがある場合は、データファイルの一部または全部をOracle ASMストレージに移行できます。  

データベースをOracle ASMに移行するには、いくつかの方法があります。Oracle ASMを使用すると、データベース記憶域の

管理の自動化と簡略化が可能になります。Oracle ASMに移行するには、次の項で説明する方法を使用できます。  

 Oracle Recovery Managerを使用したOracle ASMへのデータベースの移行について 

 Oracle ASMへの移行に関するベスト・プラクティスの技術概要 

 

  
 

ノート: 

Oracle Database 10g 以上にアップグレードしてから、データベースを Oracle ASM に移行する必要があ

ります。  

Oracle Recovery Managerを使用したOracle ASMへのデータベースの

移行について 

Oracle Recovery Manager(RMAN)を使用して手動でOracle ASMに移行できます。RMANを使用すると、単一の表

領域またはデータファイルをOracle ASMに移行することもできます。  

詳細は、「RMANによるOracle ASMのデータ移行の実行」を参照してください。  

Oracle ASMへの移行に関するベスト・プラクティスの技術概要 

Oracle Maximum Availability Architecture (MAA)のWebサイトには、次のような異なるシナリオに基づく、高度なベ

スト・プラクティスの技術概要が提供されています。  

 最小停止時間によるOracle ASMへの移行 

 トランスポータブル表領域を使用したプラットフォームの移行 

 トランスポータブル・データベースを使用したプラットフォームの移行  

 

関連項目: 

 Oracle Maximum Availability Architecture (MAA)のWebサイトにある、Oracle ASMへの移行のベスト・

プラクティスに関する情報: https://www.oracle.com/database/technologies/high-

availability/maa.html 

 Oracle ASMのWebサイトにある追加情報: 

https://www.oracle.com/database/technologies/rac/asm.html 
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Oracle ASM監査証跡の管理 

このドキュメントでは、Oracle ASMインスタンスで監査証跡レコードを管理する方法について説明します。 

Syslogを使用したOracle ASM監査レコード 

 Oracle ASM監査証跡レコードは、Syslog機能にリダイレクトされます。 

 この機能を使用すると、Oracle ASM監査証跡レコードは/var/log/oraasmaudit.logファイルに書き込まれます。  

 ログ・ローテーションは、/etc/logrotate.d/oraasmaudit構成ファイル内のOracle ASM監査証跡レコードに対し

て構成されます。監査ログは4週間ごとに1回ローテーションされ、ローテーション後に圧縮されます。  

オペレーティング・システム監査証跡でのOracle ASM監査レコードの管理 

オペレーティング・システム監査証跡 

オペレーティング・システム監査証跡の有効化 

syslog監査を無効にしてオペレーティング・システム監査証跡を有効にするには、AUDIT_SYSLOG_LEVEL初期化パラメータを

NULLに設定し、AUDIT_TRAIL初期化パラメータをOSに設定します。  

 

関連項目: 

 AUDIT_FILE_DEST初期化パラメータ 

 AUDIT_TRAIL初期化パラメータ 

オペレーティング・システム監査証跡ファイルのパージ 

 監査証跡ファイルのパージの詳細は、Oracle Databaseセキュリティ・ガイドを参照してください。  

 ASMCMD監査ファイル管理コマンドに、Oracle ASM監査証跡ファイルを管理するASMCMDコマンドに関する詳細

情報を提供します。  

 

関連項目: 

 audcreatejob ASMCMDコマンド 

 audsettimestamp ASMCMDコマンド 

 audcleanaudittrail ASMCMDコマンド 

統合監査証跡でのOracle ASM監査レコードの管理 

統合監査証跡 

 統合監査の詳細は、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。  

 統合監査証跡レコードは、次を介して使用可能です。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=refrn-GUID-82C7E258-EEF7-48D2-B06B-7F949686E54B
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=refrn-GUID-BD86F593-B606-4367-9FB6-8DAB2E47E7FA
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=dbseg-GUID-9F298B8A-6196-4206-A889-A7CEB0924CF1
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-95231568-96AE-47F4-9E61-A46D47E7E634
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-B8ADA15C-2A32-4A56-8AB3-5297339F9061
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-EF7A7759-98CC-47B3-87F4-E54F0D482FA5
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-B0BF59C0-D8E6-417C-99FD-294BC2E309FE
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=dbseg-GUID-16E8E421-CFCE-4584-B09B-88F01D51B152
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 Oracle ASM RACインスタンスのGV$UNIFIED_AUDIT_TRAILビュー。  

統合監査証跡の有効化 

 統合監査証跡の有効化の詳細は、Oracle Databaseセキュリティ・ガイドを参照してください。  

統合監査証跡ファイルのパージ 

 監査証跡ファイルのパージの詳細は、Oracle Databaseセキュリティ・ガイドを参照してください。  

 ASMCMD監査ファイル管理コマンドに、Oracle ASM監査証跡ファイルを管理するASMCMDコマンドに関する詳細

情報を提供します。  

関連項目: 

 audcreatejob ASMCMDコマンド 

 audsettimestamp ASMCMDコマンド  

 audcleanaudittrail ASMCMDコマンド  

オペレーティング・システムおよび統合監査証跡の監査証跡プロパティ

表3-3 監査証跡のサイズと有効期間のプロパティ 

プロパティ名 説明 

監査ファイルの最

大サイズ 

 監査ファイルの最大サイズの最小値は 1KB、最大値は 2000000KB です。デフォルト値は

10000KB です。  

 Oracle ASM インスタンスは、ファイルの最大サイズ制限に達すると、監査ファイルへの監査レ

コードの書込みを停止します。ファイルの名前が変更され、後続の監査レコード用に新しいファイ

ルが作成されます。  

 監査ファイルの最大プロパティを設定するには、ASMCMD 監査ファイル管理コマンドを参照して

ください。  

監査ファイルの最

大有効期間 

 監査ファイルの最大有効期間の最小値は 1 日、最大値は 497 日です。デフォルト値は 5 日

です。  

 Oracle ASM インスタンスは、ファイルの最大有効期間制限に達すると、監査ファイルへの監査

レコードの書込みを停止します。ファイルの名前が変更され、後続の監査レコード用に新しいファ

イルが作成されます。  

 監査ファイルの最大有効期間を設定するには、ASMCMD 監査ファイル管理コマンドを参照し

てください。  

監査パージ・ジョブ

の間隔 

 監査パージ・ジョブ間隔の最小値は 1 時間、最大値は 999 時間です。  

 監査パージ・ジョブの間隔を設定するには、ASMCMD 監査ファイル管理コマンドを参照してくだ

さい。  

 

関連項目: 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=dbseg-GUID-AE3A5133-D90F-4447-822C-CF186247EDDC
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=dbseg-GUID-9B891A44-3DF4-4B52-98D4-A931DBFAEC1D
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-95231568-96AE-47F4-9E61-A46D47E7E634
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-B8ADA15C-2A32-4A56-8AB3-5297339F9061
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-EF7A7759-98CC-47B3-87F4-E54F0D482FA5
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-B0BF59C0-D8E6-417C-99FD-294BC2E309FE
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-06F84E5F-7A56-43BA-83FC-90F639FA3BBA
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-06F84E5F-7A56-43BA-83FC-90F639FA3BBA
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-A053693F-A4C0-4A0F-BC2C-8B3B2A2F3F20
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 audclearproperty ASMCMDコマンド  

 監査証跡プロパティの詳細は、Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンスを参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ostmg-GUID-B9B0FFB9-C3DF-43A6-ACDD-4DC39A812F8B
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=arpls-GUID-835445FD-845E-48C2-B2C0-F8CC2249E9F2
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4 Oracle ASMディスク・グループの管理  

Oracle ASMディスク・グループの管理には、作成、変更、ドロップ、マウントおよびディスマウント・タスクが含まれています。 

この章では、Oracle 自動ストレージ管理(Oracle ASM)ディスク・グループの管理方法について説明します。この情報には、

Oracle ASMディスク・グループの作成、変更、ドロップ、マウント、およびディスマウントの方法が含まれます。ディスク・グループを

管理している間も、Oracle ASMを使用するデータベース・インスタンスは引き続き動作できます。 

この章の例では、SQL文を使用しています。これらの例では、SQL*PlusはOracle ASMがインストールされているOracle 

Gridホームから実行され、Oracle環境変数はこのホームに設定されていることを前提としています。また、Oracle ASMインス

タンスが実行中であることも前提としています。この章のトピックは、次のとおりです: 

 ディスク・グループ属性の管理 

 ディスク・グループの作成 

 ディスク・グループの変更 

 Oracle ASMディスク検出 

 ディスク・グループ容量の管理 

 Oracle ASMのミラー化およびディスク・グループ冗長性 

 ディスク・グループのパフォーマンスおよびスケーラビリティに関する考慮事項 

 ディスク・グループの互換性 

 ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制御の管理 

 ディスク・グループのメンテナンス 

 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理 

 

関連項目: 

 Oracle ASMインスタンスの起動の詳細は、「Oracle ASMインスタンスの起動について」  

 Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用したOracle ASMディスク・グループ管理の詳細は、

「ASMCAによるOracle ASMの管理」  

 ASMCMDを使用したOracle ASMディスク・グループ管理の詳細は、「ASMCMDによるOracle ASMCMDの管

理」  

 Oracle ASMについては、Oracle Technology Network Webサイト

http://www.oracle.com/technetwork/database/cloud-storage/index.htmlの「Oracle Cloud 

Storage」ページを参照してください。  
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ディスク・グループ属性の管理 

ディスク・グループ属性は、Oracle ASMインスタンスではなくディスク・グループに関連付けられるパラメータです。一部のディス

ク・グループ属性は、ディスク・グループの作成または変更時に設定できます。他のディスク属性は、ディスク・グループの作成時に

のみ設定できるか、またはディスク・グループの変更時にのみ設定できます。  

この項では、次の項目について説明します。 

 ディスク・グループ属性の表示および設定について 

 ディスク・グループ属性の概要 

この項で示したディスク・グループ属性に加えて、テンプレート属性もディスク・グループに割り当てられます。テンプレート属性の詳

細は、ディスク・グループ・テンプレートの管理を参照してください。  

ディスク・グループ属性の表示および設定について 

ディスク・グループの属性設定を設定および表示できます。 

ディスク・グループ属性は、V$ASM_ATTRIBUTEビューおよびASMCMD lsattrコマンドを使用して表示できます。  

ディスク・グループ属性は、ALTER DISKGROUPまたはCREATE DISKGROUP SQL文のATTRIBUTE句、およびASMCMDの

setattrコマンドとmkdgコマンドを使用して設定できます。  

 

関連項目: 

 V$ASM_ATTRIBUTEビューの使用例は、例6-1  

 lsattrコマンドの詳細は、「lsattr」  

 setattrコマンドの詳細は、「setattr」  

 mkdgコマンドの詳細は、「mkdg」  

 Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用したディスク・グループ属性の作成の詳細は、

「ASMCAによるディスク・グループの管理」  

ディスク・グループ属性の概要 

この項では、Oracle ASMディスク・グループ属性をリストします。 

 ACCESS_CONTROL.ENABLED 

 ACCESS_CONTROL.UMASK 

 AU_SIZE 

 CELL.SMART_SCAN_CAPABLE 

 CELL.SPARSE_DG 
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 COMPATIBLE.ASM 

 COMPATIBLE.RDBMS 

 COMPATIBLE.ADVM 

 CONTENT.CHECK 

 CONTENT.TYPE 

 CONTENT_HARDCHECK.ENABLED 

 DISK_REPAIR_TIME 

 FAILGROUP_REPAIR_TIME 

 IDP.BOUNDARY and IDP.TYPE 

 LOGICAL_SECTOR_SIZE 

 PHYS_META_REPLICATED 

 PREFERRED_READ.ENABLED 

 SCRUB_ASYNC_LIMIT 

 SECTOR_SIZE 

 STORAGE.TYPE 

 THIN_PROVISIONED 

 VAM_MIGRATION_DONE 

ACCESS_CONTROL.ENABLED 

この属性は、Oracle ASMファイル・アクセス制御を構成し、ディスク・グループの変更時にのみ設定できます。 

ACCESS_CONTROL.ENABLED属性についての情報は、Oracle ASMファイル・アクセス制御へのディスク・グループ属性の設定を

参照してください。  

ACCESS_CONTROL.UMASK 

この属性は、Oracle ASMファイル・アクセス制御を構成し、ディスク・グループの変更時にのみ設定できます。 

ACCESS_CONTROL.UMASK属性についての情報は、Oracle ASMファイル・アクセス制御へのディスク・グループ属性の設定を参

照してください。  

AU_SIZE 

この属性は、割当て単位(AU)サイズを指定し、ディスク・グループの作成時にのみ設定できます。例4-1では、CREATE 

DISKGROUP SQL文を使用してAU_SIZEを指定する方法を示しています。  

割当て単位の詳細は、Oracle ASM割当て単位についてを参照してください。  
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CELL.SMART_SCAN_CAPABLE 

この属性は、Oracle Exadataストレージの構成にのみ適用されます。 

 

関連項目: 

Oracle Exadataのドキュメント 

CELL.SPARSE_DG 

この属性は、Oracle Exadataストレージの構成にのみ適用されます。 

 

関連項目: 

Oracle Exadataのドキュメント 

COMPATIBLE.ASM 

この属性は、ディスク・グループのOracle ASM互換性レベルを指定します。互換性属性は、ディスク・グループの作成時に設

定し、ディスク・グループの変更時に拡張できますが、互換性属性を元に戻すことはできません。COMPATIBLE.ASM属性の詳細

は、「ディスク・グループの互換性属性」を参照してください。  

COMPATIBLE.RDBMS 

この属性は、ディスク・グループのデータベース互換性レベルを指定します。互換性属性は、ディスク・グループの作成時に設定し、

ディスク・グループの変更時に拡張できますが、互換性属性を元に戻すことはできません。COMPATIBLE.RDBMS属性の詳細は、

「ディスク・グループの互換性属性」を参照してください。  

COMPATIBLE.ADVM 

この属性は、ディスク・グループのOracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)

およびOracle ASM Dynamic Volume Manager (Oracle ADVM)互換性レベルを指定します。互換性属性は、ディス

ク・グループの作成時に設定し、ディスク・グループの変更時に拡張できますが、互換性属性を元に戻すことはできません。

COMPATIBLE.ADVM属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性属性」および「Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概

要」を参照してください。  

CONTENT.CHECK 

CONTENT.CHECK属性は、ディスク・グループのデータ・リロケーション操作を実行する際のコンテンツ・チェックを有効化または無効

化します。  

属性値はtrue (有効)またはfalse (無効)に設定できます。  

CONTENT.CHECKが有効な場合、Oracle ASMの再配置プロセス(リバランス、再同期またはミラー復元)は、データ・コピー操作
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中に破損を検出し、破損していないミラー・コピー(使用可能な場合)でこれらの破損を置換することで、自動ブロック破損リカバ

リを実行します。  

コンテンツ・チェック・プロセスでは、I/O操作が成功していてもブロックに無効なコンテンツがある状況の破損を検出して修復しま

す。また、サポートされているすべてのファイルに対するHardware Assisted Resilient Data (HARD)チェックと、データ・ファ

イルのブロック・ヘッダー・チェックも実行します。 

この属性は、ディスク・グループの変更時にのみ設定できます。 

 

関連項目: 

ディスク・グループのリバランスの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」と「リバランス操作の調整」  

CONTENT.TYPE 

この属性では、data、recoveryまたはsystemのディスク・グループ・タイプが識別されます。タイプ値は、Oracle ASMミラー・コ

ピーのデータがある障害グループ内の最も近くにあるディスクを、Oracle ASMがどこに配置するかを決定します。Oracle ASM

でこの属性値を使用すると、ストレージ・メディアでの二重障害によって、異なるコンテンツ・タイプのディスク・グループが使用でき

なくなる可能性が少なくなります。この属性を指定すると、Oracle ASMは使用可能なストレージ内のすべてのディスク・グルー

プをより適切にデプロイできます。  

デフォルト値はdataで、1から最も近いディスクまでの距離を指定します。recoveryの値は、3から最も近いディスクまでの距離と、

5の距離を指定するsystemの値を指定します。  

属性は、ディスク・グループを作成または変更するときに指定されます。ALTER DISKGROUPを使用してCONTENT.TYPE属性が設

定または変更される場合、ディスク・グループのリバランスが明示的に実行されるまで新しい構成は反映されません。  

CONTENT.TYPE属性は、標準または高い冗長性に設定されたディスク・グループのみに有効です。ディスク・グループに

CONTENT.TYPE属性を有効にするには、COMPATIBLE.ASM属性を11.2.0.3以上に設定する必要があります。  

この属性は、ASMCMDのmkdg、またはSQLのCREATEおよびALTER DISKGROUP文を使用して設定できます。  

次に例を示します。 

SQL> CREATE DISKGROUP data NORMAL REDUNDANCY 

        FAILGROUP controller1 DISK 

        '/devices/diska1' NAME diska1, 

... 

        ATTRIBUTE  

        'compatible.asm' = '12.1.0.1',  

        'content.type' = 'recovery', 

... 

SQL> ALTER DISKGROUP data SET ATTRIBUTE 'content.type' = 'data'; 

この属性は、主にOracle Exadataストレージでの使用を対象としています。  

ディスク再同期の詳細は、Oracle ASMの高速ミラー再同期を参照してください。  
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関連項目: 

 Oracle Exadataのドキュメント 

 Oracle ExadataストレージでのCONTENT.TYPE属性の使用方法の詳細は、My Oracle Support 

(https://support.oracle.com)を参照してください  

CONTENT_HARDCHECK.ENABLED 

CONTENT_HARDCHECK.ENABLEDディスク・グループ属性は、ディスク・グループのリバランスのためにデータ・コピー操作を実行する

際のHardware Assisted Resilient Data (HARD)チェックを有効化または無効化します。  

属性値は、trueまたはfalseに設定できます。この属性は、ディスク・グループの変更時にのみ設定できます。  

 CONTENT.CHECKディスク・グループ属性が有効(true)に設定されていると、CONTENT_HARDCHECK.ENABLEDの設定は

無視され、HARDチェックを含め、ユーザー・データのコンテンツに対してチェックが実行されます。  

 CONTENT.CHECK属性は無効(false)に設定されており、CONTENT_HARDCHECK.ENABLED属性が有効(true)に設定

されている場合は、HARDチェックのみが実行されます。  

 CONTENT.CHECK属性が無効(false)に設定されており、CONTENT_HARDCHECK.ENABLED属性が無効(false)に設

定されている場合、チェックは実行されません。  

 

関連項目: 

ディスク・グループのリバランスの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」と「リバランス操作の調整」  

DISK_REPAIR_TIME 

この属性は、削除操作を開始する前に、ディスクを修復してオンラインに戻すまでの時間間隔を指定します。この属性は、ディス

ク・グループの変更時にのみ設定でき、標準冗長性および高冗長性のディスク・グループにのみ適用できます。 

ディスクの修復時間の詳細は、Oracle ASMの高速ミラー再同期を参照してください。  

FAILGROUP_REPAIR_TIME 

この属性は、ディスク・グループ内の障害グループのデフォルトの修復時間を指定します。Oracle ASMで障害グループ全体が

失敗したと判別される場合、障害グループの修復時間が使用されます。デフォルト値は、24時間(24h)です。SQLのALTER 

DISKGROUP OFFLINE DISK文のDROP AFTER句などを使用して、ディスクに指定された修復時間がある場合、そのディスクの修

復時間は、障害グループの修復時間をオーバーライドします。  

この属性は、ディスク・グループの変更時にのみ設定でき、標準冗長性および高冗長性のディスク・グループにのみ適用できます。 

障害グループの修復時間の詳細は、Oracle ASMの高速ミラー再同期を参照してください。  

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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IDP.BOUNDARYおよびIDP.TYPE 

 

  
 

ノート: 

インテリジェント・データ配置(IDP)機能は、Oracle ASM 12c リリース 2 (12.2)以降非推奨となったため、将

来のリリースではサポート対象外になる予定です。  

これらの属性は、Oracle Exadataストレージの構成に使用されます。 

 

関連項目: 

Oracle Exadataのドキュメント 

LOGICAL_SECTOR_SIZE 

LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性は、ディスク・グループの論理セクター・サイズを指定します。値は、ディスク・グ

ループの作成または変更時に設定できます。  

LOGICAL_SECTOR_SIZEの値は、ディスク・グループで許容されるI/Oの最小単位を指定します。値は、SECTOR_SIZEディスク・

グループ属性のサイズ以下にする必要があります。  

LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性を使用するには、COMPATIBLE.ASMを12.2以上に設定する必要があります。  

LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性の設定の詳細は、論理セクター・サイズと物理セクター・サイズの指定を参照し

てください。  

SECTOR_SIZEディスク・グループ属性の詳細は、「SECTOR_SIZE」を参照してください。  

PHYS_META_REPLICATED 

このディスク・グループ属性は、ディスク・グループのレプリケーション・ステータスを追跡します。ディスク・グループのOracle ASM互

換性が12.1以上の場合、各ディスクの物理メタデータはレプリケートされます。このメタデータには、ディスク・ヘッダー、空き領域

の表ブロック、および割当て表ブロックが含まれます。このレプリケーションは、オンライン非同期で実行されます。ディスク・グループ

内のすべてのディスクの物理メタデータがレプリケートされた場合、この属性値は、Oracle ASMによってtrueに設定されます。  

このディスク・グループの属性は、Oracle ASMディスク・グループの互換性(COMPATIBLE.ASM)が12.1以上に設定されたディス

ク・グループにのみ定義されます。この属性は読取り専用であり、情報提供のみを目的としています。ユーザーは、この値を設定

または変更できません。値は、trueまたはfalseのいずれかです。  

PREFERRED_READ.ENABLED 

物理的に切り離された複数のサイトに広がるノードで構成されるOracle Extended Clusterでは、

PREFERRED_READ.ENABLEDディスク・グループ属性によって優先読取り機能をディスク・グループに対して有効にするかどうかを

制御します。  
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優先読取り機能が有効である場合、この機能により、インスタンスでは自身と同じサイトにあるディスクを特定し、そこから読み

取ることができるため、パフォーマンスが向上します。 

Oracle Extended Cluster内の各Oracle ASMインスタンスは、配置されているサイトを特定するための情報を保持します。

優先読取り機能が有効になっている場合は、ディスクがインスタンスと同じサイト内にあれば、サイト情報に基づいてディスクの優

先ステータスはtrueと判断されます。そうではなく、ディスクがOracle ASMインスタンスと同じサイトになければ、ディスクの優先

ステータスはfalseに設定されます。 

拡張クラスタの場合、優先読取り設定は、各ディスク・グループのPREFERRED_READ.ENABLEDディスク・グループ属性に対する

TRUE設定により、デフォルトで有効になっています。拡張されていないクラスタ(物理サイト1つのみ)の場合、優先読取りは無効

になっています。優先読取りステータスは、拡張冗長性、標準冗長性、高冗長性およびフレックス冗長性のディスク・グループに

適用されます。  

PREFERRED_READ.ENABLEDを使用するには、Oracle Database 12cリリース2 (12.2)が必要で、COMPATIBLE.ASMを

12.2以上に設定する必要があります。  

PREFERRED_READ.ENABLEDが有効になっていてもいなくても、Oracle ASMインスタンスまたはクラスタ内のクライアント・インスタ

ンスの障害グループ・レベルにASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータ(下位互換性のために使用可)を使

用して、優先読取りを設定できます。  

ディスクに優先読取りステータスが設定されているかどうかを判別するには、V$ASM_DISKビューのPREFERRED_READ列を確認し

ます。  

 

関連項目: 

 ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータの詳細は、

「ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS」  

 Oracle ASM拡張ディスク・グループの詳細は、Oracle ASM拡張ディスク・グループについて  

 Oracle Extended Clusterの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガ

イド』  

 すべてのV$ASM*動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

SCRUB_ASYNC_LIMIT 

SCRUB_ASYNC_LIMITディスク・グループ属性は、非同期修正に対して許容される未処理並列読取りリクエストの最大数を設

定します。  

値の範囲は、1から1024です。デフォルト値は1です。  

このディスク・グループ属性を使用するには、COMPATIBLE.ASMを12.2以上に設定する必要があります。  

修正操作の詳細は、「ディスク・グループの修正」を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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SECTOR_SIZE 

SECTOR_SIZEディスク・グループ属性は、ディスク・グループのセクター・サイズを指定します。値は、ディスク・グループの作成また

は変更時に設定できます。  

SECTOR_SIZEの値は、新規作成されるRedoログおよびOracle ACFSファイル・システムのブロック・サイズに使用されます。ディ

スクを移行しやすくするために、値を別のセクター・サイズに変更できます。値は、LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性

のサイズ以上にする必要があります。  

SECTOR_SIZEの12.2機能(ディスク・グループの作成後にセクター・サイズを変更する機能を含む)を使用するには、

COMPATIBLE.ASMを12.2以上に設定する必要があります。  

SECTOR_SIZEディスク・グループ属性の設定の詳細は、論理セクター・サイズと物理セクター・サイズの指定を参照してください。  

LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性の詳細は、「LOGICAL_SECTOR_SIZE」を参照してください。  

STORAGE.TYPE 

このディスク・グループ属性は、ディスク・グループ内のディスクのタイプを指定します。可能な値は、AXIOM、ZFSSA、およびOTHER

です。属性をAXIOMまたはZFSSAに設定する場合、ディスク・グループ内のすべてのディスクはそのタイプである必要があります。属

性をOTHERに設定する場合、ディスク・グループ内のディスクはどのタイプでも使用できます。  

STORAGE.TYPEディスク・グループ属性をAXIOMまたはZFSSAに設定する場合、Pillar AxiomまたはZFSでハイブリッド列圧縮

機能(HCC)を使用できます。  

 

  
 

ノート: 

Pillar Axiom ストレージを SCSI/ファイバ・チャネルとして追加する必要があります。 

STORAGE.TYPE属性を設定するには、COMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性を11.2.0.3以上に

設定する必要があります。ZFSストレージを最大限サポートするには、COMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グ

ループ属性を11.2.0.4以上に設定します。ディスク・グループの互換性属性の詳細は、ディスク・グループの互換性を参照して

ください。  

STORAGE.TYPE属性は、ディスク・グループの作成時、またはディスク・グループ変更時に設定できます。クライアントがディスク・グ

ループに接続されているときに属性を設定できません。たとえば、Oracle ADVMボリュームがディスク・グループ上で有効なとき

に属性を設定できません。  

属性が設定されるまでは、V$ASM_ATTRIBUTEビュー内またはASMCMD lsattrコマンドで、属性は表示されません。  

 

関連項目: 

ハイブリッド列圧縮の詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。ハイブリッド列圧縮は、特定のOracleストレー

ジ・システムの機能です。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CNCPT89198
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THIN_PROVISIONED 

この属性は、ディスク・グループのリバランスの完了後に、未使用の記憶域領域を破棄する機能を有効化または無効化します。

この機能を有効にする場合は、この属性値をtrueに設定し、無効にする場合はfalseに設定します。デフォルト値はfalseで

す。  

シン・プロビジョニングがサポートされているストレージ・ベンダーの製品には、物理記憶域全体の使用状況をより効率的にするた

めに、破棄された記憶域領域を再利用する機能があります。このようなサポートがストレージ・ベンダーから提供される場合、リ

バランス操作のCOMPACTフェーズが完了すると、Oracle ASMは領域が使用されなくなって再利用できるようになったストレージ

を通知します。リバランスが実行されていない場合は、ALTER DISKGROUP ... REBALANCE SQL文でリバランスを発行できます。  

 

  
 

ノート: 

THIN_PROVISIONED 属性は、Linux 上の Oracle Grid Infrastructure 12.2 以上のリリースで、Oracle 

ASM Filter Driver (Oracle ASMFD)でのみサポートされます。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMFDの詳細は、Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理＊  

 Oracle ASMおよびOracle ASMFDに関する記事(ノート1369107.1、2034681.1など)、およびOracle ASM

とシン・プロビジョニングに関するその他の記事については、My Oracle Support 

(https://support.oracle.com)  

 ディスク・グループのリバランスについては、リバランス操作のチューニング  

VAM_MIGRATION_DONE 

仮想割当てメタデータ(VAM)では、フレキシブルなストレージ割当てがサポートされます。制限付きマウントを使用せずに

NORMALまたはHIGHの冗長性のディスク・グループをFLEX冗長性のディスク・グループに移行する前に、VAM_MIGRATION_DONE

ディスク・グループ属性が有効に設定され、移行が完了している必要があります。  

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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ディスク・グループの作成 

この項では、ディスク・グループの作成について説明します。 

CREATE DISKGROUP SQL文を使用してディスク・グループを作成できます。  

この項では、次の項目について説明します。 

 ディスク・グループの作成について 

 CREATE DISKGROUP SQL文を使用したディスク・グループの作成 

 新規Oracleインストール用のディスク・グループの作成 

 論理セクター・サイズと物理セクター・サイズの指定 

 Oracle ASMディスク・グループへのOracle Cluster Registryおよび投票ファイルの格納 

 

関連項目: 

 Oracle Automatic Storage Managementの記憶域要件の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの

『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

 CREATE DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

ディスク・グループの作成について 

ディスク・グループの作成時には、様々な項目を指定する必要があります。 

ディスク・グループを作成する場合、次の操作を実行します。 

 ディスク・グループに一意の名前を割り当てます。  

指定したディスク・グループ名では大文字と小文字は区別されず、内部的に保存される場合は常に大文字に変換さ

れます。 

 

  
 

ノート: 

#文字および$文字を含め、引用符で囲む必要がある識別子を Oracle ASM ディスク・グループ名に使用

しないでください。Oracle Database オブジェクトに対する、引用符で囲んだ識別子の使用は、一部の

ツールでは名前として有効でも、そのオブジェクトを管理する他のツールを使用する場合には有効ではないこ

とがあります。Oracle Database オブジェクトの名前付けの詳細は、『Oracle Database SQL 言語リ

ファレンス』を参照してください。  

 ディスク・グループの冗長性レベルを決定します。 

Oracle ASMでファイルをミラー化するには、NORMAL REDUNDANCY (デフォルトでほとんどのファイル・タイプについて双方

向ミラー化)、HIGH REDUNDANCY (すべてのファイルについて3方向ミラー化)、FLEX REDUNDANCYまたはEXTENDED 

REDUNDANCYなどの冗長性レベルを指定します。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF51129
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF51129
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Oracle ASMによるミラー化が不要の場合は、EXTERNAL REDUNDANCYを指定します。たとえば、ストレージ・アレイ保

護機能を使用するには、EXTERNAL REDUNDANCYを選択します。  

NORMALまたはHIGHの冗長性でディスク・グループを作成した後、ALTER DISKGROUP SQL文のCONVERT REDUNDANCY 

TO FLEX句を使用して、ディスク・グループをFLEX冗長性ディスク・グループに移行できます。EXTERNALディスク・グループ

はFLEX冗長性のディスク・グループに移行できません。フレックス・ディスク・グループを移行する際、ディスク・グループに

は少なくとも3つの障害グループが必要で、移行中は制限モード(MOUNTED RESTRICTED)でマウントする必要がありま

す。  

NORMAL、HIGHまたはEXTERNALディスク・グループの冗長性レベルをNORMAL、HIGHまたはEXTERNALに変更するには、

適切な冗長性を持つ別のディスク・グループを作成してから、そのファイルを新しいディスク・グループに移動する必要が

あります。  

FLEXおよびEXTENDED冗長性のディスク・グループの場合、ディスク・グループの冗長性は変更できません。しかし、ディス

ク・グループ内のファイルの冗長性は、それぞれのファイル・グループのREDUNDANCYプロパティを修正することで変更できま

ます。  

 ディスク・グループに属する、Oracle ASMディスクとしてフォーマットするディスクを特定します。  

ディスクは、検索文字列でオペレーティング・システム依存のワイルドカード文字を使用して指定できます。Oracle 

ASMでは、この文字列を使用してディスクが検索されます。NAME句でディスクの名前を指定するか、システム生成の名

前を使用できます。  

 必要に応じて、特定の障害グループに属しているディスクを示します。 

領域の均衡を保ち、ミラー化されたデータが均等に分散されるように、同じサイズの障害グループを作成する必要があ

ります。 

 必要に応じて、クォーラム(QUORUM)や標準(デフォルト)など、障害グループのタイプを決定します。  

 必要に応じて、ソフトウェアの互換性や割当て単位サイズなどのディスク・グループ属性値を指定します。 

ディスク・グループ内のすべてのディスクを同じサイズにする必要があります。Oracle ASMでは、各ディスクのサイズはプログラムで

決定されます。なんらかの理由によってサイズを決定できない場合や、ディスク上で使用される領域量を制限する場合は、ディ

スクに対してSIZE句を指定できますが、ディスク・グループ内のディスクすべてに対して同じサイズ値を指定する必要があります。  

Oracle ASMではディスク・グループ内のディスク用としてオペレーティング・システムとは無関係の名前が作成されるため、他の

SQL文でこの名前を使用してディスクを参照できます。必要であれば、NAME句を使用してディスク独自の名前を指定できます。

ディスク名は、V$ASM_DISKビューで参照できます。  

ASMCMD stampコマンドを使用して、Oracle ASMのディスクを使用するディスク・グループの作成前に、それらのディスクをプ

ロビジョニングできます。ディスクをプロビジョニングすると、ディスク名、障害グループおよびサイト情報は、ディスクのプロビジョニング

時に指定しているため、ディスク・グループの作成時に指定する必要がありません。  

 

  
 

ノート: 

ディスクは複数のディスク・グループに属することはできません。 

Oracle ASMインスタンスでは、新しく作成されたディスク・グループのディスクがアドレス指定可能であり、現在は別のディスク・

グループのメンバーではないことが確認されます。FORCEで削除されたディスクを追加する場合のみFORCEを使用する必要があり
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ます。ディスクがNOFORCEで削除される場合、NOFORCEでディスクを追加できます。たとえば、ディスクに障害が発生し、そのディス

クがディスク・グループから削除されたとします。このディスクを修復すると、ディスク・グループの一部ではなくなりますが、Oracle 

ASMでは引き続きそのディスクがディスク・グループのメンバーであると認識します。このディスクを新しいディスク・グループに含める

には、FORCEフラグを使用する必要があります。さらに、ディスクをアドレス指定可能にする必要があります。このようにしないと、操

作が失敗します。  

 

  
 

ノート: 

FORCE オプションを使用して、以前に使用したディスクをディスク・グループに追加する場合は注意してください。別

のディスク・グループが使用できなくなることがあります。  

CREATE DISKGROUP文により、ディスク・グループは初めてマウントされ、サーバー・パラメータ・ファイルが使用されている場合は

ディスク・グループ名がASM_DISKGROUPS初期化パラメータに追加されます。テキスト初期化パラメータ・ファイルが使用されており、

インスタンスの起動時にディスク・グループを自動的にマウントする場合、Oracle ASMインスタンスを停止して再起動する前に、

このディスク・グループ名をASM_DISKGROUPS初期化パラメータに忘れずに追加する必要があります。Oracle ASMコンフィギュ

レーション・アシスタント(ASMCA)とASMCMD mkdgコマンドを使用して、ディスク・グループを作成することもできます。  

 

関連項目: 

 フレックス・ディスク・グループとファイル・グループの詳細は、「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」  

 冗長性レベルと障害グループの詳細は、「ミラー化、冗長性および障害グループ・オプション」と「Oracle ASMの概要

の理解」  

 QUORUMおよびREGULAR障害グループの詳細は、Oracle ASMディスク・グループへのOracle Cluster Registryおよ

び投票ファイルの格納  

 ASMCMD stampコマンドの詳細は、「stamp」  

 Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用したディスク・グループの作成の詳細は、「ASMCA

によるディスク・グループの管理」  

 ASMCMD mkdgコマンドを使用したディスク・グループの作成の詳細は、「mkdg」  

 CREATE DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

CREATE DISKGROUP SQL文を使用したディスク・グループの作成 

CREATE DISKGROUP SQL文を使用して、データおよび高速リカバリ領域のためのディスク・グループを作成できます。  

例4-1のSQL文は、標準冗長性でdataという名前のディスク・グループを作成します。これは2つの障害グループcontroller1

またはcontroller2で構成され、各障害グループには4つのディスクがあります。通常、dataディスク・グループはデータベースの

データファイルを格納するために使用します。  

例では、ASM_DISKSTRING初期化パラメータが文字列'/devices/*'に設定されていることを前提としています。Oracle ASM

ディスク検出によって、/devicesディレクトリでdiska1からdiska4、およびdiskb1からdiskb4が識別されます。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
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例4-1では、NAME句によって、システム生成のデフォルト名以外の名前を明示的にディスクに割り当てることができます。システム

生成の名前の形式はdiskgroup_nnnnです。nnnnは、ディスク・グループ内のディスクのディスク番号です。  

例4-1でのディスク・グループの作成時に、次のディスク・グループ属性の値が明示的に設定されています。  

 AU_SIZE  

ディスク・グループの割当て単位サイズを指定します。  

AU_SIZEディスク・グループ属性の値は、V$ASM_DISKGROUPビューのALLOCATION_UNIT_SIZE列に表示できます。  

 COMPATIBLE.ASM  

ディスク・グループを使用するOracle ASMインスタンスの最小ソフトウェア・バージョンを決定します。  

 COMPATIBLE.RDBMS  

ディスク・グループを使用するデータベース・インスタンスの最小ソフトウェア・バージョンを決定します。  

 COMPATIBLE.ADVM  

ディスク・グループにOracle ADVMボリュームを含めることができるかどうかを決定します。 

例4-2では、fraディスク・グループ(通常は高速リカバリ領域用に作成)をディスク・グループ属性のデフォルト値で作成します。

Oracle ASMディスクの名前は指定していません。また、障害グループは明示的に指定していません。この例では、diskc1から

diskc9が/devicesディレクトリに存在することを前提としています。 

例4-1 DATAディスク・グループの作成 

CREATE DISKGROUP data NORMAL REDUNDANCY 

  FAILGROUP controller1 DISK 

    '/devices/diska1' NAME diska1, 

    '/devices/diska2' NAME diska2, 

    '/devices/diska3' NAME diska3, 

    '/devices/diska4' NAME diska4 

  FAILGROUP controller2 DISK 

    '/devices/diskb1' NAME diskb1, 

    '/devices/diskb2' NAME diskb2, 

    '/devices/diskb3' NAME diskb3, 

    '/devices/diskb4' NAME diskb4 

  ATTRIBUTE 'au_size'='4M', 

    'compatible.asm' = '19.0',  

    'compatible.rdbms' = '19.0', 

    'compatible.advm' = '19.0';

例4-2 FRAディスク・グループの作成 

CREATE DISKGROUP fra NORMAL REDUNDANCY 

  DISK '/devices/diskc*';

 

関連項目: 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバを使用する際のディスク名の形式については、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

 割当て単位の詳細は、「Oracle ASM割当て単位について」  
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 COMPATIBLE.ASM、COMPATIBLE.RDBMS、およびCOMPATIBLE.ADVMの詳細は、「ディスク・グループの互換性属性」 

新規Oracleインストール用のディスク・グループの作成 

この項では、Oracle Grid Infrastructureスタンドアロン(Oracle Restart)オプションとOracle Databaseの新規インス

トール用に、ディスク・グループを作成する基本手順について説明します。 

Oracle Grid Infrastructureスタンドアロン(Oracle Restart)の新規インストールに関してこの項で説明する手順では、

データベース・データファイルを格納するディスク・グループが構成されており、高速リカバリ領域ファイルを格納するディスク・グルー

プが構成されていると仮定しています。  

 

  
 

ノート: 

クラスタ構成の Oracle Grid Infrastructure では、Oracle Cluster Registry (OCR)と投票ファイルをそれ

ぞれのディスク・グループに格納する必要があります。ただし、Oracle ASM インストールに 2 つのディスク・グループし

か作成しない場合、OCR と投票ファイルは、データベース・データファイルを含むディスク・グループに格納してくださ

い。 

1. OUIを使用してOracle Restartをインストールし、画面の指示に従います。 

インストール中に、データファイルや制御ファイルを格納するためのディスク・グループ(data)を作成します。  

OUIのこのディスク・グループ作成プロセスは、Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用した

ディスク・グループの作成と似ています。Oracle Universal Installer(OUI)によるインストールおよびDatabase 

Configuration Assistant(DBCA)によるデータベース作成の詳細は、使用しているオペレーティング・システム固有

のインストレーション・ガイドを参照してください。 

2. Oracle Grid Infrastructureのインストール後、ASMCAを使用して高速リカバリ領域ファイルを格納するためのディ

スク・グループ(fra)を作成します。  

SQL*PlusまたはASMCMDコマンドをOracle Grid Infrastructureホームから実行して、fraディスク・グループを

作成することもできます。  

3. OUIを使用してOracle Databaseソフトウェアをインストールし、画面の指示に従います。 

4. データベース・ソフトウェアのインストール後、データベースを作成するためにDBCAを実行して画面の指示に従います。  

データベースを作成する際、データファイルおよび高速リカバリ領域ファイルの格納にOracle ASMを使用するために適

した選択を行います。画面に指示が表示されたら、次のようにします。 

 データベースのデータファイルをdataディスク・グループに格納します。  

 高速リカバリ領域ファイルをfraディスク・グループに格納します。  

 

関連項目: 

 ASMCAを使用したディスク・グループの作成または変更の詳細は、「ASMCAによるディスク・グループの管理」  

 Oracle Cluster Registry (OCR)および投票ファイルの格納の詳細は、「Oracle ASMディスク・グループへの

Oracle Cluster Registryおよび投票ファイルの格納」  



111 

 SQL*Plusを使用したディスク・グループの作成の詳細は、ディスク・グループの作成についてを参照してください。  

 ASMCMDを使用したディスク・グループの作成の詳細は、「mkdg」  

 高速リカバリ領域の構成の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してくだ

さい  

 高速リカバリ領域の指定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください  

 Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Restartのインストールの詳細は、使用しているオペレーティング・シス

テムの『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

 Oracle Databaseのインストールの詳細は、使用しているオペレーティング・システムの『Oracle Databaseインスト

レーション・ガイド』  

論理セクター・サイズと物理セクター・サイズの指定 

オプションのLOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性とSECTOR_SIZEディスク・グループ属性をCREATE DISKGROUP SQL

文とALTER DISKGROUP SQL文とともに使用すると、ディスク・グループの論理セクター・サイズおよび物理セクター・サイズを指定

できます。  

 

  
 

ノート: 

論理セクター・サイズと物理セクター・サイズを指定するには、ディスクがセクター・サイズのエミュレーションをサポー

トしている必要があります。 

SECTOR_SIZEディスク・グループ属性は、512、4096または4Kに設定できます(ディスクでこれらの値がサポートされている場合)。

デフォルト値はプラットフォームによって異なります。ディスク・グループの作成時にセクター・サイズの値の設定を有効にするには、

COMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性とCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性を11.2以上に設定する必要があります。

セクター・サイズを変更するには、COMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性を12.2以上に設定する必要があります。  

LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性により、ディスク・グループに属するディスクから見積もられるサイズではなく、ディス

ク・グループの論理セクター・サイズを明示的に設定できます。LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性は、512、4096ま

たは4Kに設定できます。この値は、ディスク・グループで受け入れられる最小許容I/Oを指定し、ディスク・グループに属することが

できるディスク・タイプを制限することもできます。ディスク・グループの作成時に論理セクター・サイズを設定したり、作成したディス

ク・グループのサイズを変更するには、COMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性を12.2以上に設定する必要があります。  

表4-1に、ディスク・グループの作成時にディスクのサイズおよびタイプに対して使用できる論理セクター・サイズおよびセクター・サ

イズのディスク・グループ属性の有効な組合せを示します。1列目は、ディスク・グループの作成時に論理セクター・サイズ属性と

セクター・サイズ属性に対してユーザーが指定した値を示します。NSは、値が指定されなかったことを示します。  

表の1行目は、使用されるディスクの組合せを示します。512ネイティブ・セクター・サイズのディスクでは、セクター・サイズと論理

セクター・サイズが等しく、512です。512ネイティブおよび512エミュレートの見出しは、512ネイティブ・ディスクと512エミュレー

ト・ディスクの組合せを示します。512エミュレート・ディスクでは、物理セクター・サイズが4K、論理セクター・サイズが512です。

表の各セルの値は、ディスク・グループのセクター・サイズの最終値を表します。Errorは、ディスク・グループの作成が失敗し、エ

ラー・メッセージが表示されることを示します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=BRADV8183
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11103
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
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表4-1 ディスクのサイズおよびタイプ別のセクター・サイズと論理セクター・サイズの使用可能な組合せ 

ディスク・グループの作

成時に指定された

SECTOR_SIZE/LO

GICAL_SECTOR_

SIZE 

512ネイティ

ブ・ディスク 

512エミュレー

ト・ディスク 

4Kネイティ

ブ・ディスク 

512ネイティブ・ディ

スク + 512エミュ

レート・ディスク 

512エミュレート・

ディスク + 4Kネイ

ティブ・ディスク 

4K / 4K Error 4K / 4K 4K / 4K Error 4K / 4K 

NS / 4K Error 4K / 4K 4K / 4K Error 4K / 4K 

4K / 512 Error 4K / 512 Error Error Error 

512 / 512 512 / 512 512 / 512 Error 512 / 512 Error 

512 / NS 512 / 512 512 / 512 Error 512 / 512 Error 

4K / NS Error 4K / 512 4K / 4K Error 4K / 4K 

NS / 512 512 / 512 512 / 512 Error 512 / 512 Error 

NS / NS 512 / 512 512 / 512 4K / 4K 512 / 512 4K / 4K 

V$ASMビューに問い合せるか、ASMCMDコマンドを実行することで、成功したディスク・グループ作成について想定された、または

明示的に設定された論理セクター・サイズ値とセクター・サイズ値を確認できます。LOGICAL_SECTOR_SIZE列とSECTOR_SIZE

列をV$ASM_DISKGROUPビューとV$ASM_ATTRIBUTEビューに挿入して、値を表示します。これらの列は、ディスク・グループの論理

セクター・サイズおよびセクター・サイズの値(バイト)を表します。ASMCMD lsdgも、ディスク・グループの論理セクター・サイズお

よびセクター・サイズの値を表示します。さらに、V$ASM_ATTRIBUTEビューおよびASMCMD lsattrコマンドを使用してディスク・

グループ属性を表示します。次に例を示します。  

SQL> SELECT name, value FROM V$ASM_ATTRIBUTE  

     WHERE (name = 'sector_size' OR name = 'logical_sector_size') AND group_number = 1; 

NAME                          VALUE 

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

sector_size                   4096 

logical_sector_size           512 

SQL> SELECT logical_sector_size, sector_size FROM V$ASM_DISKGROUP  

     WHERE group_number = 1; 

LOGICAL_SECTOR_SIZE SECTOR_SIZE 

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

                512        4096 

例4-3に示すように、LOGICAL_SECTOR_SIZEディスク・グループ属性とSECTOR_SIZEディスク・グループ属性をCREATE 

DISKGROUP SQL文とALTER DISKGROUP SQL文とともに使用すると、Oracle ASMディスク・グループの論理セクター・サイズお

よび物理セクター・サイズを指定できます。  

次のノートは、論理セクター・サイズおよびセクター・サイズのディスク・グループ属性に適用されます。 

 512バイトから4096バイトへの移行プロセスで、Oracle ASMディスク・グループに格納されているパスワード・ファイル

を移行または再作成する必要はありません。パスワード・ファイルは特殊なケースであり、新しいセクター・サイズが4096

バイトになった後でも512バイトのブロック・サイズのままです。 
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 LOGICAL_SECTOR_SIZE列の値が512の場合、SECTOR_SIZE列の値が4096であっても、ディスク・グループでは512

セクター・サイズのエミュレーションがサポートされます。つまり、I/O操作のサイズは、512または4096のいずれにもでき

ることを意味します。たとえば、ファイルのブロック・サイズが4096バイトの新しいREDOログ・ファイルを作成するのと同様

に、このディスク・グループ内に、ファイルのブロック・サイズが512バイトで読取りと書込みの両方ができるREDOログ・ファ

イルを保持できます。  

 Oracle ASMディスク・グループの物理セクター・サイズ(SECTOR_SIZE)は、論理セクター・サイズ

(LOGICAL_SECTOR_SIZE)より小さくできません。  

 すべてのディスクが、設定可能なすべてのSECTOR_SIZE値をサポートしているわけではありません。セクター・サイズ属性

の設定は、物理ハードウェアに対応している必要があります。 

例4-3 ディスク・グループ内のディスクに対する論理セクター・サイズおよびセクター・サイズの指定 

CREATE DISKGROUP data NORMAL REDUNDANCY 

  FAILGROUP controller1 DISK 

    '/devices/diska1', 

    '/devices/diska2', 

    '/devices/diska3', 

    '/devices/diska4' 

  FAILGROUP controller2 DISK 

    '/devices/diskb1', 

    '/devices/diskb2', 

    '/devices/diskb3', 

    '/devices/diskb4' 

  QUORUM FAILGROUP quorum_failgrp DISK '/devices/diskc1' 

  ATTRIBUTE 'compatible.asm' = '12.2', 'compatible.rdbms' = '12.2', 

            'sector_size'='4096', 'logical_sector_size'='512'; 

ALTER DISKGROUP data2   

  SET ATTRIBUTE 'compatible.asm' = '12.2', 'compatible.rdbms' = '12.2'; 

ALTER DISKGROUP data2 

  SET ATTRIBUTE 'sector_size'='4096', 'logical_sector_size'='4096';

 

関連項目: 

 ディスク・グループの属性およびCREATE DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 BLOCKSIZEキーワードの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。  

 V$ASM_ATTRIBUTE、V$ASM_DISKおよびV$ASM_DISKGROUPの各ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』

を参照してください。  

 ASMCMDディスク・グループ管理コマンドの詳細は、「ASMCMDディスク・グループ管理コマンド」を参照してください。  

Oracle ASMディスク・グループへのOracle Cluster Registryおよび投票

ファイルの格納 

Oracle Cluster Registry(OCR)および投票ファイルは、Oracle ASMディスク・グループに格納できます。  

OCRファイルのバックアップをディスク・グループに格納することもできます。投票ファイルおよびOCRは、Oracle Clusterwareの

2つの重要なコンポーネントです。投票ファイルはノード・メンバーシップに関する情報を管理します。OCRは、クラスタおよび

Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)データベース構成情報を管理します。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01602
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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クォーラム障害グループは特殊なタイプの障害グループで、ユーザー・データが含まれていません。クォーラム障害グループは、

Oracle ASMメタデータの格納に使用されます。クォーラム障害グループが含まれるディスク・グループに投票ファイルが格納され

ている場合、クォーラム障害グループにはこれらのファイルを含めることもできます。また、Oracle ASMでは、1つ以上の障害グ

ループが失われたときにディスク・グループをマウントすることが可能かどうか決定するためにクォーラム障害グループが使用されます。 

クォーラム障害グループ内のディスクにはユーザー・データが含まれないため、ユーザー・データを格納するための冗長性要件を決

定するときには、このグループは考慮されません。  

OCRおよび投票ファイルは、CRSCTLおよびocrconfigコマンドライン・ツール、CREATEおよびALTER DISKGROUP SQL文およ

びV$ASMビューで管理および監視できます。  

CRSCTLおよびocrconfigコマンドを使用すると、OCRストレージおよびクラスタ同期化サービス(CSS)の投票ファイルを

Oracle ASMで管理されるディスク・グループ内に格納できます。  

ディスク・グループを作成または変更する際、CREATEおよびALTER DISKGROUP SQL文のQUORUMおよびREGULARキーワードを使

用して、障害グループまたはディスクの追加の修飾子を指定できます。QUORUMディスク(QUORUM障害グループ内のディスク)には

ユーザー・データを含めることはできないのに対して、REGULARディスク(非クォーラム障害グループ内のディスク)にはこの制限はあ

りません。  

これらのキーワードは、障害グループが明示的に指定されている場合、キーワードFAILGROUPの前で使用できます。障害グルー

プが暗黙的に示されている場合、これらのキーワード(QUORUM/REGULAR)は、キーワードDISKの前で使用できます。障害グルー

プが明示的に指定されている場合、これらのキーワード(QUORUM/REGULAR)をキーワードDISKの直前に指定するのは誤りです。

REGULARはデフォルトの障害グループ・タイプです。  

既存のディスクまたは障害グループで操作を実行する場合、SQLで指定する修飾子は、ディスクまたは障害グループがディスク・

グループに追加されたときに指定した修飾子と一致させる必要があります。  

例4-4に、QUORUM障害グループを持つディスク・グループの作成を示します。Oracle Clusterwareファイルの場合、3つのディ

スク・デバイスまたは3つの障害グループが標準冗長性のディスク・グループの最小要件です。QUORUM障害グループは、ユー

ザー・データの格納に関する冗長性要件の決定時に考慮されません。OCRまたは投票ファイルをディスク・グループに格納する

には、COMPATIBLE.ASMディスク・グループ互換性属性を11.2以上に設定する必要があります。  

V$ASM_DISKまたはV$ASM_DISK_STATビューのFAILGROUP_TYPE列では、障害グループのタイプを指定します。この列の値は、

標準の障害グループの場合はREGULAR、クォーラム障害グループの場合はQUORUMです。V$ASM_DISKまたはV$ASM_DISK_STAT

ビューのVOTING_FILE列では、ディスクに投票ファイルが含まれているかどうかを指定します。この列の値は、ディスクに投票ファイ

ルが含まれている場合はY、含まれていない場合はNです。V$ASM_DISKGROUPまたはV$ASM_DISKGROUP_STATでの

USABLE_FILE_MBの値では、QUORUMディスクにある空き領域は考慮されません。クライアント・データファイルには空き領域を使

用できないためです。 

例4-4 障害グループの作成時にQUORUMを使用 

CREATE DISKGROUP mgmt_dg NORMAL REDUNDANCY 

   FAILGROUP fg1 DISK '/devices/diskg1' 

   FAILGROUP fg2 DISK '/devices/diskg2' 

   QUORUM FAILGROUP fg3 DISK '/devices/diskg3' 

   ATTRIBUTE 'compatible.asm' = '12.2.0.0.0';
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関連項目: 

 障害グループの詳細は、「Oracle ASMの障害グループ」  

 V$ASMビューの詳細は、「Oracle ASM情報を表示するビュー」  

 投票ファイルおよびOracle Cluster Registry(OCR)の構成の詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインスト

レーションおよびアップグレード・ガイド』  

 Oracle Cluster Registryと投票ファイルの管理の詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイ

ド』  

 CREATE DISKGROUPおよびALTER DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレ

ンス』  

 V$ASM*動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92368
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92368
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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ディスク・グループの変更 

ディスク・グループは、SQL*Plus、ASMCAまたはASMCMDコマンドで変更できます。 

ALTER DISKGROUP SQL文を使用してディスク・グループの構成を変更できます。Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタン

ト(ASMCA)とASMCMD chdgコマンドを使用して、ディスク・グループ構成を変更することもできます。  

データベースの状態がオンラインのままで、ディスクの追加、サイズ変更および削除を行うことができます。可能であれば、1つの

ALTER DISKGROUP文で複数の操作を行うことをお薦めします。1つのALTER DISKGROUP文で操作をグループ化すると、リバラン

ス操作を削減できます。  

ディスク・グループの構成が変更されると、Oracle ASMにより自動的にリバランスが行われます。デフォルトでは、ALTER 

DISKGROUP文は、操作の完了を待たずに戻されます。この操作のステータスを監視するには、V$ASM_OPERATIONビューに問い

合せます。  

リバランス操作が完了するのを待ってからALTER DISKGROUP文の処理が戻されるようにするには、REBALANCE WAIT句を使用し

ます。これは特にスクリプトの場合に役に立ちます。この文では、REBALANCE NOWAIT句も使用できます。これにより、リバランス

操作をバックグラウンドで非同期に実行するデフォルトの動作が呼び出されます。  

多くのプラットフォーム上でCTRL+Cと入力すると、待機モードのリバランス実行を中断できます。これにより、「ORA-01013: 

ユーザーによって現行の操作の取消しがリクエストされました」というメッセージとともに文は即時に戻され、操作は

非同期で続行されます。CTRL+Cを入力しても、リバランス操作またはディスクの追加、ドロップ、リサイズ操作はキャンセルされま

せん。  

リバランス操作の速度およびリソース消費を制御するには、ディスクを追加、削除またはサイズ変更する文にREBALANCE POWER

句を含めます。  

次の内容について説明します。 

 ディスク・グループでのOracle ADVMボリュームの管理 

 ディスク・グループへのディスクの追加 

 ディスク・グループ内のディスクの置換 

 ディスク・グループ内のディスクの名前変更 

 ディスク・グループからのディスクの削除 

 ディスク・グループ内のディスクのサイズ変更 

 ディスク・グループ内のディスクの削除解除 

 ディスク・グループの手動リバランス 

 リバランス操作の調整 

 ディスク・グループの修正 
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関連項目: 

 Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用したディスク・グループ構成の変更の詳細は、

「ASMCAによるディスク・グループの管理」  

 ASMCMD chdgを使用したディスク・グループ構成の変更の詳細は、「chdg」 

 REBALANCE句とPOWER句の詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」  

 ALTER DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

ディスク・グループでのOracle ADVMボリュームの管理 

ディスク・グループでは、Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)ボリュームを作成できます。  

作成後は、動的ボリュームに関連付けられたボリューム・デバイスを使用してOracle ACFSファイル・システムをホスト管理でき

ます。  

ディスク・グループの互換性属性COMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.ADVMは、11.2以上に設定する必要があります。  

ALTER DISKGROUP VOLUME SQL文を使用すると、ボリュームを追加、変更、サイズ変更、無効化、有効化および削除する機

能を含め、Oracle ADVMボリュームを管理できます。  

Oracle ADVMボリュームがフレックス・ディスク・グループにある場合、ALTER DISKGROUP MODIFY FILEGROUP volume_name 

SQL文を使用してオンラインのOracle ADVMボリュームの冗長性を変更できます。  

 

  
 

ノート: 

ボリュームで Oracle ACFS ファイル・システムをホスト管理している場合、SQL ALTER DISKGROUP 文を使用して

そのボリュームのサイズを変更することはできません。かわりに、acfsutil size コマンドを使用する必要がありま

す。  

次に、ALTER DISKGROUP VOLUME文の例を示します。 

例4-5 ALTER DISKGROUP VOLUME文によるボリュームの管理 

SQL> ALTER DISKGROUP data ADD VOLUME volume1 SIZE 10G; 

Diskgroup altered. 

SQL> ALTER DISKGROUP data RESIZE VOLUME volume1 SIZE 15G; 

Diskgroup altered. 

SQL> ALTER DISKGROUP data DISABLE VOLUME volume1; 

Diskgroup altered. 

SQL> ALTER DISKGROUP data ENABLE VOLUME volume1; 

Diskgroup altered. 

SQL> ALTER DISKGROUP ALL DISABLE VOLUME ALL; 

Diskgroup altered. 

SQL> ALTER DISKGROUP data DROP VOLUME volume1; 

Diskgroup altered.

 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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関連項目: 

 ディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性属性」  

 acfsutil sizeを使用したボリュームのサイズ変更の詳細は、「acfsutil size」 

 Oracle ADVMの詳細は、「Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要」  

 ASMCMDを使用したOracle ADVMボリュームの管理の詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」  

 ASMCAによるOracle ADVMボリュームの管理の詳細は、「Oracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するための

ASMCA GUIツール」  

 ファイル・グループ・プロパティの詳細は、「Oracle ASMファイル・グループのプロパティについて」  

 ALTER DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

ディスク・グループへのディスクの追加 

ALTER DISKGROUP文のADD句を使用して、ディスク・グループにディスクまたは障害グループを追加できます。  

ALTER DISKGROUP SQL文を使用して、ディスクまたは障害グループを追加できます。使用される構文は、CREATE DISKGROUP

文に似ています。新しいディスクを追加した後、リバランスが進むにつれ、新しいディスクで処理されるワークロードの割合が徐々

に増え始めます。  

ディスクを追加する際、ディスクはディスク・グループの他のディスクと同じサイズにする必要があります。 

 

関連項目: 

 SQL文を使用してディスク・グループにディスクを追加する例は、ALTER DISKGROUP SQL文を使用したディスク・

グループへのディスクの追加  

 CREATE DISKGROUP SQL文の例は、例4-1  

 冗長性レベルと障害グループの詳細は、「ミラー化、冗長性および障害グループ・オプション」と「Oracle ASMの概要

の理解」  

 ASMCAを使用したディスク・グループへのディスクの追加については、「ASMCAによるディスク・グループの管理」  

 ALTER DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

ALTER DISKGROUP SQL文を使用したディスク・グループへのディスクの追加 

このトピックで示すSQLの例では、ディスク検出とADD DISK操作との相互作用について説明します。ディスク検出により、

/devicesディレクトリで次のディスクが識別されたとします。  

/devices/diska1 -- member of data1 

/devices/diska2 -- member of data1 

/devices/diska3 -- member of data1 

/devices/diska4 -- member of data1 

/devices/diska5 -- candidate disk 

/devices/diska6 -- candidate disk 

/devices/diska7 -- candidate disk 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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/devices/diska8 -- candidate disk 

/devices/diskb1 -- member of data1 

/devices/diskb2 -- member of data1 

/devices/diskb3 -- member of data1 

/devices/diskb4 -- member of data2 

/devices/diskc1 -- member of data2 

/devices/diskc2 -- member of data2 

/devices/diskc3 -- member of data3 

/devices/diskc4 -- candidate disk 

/devices/diskd1 -- candidate disk 

/devices/diskd2 -- candidate disk 

/devices/diskd3 -- candidate disk 

/devices/diskd4 -- candidate disk 

/devices/diskd5 -- candidate disk 

/devices/diskd6 -- candidate disk 

/devices/diskd7 -- candidate disk 

/devices/diskd8 -- candidate disk 

Oracle ASMディスクのステータスを表示するには、V$ASM_DISKビューに問合せを行います。Oracle ASM情報を表示する

ビューを参照してください。  

次の文は、/devices/diska1から/devices/diska4までが、現在、ディスク・グループdata1に属しているため、失敗します。  

ALTER DISKGROUP data1 ADD DISK 

     '/devices/diska*'; 

次の文を発行すると、ディスク/devices/diska5から/devices/diska6までがdata1に正常に追加されます。ALTER 

DISKGROUP文にはFAILGROUP句が含まれていないため、各ディスクはそれぞれ独自の障害グループに割り当てられます。NAME

句により、各ディスクに名前が割り当てられます。この句がない場合は、システム生成の名前が割り当てられます。  

ALTER DISKGROUP data1 ADD DISK 

     '/devices/diska5' NAME diska5, 

     '/devices/diska6' NAME diska6; 

障害グループを指定する場合は、タイプ(標準またはクォーラム)と名前を指定できます。障害グループ・タイプのデフォルト値は標

準にデフォルト設定されます。クォーラム障害グループを指定するには、QUORUM FAILGROUP句を含める必要があります。次の文

を発行すると、障害グループを指定するため、FAILGROUP句を使用して、ディスク/devices/diska7と/devices/diska8が

data1に正常に追加されます。  

ALTER DISKGROUP data1 ADD FAILGROUP fg_diska78 DISK 

     '/devices/diska7' NAME diska7, 

     '/devices/diska8' NAME diska8; 

次の文は、検索文字列に一致するディスクが別のディスク・グループに含まれているため失敗します。具体的には、

/devices/diska4がディスク・グループdata1に属しており、/devices/diskb4がディスク・グループdata2に属しています。  

ALTER DISKGROUP data1 ADD DISK 

     '/devices/disk*4'; 

次の文を発行すると、/devices/diskd1から/devices/diskd8までがディスク・グループdata1に正常に追加されます。この文

は、リバランス指数5で実行されており、リバランス操作が完了するまでは戻されません。  

ALTER DISKGROUP data1 ADD DISK 
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      '/devices/diskd*' 

       REBALANCE POWER 5 WAIT; 

/devices/diskc3がディスク・グループの以前のメンバーで現在は存在しない場合、FORCEオプションを使用して、別のディスク・

グループのメンバーとしてこのディスクを追加できます。たとえば、次のようにFORCE句を使用すると、/devices/diskc3が現在は

data3のメンバーであっても、data2に追加できます。この文を正常に実行するためには、data3はマウントできません。  

ALTER DISKGROUP data2 ADD DISK 

     '/devices/diskc3' FORCE; 

ディスク・グループ内のディスクの置換 

ディスク・グループ内のディスクは、削除して追加するのではなく、置換することができます。 

単一の置換操作は、ディスクを削除および追加するよりも効率的です。この操作はディスクに欠落や破損があった場合、特に

役立ちます。 

たとえば、diskc7ディスクを/devices/diskc18パスで識別される別のディスクと置換するには、次の文を発行します。  

SQL> ALTER DISKGROUP data2 REPLACE DISK diskc7 WITH '/devices/diskc18' POWER 3; 

指数オプションは、0に設定できない点を除いて、ALTER DISKGROUP REBALANCE文の指数オプションと同じように機能します。  

REPLACE句のあるALTER DISKGROUP SQL文は、WAITまたはNOWAITの各オプション、さらにFORCEオプションを含んでいます。  

 

  
 

ノート: 

 ディスク・グループのリバランスにおける指数オプションの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」  

 ASM_POWER_LIMIT 初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

ディスク・グループ内のディスクの名前変更 

ALTER DISKGROUP RENAME DISK SQL文を使用して、ディスク・グループ内のディスクの名前を変更できます。  

 

  
 

ノート: 

RENAME DISK 操作を使用できるのは、ディスクを含むディスク・グループが MOUNT RESTRICTED 状態の場合のみで

す。ディスク・グループ内のいずれかのディスクがオフラインの場合、RENAME 操作は失敗します。新しいディスク名が存

在する場合、RENAME 操作は失敗します。ディスクの名前を変更するには、SYSASM 権限を持っている必要がありま

す。  

1つのSQL文で1つまたは複数のディスクの名前を変更したり、RENAME DISKS ALL句を使用してディスク・グループ内のすべての

ディスクの名前を変更できます。  

たとえば、次のようにディスクの名前を変更できます。 
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SQL> ALTER DISKGROUP fra2 MOUNT RESTRICTED; 

SQL> ALTER DISKGROUP fra2 RENAME DISK 'FRA1_0001' TO 'FRA2_0001',  

       'FRA1_0002' TO 'FRA2_0002'; 

NORMAL、HIGHおよびFLEX冗長性ディスク・グループの場合、ALTERDISKGROUPRENAMEDISKをSITE句とともに使用して名前を

関連付けることができます。次に例を示します。  

SQL> ALTER DISKGROUP data1 RENAME DISK 'DATA1_0001' SITE SITE1; 

データ・サイト、拡張ディスク・グループおよびディスクの優先読取りの詳細は、Oracle ASM拡張ディスク・グループと

PREFERRED_READ.ENABLEDを参照してください。ASMCMD stampコマンドの詳細は、「stamp」を参照してください。  

EXTERNAL冗長性ディスク・グループの場合、ALTERDISKGROUPRENAMEDISKをFAILGROUP句とともに使用して、ディスクの障害

グループを指定できます。次に例を示します。  

SQL> ALTER DISKGROUP external1 RENAME DISK 'EXTERNAL1_0001' FAILGROUP FG_EXT1_0001; 

SITE句とFAILGROUP句は、同じSQL ALTERDISKGROUPRENAME文で同時に使用することはできません。  

ALTER DISKGROUP diskgroupname RENAME DISKS ALL文をrenamedgユーティリティの後に実行して、名前変更されたディス

ク・グループ内のディスクの名前を変更できます。renamedgについては、「ディスク・グループの名前変更」を参照してください。  

ALTER DISKGROUP diskgroupname RENAME DISKS ALL文を実行すると、diskgroupname_number形式でないディスク名は

すべてこの形式に名前変更されます。すでにdiskgroupname_number形式になっているディスク名は変更されません。  

 

  
 

ノート: 

ASMLIB、ASMFD、EXADATA、ASMTOOL などのサブシステムによってディスクにラベルが付けられる場合、そ

のラベルは仕様によりディスク名になります。このようなサブシステムでは、ALTER DISKGROUP RENAME DISKS SQL

文に効力はなく、ディスクの名前は変更されません。  

ディスク・グループからのディスクの削除 

ALTER DISKGROUP文のDROP DISK句を使用して、ディスク・グループからディスクを削除できます。  

また、DROP DISKS IN FAILGROUP句を使用すると、指定した障害グループのすべてのディスクを削除できます。  

ディスクを削除すると、削除したディスクのすべてのファイル・エクステントをディスク・グループ内の他のディスクに移動することにより、

ディスク・グループがリバランスされます。他のディスク上で使用可能な領域が十分でない場合、ディスクの削除操作は失敗する

場合があります。最適の方法は、同じALTER DISKGROUP文で追加と削除の両方の操作を実行する方法です。この方法には、

データ・エクステントのリバランスを一度しか行わず、リバランス操作を成功させるのに十分な領域を確保するという利点がありま

す。  

 

  
 

注意: 

ALTER DISKGROUP...DROP DISK SQL 文では、削除およびリバランス操作が完了する前に SQL プロンプトが戻さ
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れます。V$ASM_DISK ビューでこのディスクの HEADER_STATUS 列が FORMER に変わるまでは、削除したディスクを再

利用、削除または切断しないでください。V$ASM_OPERATION ビューに問い合せれば、削除およびリバランス操作が

完了するまでの残りの時間を確認できます。  

削除操作にFORCE句を指定すると、Oracle ASMによるディスクでの読取りまたは書込みができない場合でも、ディスクは削除

されます。外部冗長性のディスク・グループからディスクを削除する場合、FORCEフラグは使用できません。  

 

  
 

注意: 

DROP FORCE 操作を実行すると、後続のリバランス操作が完了するまでデータの冗長性は低下した状態のままにな

ります。これにより、リバランス中にディスク障害が発生した場合、データが損失する危険性が高くなります。DROP 

FORCE は慎重に使用してください。  

例4-6の文では、ディスク・グループdata1からディスクを削除する方法を示しています。1つ目の例では、ディスク・グループdata1

からdiska5を削除します。2つ目の例では、ディスク・グループdata1からdiska5を削除するとともに、1つのALTER DISKGROUP

文で可能な複数のアクションの実行も示しています。 

例4-6 ディスク・グループからのディスクの削除 

ALTER DISKGROUP data1 DROP DISK diska5; 

ALTER DISKGROUP data1 DROP DISK diska5 

     ADD FAILGROUP failgrp1 DISK '/devices/diska9' NAME diska9;

 

関連項目: 

 ASMCAを使用したディスク・グループからのディスクの削除については、「ASMCAによるディスク・グループの管理」  

 ALTER DISKGROUP文の例は、「ALTER DISKGROUP SQL文を使用したディスク・グループへのディスクの追加」  

 V$ASM_OPERATION ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

 ALTER DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

ディスク・グループ内のディスクのサイズ変更 

ALTER DISKGROUPのRESIZE句を使用すると、ディスク・グループ内のディスクのサイズを変更できます。  

ディスク・グループのディスクをサイズ変更する際には、すべてのディスクを同じサイズにする必要があります。 

SIZE句で新しいサイズを指定しない場合、Oracle ASMではオペレーティング・システムから戻されるディスクのサイズが使用さ

れます。新しいサイズはOracle ASMディスク・ヘッダーに書き込まれ、サイズが大きくなっている場合、新しい領域の割当てが即

時に可能になります。サイズが小さくなっている場合、リバランスにより、新しいサイズ制限を超えるファイル・エクステントが制限未

満の使用可能領域に再配置される必要があります。リバランス操作によってすべてのエクステントを正常に再配置できる場合、

新しいサイズが確定されます。正常に再配置できない場合、リバランスは失敗します。  

次の例では、ディスク・グループdata1内のすべてのディスクのサイズを変更します。新しいサイズがディスク容量を超えている場合、

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30173
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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この文は失敗します。 

例4-7 ディスク・グループ内のディスクのサイズ変更 

ALTER DISKGROUP data1 RESIZE ALL SIZE 100G;

ディスク・グループ内のディスクの削除解除 

ALTER DISKGROUP文のUNDROP DISKS句を使用すると、ディスク・グループ内のディスクに対して保留中の削除操作をすべて取

り消すことができます。  

ディスクの削除操作が完了している場合、この文はディスクのリストアに使用できません。この文は、DROP DISKGROUP文の結果

として削除されるディスク、またはFORCE句を使用して削除されるディスクのリストアには使用できません。  

次の例では、ディスク・グループdata1からのディスクの削除を取り消します。 

例4-8 ディスク・グループ内のディスクの削除解除 

ALTER DISKGROUP data1 UNDROP DISKS;

 

  
 

ノート: 

 DROP DISKGROUP SQL 文の詳細は、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』  

 ALTER DISKGROUP SQL 文の詳細は、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』  

ディスク・グループの手動リバランス 

ALTER DISKGROUP文のREBALANCE句を使用して、ディスク・グループ内のファイルを手動でリバランスできます。  

ファイル・グループへの変更も含め、ディスク・グループは構成が変更されるとOracle ASMによって自動的にリバランスされるため、

通常、手動によるリバランスは必要ありません。ただし、自動リバランス操作の速度を管理するには、手動リバランス操作の実行

が必要になります。  

ALTER DISKGROUP REBALANCE文のPOWER句を使用して並列度、つまりリバランス操作の速度を指定します。値を大きくすると、

リバランス操作の速度が上がります。これは最低で0に設定でき、値を0にすると、この文が暗黙的または明示的に再実行され

るまではリバランス操作が停止します。  

デフォルトのリバランス指数は、ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータによって設定されます。POWER句の値の範囲は、

ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータと同じです。  

進行中のリバランス操作の指数レベルは、MODIFY POWER句を使用してリバランス文を入力すると変更できます。たとえば、次の

SQL文では、進行中のリバランスの指数設定を10に変更します。  

ALTER DISKGROUP data2 REBALANCE MODIFY POWER 10; 

次のSQL文では、指数設定をデフォルト値に変更します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01517
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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ALTER DISKGROUP data2 REBALANCE MODIFY POWER; 

ディスク・グループをリバランスする際、特に注意書きがないかぎり、WITHキーワードまたはWITHOUTキーワードを使用して次の

フェーズ・オプションを選択できます。  

 RESTORE 

RESTOREフェーズには、RESYNC、RESILVERおよびREBUILDの各操作があります。RESTOREフェーズは常にデフォルトで実

行され、除外できません。  

 RESYNC 

この操作は、オンラインになっているディスク上の失効したエクステントを同期します。 

 RESILVER 

この操作は、Exadataシステムにのみ固有です。このフェーズでは、あるミラーから失効したデータがあるミラー

にデータがコピーされます。 

 REBUILD 

この操作では、強制ディスクのみの冗長性をリストアします。強制ディスクとは、FORCEオプションを使用して

削除されたディスクです。 

 BALANCE 

このフェーズでは、ファイル・グループを含め、ディスク・グループ内のすべてのディスクの冗長性をリストアし、Oracle ASM

ディスク上のエクステントのリバランスも行います。 

 PREPARE 

このフェーズでは、prepare SQL操作に対応する動作が実行されます。このフェーズは、FLEXまたはEXTENDED冗長性

のディスク・グループの場合のみ有効です。COMPATIBLE.ASMは12.2以上に設定する必要があります。  

 COMPACT 

このフェーズでは、Oracle ASMディスク全体でエクステントをデフラグして圧縮します。 

リバランス操作では、最適な順序でフェーズが実行されます。どのフェーズにもALTER DISKGROUP...REBALANCE SQL文を指

定しない場合、動作はOracle ASM 12.2リリースより前のリバランス操作と同じで、すべてのリバランス・フェーズが実行されま

す。  

次に、ALTER DISKGROUP...REBALANCEでのフェーズ・オプションの使用例を示します。  

ALTER DISKGROUP data2 REBALANCE WITH BALANCE COMPACT; 

ALTER DISKGROUP data3 REBALANCE WITHOUT BALANCE; 

デフォルトでは、ALTER DISKGROUP...REBALANCEコマンドはすぐに戻されるため、リバランス操作がバックグラウンドで非同期に

実行されている間に他のコマンドを実行できます。リバランス操作のステータスを確認するには、V$ASM_OPERATIONビューに問い

合せます。リバランス・フェーズの一部が実行されない場合は、V$ASM_OPERATIONビューに、ORA-59000エラーがリバランスの最

後に表示されます。  

リバランス操作が完了するのを待ってからALTER DISKGROUP...REBALANCEコマンドが戻されるようにするには、REBALANCE句に

WAITキーワードを追加します。この待機機能は特にスクリプトの場合に役に立ちます。このコマンドでは、NOWAITキーワードも使

用できます。これにより、リバランス操作を非同期に実行するデフォルトの動作が呼び出されます。多くのプラットフォーム上で

CTRL+Cと入力すると、待機モードのリバランス実行を中断できます。これにより、「ORA-01013: ユーザーによって現行の
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操作の取消しがリクエストされました」というメッセージとともにコマンドはすぐに戻され、リバランス操作は非同期で続行

されます。  

リバランス操作の追加ルールは、次のとおりです。 

 ユーザーが構成を変更する場合や、障害または機能停止が原因で構成が変わる場合にストレージ構成が変わると、

進行中のリバランス・コマンドが再開されます。さらに、ユーザー・エラーが原因で新しいリバランスが失敗した場合、手動

リバランスが必要になることがあります。  

 ALTER DISKGROUP...REBALANCE文は、Oracle Real Application Clusters(Oracle RAC)を使用している場

合でも単一ノードで実行されます。  

 Oracle ASMが特定のインスタンスで一度に実行できるディスク・グループのリバランスは1回です。異なるディスク・グ

ループに対して複数のリバランスを開始した場合、その操作は使用可能な追加のノードがあれば同時に処理されます。

ただし、1つのノードの場合はリバランスは順番に処理されます。異なるノード上の異なるディスク・グループに対するリバ

ランスを明示的に同時に開始できます。 

 リバランスは、リバランスを実行しているOracle ASMインスタンスの1つの障害の間中続行されます。 

 REBALANCE句(および関連するPOWERおよびWAIT/NOWAITキーワード)は、ディスクを追加、削除またはサイズ変更する

ALTER DISKGROUPコマンドでも使用できます。  

 

  
 

ノート: 

ストレージ構成が変わると、進行中のリバランス操作の処理が再開されます。ユーザー・エラーが原因で

次のリバランス操作が失敗した場合、手動リバランスが必要になることがあります。  

次の例では、ディスク・グループdata2を手動でリバランスします。このコマンドは、リバランス操作が完了するまでは戻されません。

リバランス操作のサポートされているフェーズがすべて実行されます。RESTOREフェーズは、リバランス時に必ず実行されるため、指

定する必要はありません。 

例4-9 ディスク・グループの手動リバランス 

ALTER DISKGROUP data2 REBALANCE RESTORE POWER 5 WAIT;

 

関連項目: 

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

 リバランス操作の詳細は、「リバランス操作の調整」  

 ALTER DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

リバランス操作の調整 

ALTER DISKGROUP文でPOWER句を指定しなかった場合や、ディスクの追加または削除によってリバランスが暗黙的に実行される

場合は、リバランス指数はデフォルトでASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの値になります。このパラメータの値は動的に調整

できます。POWER句の値の範囲は、ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータと同じです。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113


126 

指数が大きくなるほど、リバランス操作の完了は早くなります。指数の値が小さいほどリバランスにかかる時間は長くなりますが、

データベースなどの他のアプリケーションで共有される処理とI/Oの消費リソースは少なくなります。  

Oracle ASMでは、各パワーユニットのリバランスI/Oを保持しようとします。各I/Oは、リロケーションに含まれるエクステントの

PGAメモリーが必要です。 

デフォルト値の1を使用すると、他のアプリケーションへの影響は最小限に抑えられます。適切な値は、ハードウェアの構成とパ

フォーマンスおよび可用性の要件によって異なります。Oracle ASMでは、常に、使用可能なメモリーに適合するように指数が

調整されます。  

COMPATIBLE.ASMディスク・グループを11.2.0.2以上に設定すると、リバランス操作は、非同期I/Oを使用した1つのプロセスと

して実行される可能性があります。リバランス・プロセスの詳細を参照するために、Oracle ASMアラート・ログを確認することが

できます。  

ディスクが手動または自動で削除されたためにリバランスが進行中の場合は、リバランス指数を大きくすると、削除されたディスク

上のデータの冗長コピーが他のディスク上で復元される間の時間枠は短くなります。 

CONTENT.CHECKおよびTHIN_PROVISIONEDディスク・グループ属性を使用して、リバランスの動作に影響を与えることもできます。  

EXPLAIN WORK SQL文によって、リバランス操作の作業量が決定し、生成された計算は、V$ASM_ESTIMATEビューに表示されま

す。  

次に例を示します。 

EXPLAIN WORK FOR ALTER DISKGROUP data DROP DISK data_0000; 

Explained. 

SELECT est_work FROM V$ASM_ESTIMATE; 

EST_WORK 

-------- 

    4211 

EXPLAIN WORK SET STATEMENT_ID='online' FOR ALTER DISKGROUP data  

  ONLINE disk data_000; 

Explained. 

SELECT est_work FROM V$ASM_ESTIMATE WHERE STATEMENT_ID='online'; 

EST_WORK 

-------- 

     421 

V$ASM_ESTIMATEビューでは、ASM_POWER_LIMITの調整用の情報と、リバランス操作の結果の指数が示されます。EST_WORK

列には、リバランス操作の完了によって移動する必要がある割当て単位の見積り数が示されます。  

V$ASM_OPERATIONのPASS列は、再同期およびリバランス操作のために更新されます。列の内容は、RESYNC、REBALANCEまた

はCOMPACTになります。たとえば、次のSQL問合せでは、リバランス操作中のPASS列の値を示しています。  

SQL> SELECT GROUP_NUMBER, PASS, STATE FROM V$ASM_OPERATION; 

GROUP_NUMBER PASS      STAT 

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

           2 RESYNC    WAIT 

           2 REBALANCE WAIT 

           2 COMPACT   WAIT 
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関連項目: 

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

 ディスク・グループの属性の詳細は、「ディスク・グループ属性の概要」  

 ディスク・グループのリバランスの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」  

ディスク・グループの修正 

Oracle ASMのディスク修正では、読み取られる可能性が少ないデータを検索することによって、可用性および信頼性が向上

します。ディスク修正は、論理データの破損をチェックし、標準冗長性および高冗長性のディスク・グループで、破損を自動的に

修復します。修正プロセスは、ミラー・ディスクを使用して論理破損を修復します。ディスク修正は、ディスク・グループのリバランス

と組み合せて、I/Oリソースを減らすことができます。ディスク修正プロセスは、本番システムでの通常のI/Oへの影響を最小限に

抑えます。 

ALTER DISKGROUP SQL文を使用して、ディスク・グループ、指定したディスク、またはディスク・グループの指定したファイルで修正

を実行できます。たとえば、次のSQL文は、ALTER DISKGROUP disk_group SCRUB SQL文を実行する際に使用される様々

なオプションを示します。  

SQL> ALTER DISKGROUP data SCRUB POWER LOW; 

SQL> ALTER DISKGROUP data SCRUB FILE '+DATA/ORCL/DATAFILE/example.266.806582193'  

       REPAIR POWER HIGH FORCE; 

SQL> ALTER DISKGROUP data SCRUB DISK DATA_0005 REPAIR POWER HIGH FORCE; 

進行中のSCRUB操作は、STOPオプションで停止できます。  

SQL> ALTER DISKGROUP data SCRUB STOP; 

ALTER DISKGROUPをSCRUBオプションとともに使用する場合、次のアイテムが適用されます。  

 任意のREPAIRオプションは、ディスクの破損を自動的に修復します。REPAIRオプションを指定しない場合、SCRUBオプ

ションのみが、指定したターゲットの論理的な破損をチェックおよびレポートします。  

 任意のPOWERの値は、AUTO、LOW、HIGHまたはMAXに設定できます。POWERオプションを指定しない場合、指数の値は

デフォルトでAUTOになり、指数はシステムに対して最適なレベルに調整されます。  

 任意のWAITオプションを指定した場合、コマンドは、修正オプションの完了後に戻されます。WAITオプションを指定しな

い場合、修正処理は修正キューに追加され、コマンドは即時に戻されます。  

 任意のFORCEオプションを指定した場合、システムのI/O負荷が高かったり、修正がシステム・レベルで内部的に無効に

されていても、コマンドが処理されます。  

修正プロセスは、修正プロセスの実行中にV$ASM_OPERATIONビューのフィールドで表示できます。  
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Oracle ASMディスク検出 

ディスク検出は、Oracle ASMでアクセスできるディスクのオペレーティング・システム名を検索するためのメカニズムです。  

このメカニズムでは、マウントするディスク・グループを構成するすべてのディスク、管理者がディスク・グループに追加するディスク、

または管理者がディスク・グループへの追加を検討するディスクを検索します。この項では、次の項目について説明します。 

 ディスクの検出方法 

 ディスク検出のルール 

 ディスク検出時間の短縮 

 

関連項目: 

ディスク検出とASM_DISKSTRING初期化パラメータの対の詳細は、「ASM_DISKSTRING」  

ディスクの検出方法 

Oracle ASMインスタンスを初期化すると、ASM_DISKSTRING初期化パラメータの値を使用して指定したパスにあるすべての

ディスクの内容が検出されて調査されます。  

また、ディスク検出は次の場合も実行されます。 

 次のSQL文を実行する場合 

 ALTER DISKGROUP MOUNTによるディスク・グループのマウント 

 ALTER DISKGROUP ONLINE DISKによるディスクのオンライン化  

 CREATEまたはALTER DISKGROUP...ADD DISKによるディスク・グループのディスクへの追加 

 ALTER DISKGROUP ... RESIZE DISKによるディスク・グループ内のディスクのサイズ変更  

 SELECT FROM V$ASM_DISKGROUPまたはV$ASM_DISKビューによる問合せ  

 前述のSQL文と同じ操作を実行するOracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)の操作または

ASMCMDコマンドを実行する場合 

Oracle ASMによりディスクが正常に検出されると、そのディスクはV$ASM_DISKビューに表示されます。ディスク・グループに属す

るディスク(ディスク・ヘッダーにディスク・グループ名があるディスク)には、MEMBERというヘッダー・ステータスが表示されます。検出さ

れても、ディスク・グループに割り当てられていないディスクのステータスは、CANDIDATEまたはPROVISIONEDです。以前にディスク・

グループに属しており、そのディスク・グループから正常に削除されたディスクのステータスは、FORMERです。  

PROVISIONEDステータスは、ディスクをOracle ASMで使用可能にするために管理者によってプラットフォーム固有の追加アク

ションが実行されたことを意味します。たとえば、Windowsコンピュータ上で、管理者がasmtoolまたはasmtoolgを使用して

ヘッダーを持つディスクをマークした場合です。たとえば、Linuxコンピュータ上では、管理者がOracle ASMフィルタ・ドライバまた

はASMLIBを使用してOracle ASM用としてディスクを準備した場合です。  

例4-10に、ディスク・グループのヘッダー・ステータスを表示する、V$ASM_DISKに対するSQL問合せを示します。 
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例4-10 ヘッダー・ステータスに関するV$ASM_DISKへの問合せ 

SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK  

     WHERE path LIKE '/devices/disk0%'; 

NAME      HEADER_STATUS PATH 

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

          FORMER        /devices/disk02 

          FORMER        /devices/disk01 

          CANDIDATE     /devices/disk07 

DISK06    MEMBER        /devices/disk06 

DISK05    MEMBER        /devices/disk05 

DISK04    MEMBER        /devices/disk04 

DISK03    MEMBER        /devices/disk03 

7 rows selected.

 

関連項目: 

V$ASM_DISKビューに表示されるOracle ASMディスクのヘッダー・ステータスの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参

照してください。  

ディスク検出のルール 

Oracle ASMディスクの検出ルールは、次のとおりです。  

 Oracle ASMにより、最大10,000のディスクを検出できます。つまり、ASM_DISKSTRING初期化パラメータと一致する

ディスクが10,000を超えると、Oracle ASMは最初の10,000のみを検出します。  

 Oracle ASMは、ディスク・パーティションのみを検出します。Oracle ASMは、パーティション表を含むパーティションは

検出しません。 

 インストールの観点から、候補ディスクはヘッダー・ステータスがCANDIDATE、PROVISIONEDまたはFORMERです。ステータ

スがCANDIDATE、PROVISIONEDまたはFORMERのこれらのディスクは、FORCEフラグを使用せずにOracle ASMディスク・

グループに追加できます。  

 ディスクを追加するときに、ディスクがOracleで管理されたことをOracle ASMが認識する場合、FORCEオプションを使

用する必要があります。このようなディスクは、FOREIGNというステータスでV$ASM_DISKビューに表示されます。この場合、

ディスクをディスク・グループに追加できるのは、FORCEキーワードを使用する場合のみです。  

 通常、MEMBERディスクは、現在マウントされているディスク・グループに属していなければ、FORCEフラグを指定するとディ

スク・グループに追加できます。  

また、検出時には、Oracle ASMにより次の構成エラーが識別されます。 

 同じディスクに対する複数のパス 

この場合、ディスクがディスク・グループの一部である場合、ディスク・グループのマウントは失敗します。ADD DISKまたは

CREATE DISKGROUPコマンドを使用してこのディスクをディスク・グループに追加する場合、コマンドは失敗します。このエ

ラーを修正するには、Oracle ASMが同じディスクに対する複数のパスを検出しないようにASM_DISKSTRING値を調整

します。また、マルチパス対応のソフトウェアを使用している場合、ASM_DISKSTRING値に擬似デバイス名のみが含まれ

ていることを確認します。Oracle ASMとマルチパス化を参照してください。  

 同じディスク・ヘッダーを持つ複数のOracle ASMディスク 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30170


130 

これは、1つのディスクを別のディスクにコピーしたことが原因である可能性があります。この場合、ディスク・グループのマウ

ント操作は失敗します。  

ディスク検出時間の短縮 

ASM_DISKSTRING初期化パラメータの値はオペレーティング・システムに依存する値で、Oracle ASMはこの値を使用して、検

出プロセスでディスクの検索に使用される一連のパスを制限します。新しいディスクがディスク・グループに追加されると、ディスク・

グループがマウントされている各Oracle ASMインスタンスでは、ASM_DISKSTRINGを使用してこの新しいディスクの検出が可能

である必要があります。  

多くの場合、デフォルト値(NULL)で十分です。これより制限的な値を使用すると、Oracle ASMの検出の実行に要する時間を

短縮し、ディスク・グループのマウント時間や、ディスク・グループへのディスクの追加時間を短縮できます。Oracleでは、ディスクを

追加する前にASM_DISKSTRINGを動的に変更し、このパラメータを介して新しいディスクが検出されるようにする場合があります。  

ASM_DISKSTRINGのデフォルト値により、必ずしもすべての状況下ですべてのディスクが検出されるわけではありません。サイトに

Oracle ASMフィルタ・ドライバまたはサード・パーティ・ベンダーが使用されている場合、ASM_DISKSTRINGに対して使用する必

要のある検出文字列の表記規則がある可能性があります。  

また、インストール環境でマルチパス対応のソフトウェアが使用されている場合、オペレーティング・システムのデフォルト設定とは

異なるパスに擬似デバイスが配置されている可能性もあります。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

 マルチパス化の詳細は、「Oracle ASMとマルチパス化」およびマルチパス化のベンダー・ドキュメント  
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ディスク・グループ容量の管理 

標準冗長性または高冗長性でディスク・グループを作成するなど、Oracle ASMによって冗長性が提供される場合、1つまたは

2つの障害グループに障害が発生した後に失われたデータの再作成を管理するには、各ディスク・グループに十分な容量を確保

する必要があります。1つ以上のディスクに障害が発生した後、すべてのデータの冗長性をリストアするには、ディスク・グループ内

の残りのディスクにある領域が必要です。十分な領域が残っていない場合、一部のファイルの冗長性が損われる可能性があり

ます。  

冗長性が損われるとは、ファイル内の1つ以上のエクステントが期待されるレベルでミラー化されないことを意味します。たとえば、

高冗長性のディスク・グループで冗長性が損われたファイルの場合、少なくとも1つのファイル・エクステントと、3つではなく2つ以下

のエクステント・コピーがあります。保護されていないファイルの場合、データ・エクステントが完全に失われる可能性があります。こ

れ以外にもファイルの冗長性が損われる原因には、ディスクの領域が足りない場合や、障害グループの数が十分でない場合が

あります。  

次のガイドラインは、1つ以上のディスクに障害が発生した後、すべてのディスク・グループ・データの冗長性を完全にリストアする

ための領域が十分であるかどうかを確認する上で役に立ちます。 

 標準冗長性のディスク・グループ: 1つの障害グループのすべてのディスクの損失を許容できる十分な空き領域を確保

することが最も適切です。空き領域の量は、最大の障害グループのサイズと等しくする必要があります。  

 高冗長性のディスク・グループ: 2つの障害グループのすべてのディスクの損失に対応できる十分な空き領域を確保す

ることが最も適切です。空き領域の量は、2つの最大障害グループの合計サイズと等しくする必要があります。 

 

  
 

ノート: 

複数の障害グループから複数のディスクが失われる場合、データのプライマリ・コピーと冗長コピーも失われる

可能性があります。また、冗長性をリストアするのに十分な容量がない場合も Oracle ASM は引き続き

動作します。ただし、別のディスクに障害が発生すると、これ以上の障害を許容することができません。  

V$ASM_DISKGROUPビューには、容量の管理に役立つ情報が含まれる次の列があります。  

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループ・タイプが FLEX または EXTEND の場合、V$ASM_DISKGROUP ビューの

REQUIRED_MIRROR_FREE_MB 列および USABLE_FILE_MB 列の値は 0 です。この場合の 0 値は、値が指定されて

いないという意味で、REQUIRED_MIRROR_FREE_MB 列および USABLE_FILE_MB 列の数量がゼロという意味ではあ

りません。  

 REQUIRED_MIRROR_FREE_MBは、ディスク・グループで許容できる最悪の障害が発生した後、追加ストレージを追加せ

ずに、完全な冗長性をリストアするためにディスク・グループで使用可能にする必要のある領域の量を示します。この要

件により、冗長性をリストアするのに十分な障害グループが確保されます。また、この最悪の障害は、ディスクを削除す

る必要がある永久障害を指し、ディスクをオフラインにした後オンラインに戻すようなものではありません。  

この列に表示される領域の量は、ミラー化の影響を考慮します。値は次のように算出されます。 
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 2つ以上の標準の障害グループがある標準冗長性ディスク・グループの場合 

値は、最大の障害グループにあるすべてのディスクのRAW領域の合計になります。最大の障害グループとは、

RAW領域の合計が最大のグループです。たとえば、各ディスクがそれぞれの障害グループにある場合、値は最

大容量ディスクのサイズになります。 

 3つ以上の標準の障害グループがある高冗長性ディスク・グループの場合 

値は、2つの最大の障害グループにあるすべてのディスクのRAW領域の合計になります。 

 USABLE_FILE_MBは、ミラー化のために調整され、ディスクに障害が発生した後、冗長性をリストアするために新しいファ

イルに使用可能な空き領域の量を示します。USABLE_FILE_MBは、ディスク・グループの空き領域合計から

REQUIRED_MIRROR_FREE_MBを差し引き、ミラー化の値の調整を行って算出されます。たとえば、標準冗長性のディス

ク・グループで、ミラー化されたファイルがデフォルトでそのサイズの2倍に等しいディスク領域を使用する場合、実際に

残っている使用可能なファイル領域が4GBであると、USABLE_FILE_MBは約2GBになります。この場合、最大2GBの

ファイルを追加できます。USABLE_FILE_MBの負の値の詳細は、負の値のUSABLE_FILE_MBを参照してください。  

 TOTAL_MBは、ディスク・グループの使用可能な容量の合計です(MB)。この列のデータの算出には、ディスク・ヘッダーの

オーバーヘッドを考慮に入れます。ディスク・ヘッダーのオーバーヘッドは、Oracle ASMディスクとOracle ASMファイル

の数によって異なります。この値は、通常、RAWストレージ容量の合計の約1%になります。たとえば、Oracle ASM

にプロビジョニングされたLUN容量の合計が100GBの場合、TOTAL_MB列の値は約99GBになります。  

 FREE_MBは、ディスク・グループの未使用の容量です(MB)。データの不均衡は考慮されません。FREE_MB列の値が未

使用の容量を示していても、1つのOracle ASMディスクがいっぱいであるために、ディスク・グループ内の不均衡によっ

てデータベースの書込みが失敗するという状況が発生することがあります。手動リバランスを開始して、均等なデータの

分散を強制的に行うことにより、FREE_MB列の値が正確に表示されるようにします。  

128KBを使用する密なストライプ化では、ストレージはAUサイズの8倍になるように事前に割り当てられます。したがっ

て、この事前割当てのために、Oracle ASM上のデータファイルのサイズはローカル・ファイル・システムよりもわずかに大

きくなります。  

Oracle ASMの標準冗長性または高冗長性を使用する場合、ディスク領域の使用状況の測定は、複数の変数に

依存するため、より複雑になります。  

 

  
 

ノート: 

TOTAL_MB 列と FREE_MB 列の値は、Oracle ASM のミラー化を構成しない場合、つまり外部冗長性

を使用する場合は領域の使用状況を最適に表します。  

次の問合せの結果は、各ディスクが独自の障害グループに属している6つの1GB(1024MB)のディスクで構成された標準冗長

性のディスク・グループの容量メトリックを示しています。 

SQL> SELECT name, type, total_mb, free_mb, required_mirror_free_mb,  

     usable_file_mb FROM V$ASM_DISKGROUP; 

NAME         TYPE     TOTAL_MB    FREE_MB REQUIRED_MIRROR_FREE_MB USABLE_FILE_MB 

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

DATA         NORMAL       6144       3768                    1024           1372 

REQUIRED_MIRROR_FREE_MB列は、1つ以上のディスクに障害が発生した後に冗長性を完全にリストアするには1GBの追加容

量が必要であることを示しています。問合せ結果の最初の3つの数値列は未処理の数値です。つまり、これらの数値では冗長



133 

性が考慮されていません。標準冗長性として調整されているのは最後の列のみです。dataディスク・グループの問合せ出力の

例では、次のように計算されています。  

(FREE_MB - REQUIRED_MIRROR_FREE_MB) / 2 = USABLE_FILE_MB 

(3768 - 1024) / 2 = 2744 / 2 = 1372 

負の値のUSABLE_FILE_MB 

FREE_MB、REQUIRED_MIRROR_FREE_MBとUSABLE_FILE_MBの関係により、USABLE_FILE_MBが負の値になることがあります。こ

れは必ずしも重大な状況ではありませんが、次のような意味があります。  

 FREE_MBの値によっては、新しいファイルを作成できない場合があります。  

 次に障害が発生したとき、ファイルの冗長性が損われる場合があります。 

USABLE_FILE_MBが負の値になった場合、できるかぎり早くディスク・グループに領域を追加することをお薦めします。  
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Oracle ASMのミラー化およびディスク・グループ冗長性 

この項では、次の項目について説明します。 

 ミラー化、冗長性および障害グループ・オプション 

 読取りおよび書込みI/OエラーからのOracle ASMのリカバリ 

 Oracle ASMの高速ミラー再同期 

 優先読取りの障害グループ 

ミラー化、冗長性および障害グループ・オプション 

ファイルに対してミラー化を指定すると、Oracle ASMによりファイル・エクステントの冗長コピーが自動的に個別の障害グループ

に格納されます。障害グループは、標準冗長性、高冗長性、フレックス冗長性および拡張冗長性のディスク・グループに適用さ

れます。ディスク・グループを作成または変更する場合、ディスク・グループごとに障害グループを定義できます。 

Oracle ASMの冗長性レベルに基づいたディスク・グループ・タイプが複数あります。表4-2に、そのタイプと、サポートされるミラー

化レベルおよびデフォルトのミラー化レベルを示します。デフォルトのミラー化レベルは、異なるミラー化レベルを指定しないかぎり、

各ファイルの作成時に使用されるミラー化レベルを示します。 

表4-2 Oracle ASMディスク・グループ・タイプのミラー化オプション 

ディスク・グループ・タイプ サポートされるミラー化レベル デフォルトのミラー化レベル 

外部冗長性 非保護(なし) 非保護 

標準冗長性 双方向、3 方向、非保護(なし) 双方向 

高冗長性 3 方向 3 方向 

フレックス冗長性 双方向、3 方向、非保護(なし) 双方向(新規作成) 

拡張冗長性 双方向、3 方向、非保護(なし) 双方向  

標準および高のディスク・グループ・タイプの場合、冗長性レベルによってディスク・グループのディスマウントやデータの消失なしに

許容されるディスク障害の数が制御されます。各ファイルは固有の冗長性に基づいて割り当てられますが、デフォルトはディスク・

グループから提供されます。  

フレックス・グループ・タイプの場合、ディスマウント前に許容される障害の数は障害グループの数によって決まります。障害グルー

プが5つ以上の場合、許容されるディスク障害は2つです。障害グループが3つまたは4つの場合、許容されるディスク障害は1つ

です。 

拡張ディスク・グループの場合、各サイトはフレックス・ディスク・グループと同様です。サイトに5つ以上の障害グループがある場合、
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サイトが損なわれる前に、サイト内の2つのディスク障害を許容できます。サイトに3つまたは4つの障害グループがある場合、サイ

トが損なわれる前に、サイトは1つのディスク障害を許容できます。2つのサイトが損なわれると、ディスク・グループはディスマウント

します。拡張ディスク・グループは、データ・サイトごとに最低でも3つの障害グループが必要です。 

フレックス・ディスク・グループおよび拡張ディスク・グループの場合、ミラー化は、ディスク・グループそのものではなく、ディスク・グルー

プ内のファイルの可用性を表します。たとえば、障害グループが5つあるフレックス・ディスク・グループ内のファイルが保護されていな

い場合、障害が1つ発生すると、ディスク・グループはマウントされたままですが、ファイルは使用不可になります。 

冗長性レベルは次のとおりです。 

 外部冗長性 

Oracle ASMではミラー化冗長性は提供されません。RAID機能を備えたストレージ・システムを使用します。書込み

エラーが発生すると、ディスク・グループは強制的にディスマウントされます。ディスク・グループを正常にマウントするには、

すべてのディスクを検出する必要があります。  

 標準冗長性 

Oracle ASMは、デフォルトで双方向ミラー化を行います。つまり、すべてのファイルがミラー化されるため、各エクステン

トのコピーが2つ存在することになります。1つのOracle ASMディスクの損失は許容されます。必要に応じて、3方向ミ

ラー化または非保護ミラー化を選択できます。  

NORMAL冗長性ディスク・グループ内でファイルにHIGH冗長性(3方向ミラーリング)を指定すると、あるディスクの不良ディ

スク・セクターおよび別のディスクの障害からの保護が追加されます。ただし、このシナリオは、2つのディスクの障害から保

護するわけではありません。  

 高冗長性 

Oracle ASMは、デフォルトで3方向(トリプル)ミラー化を行います。異なる障害グループの2つのOracle ASMディスク

の損失は許容されます。 

 フレックス冗長性 

Oracle ASMは、新規作成されたフレックス・ディスク・グループに対してデフォルトで双方向ミラー化を行います。移行

されたフレックス・ディスク・グループの場合、デフォルト値は移行前に標準冗長性または高冗長性のディスク・グループの

テンプレート値から取得されます。標準冗長性からの移行の場合、テンプレートのデフォルトが変更されていなければ、

フレックスのデフォルトは双方向ミラー化です。高冗長性からの移行の場合、テンプレートのデフォルトが変更されていな

ければ、フレックスのデフォルトは3方向ミラー化です。 

 拡張冗長性 

Oracle ASMは、デフォルトで双方向ミラー化を行います。冗長性設定は、データ・サイト内の冗長性を表します。例: 

2つのデータ・サイトの拡張ディスク・グループに双方向にミラー化されたファイルが存在する場合、ファイルのコピーが4つ

(各データ・サイトに2つのコピー)存在します。 

フレックス・ディスク・グループおよび拡張ディスク・グループのOracle ASMファイル・グループは、異なる冗長性レベルを持つことが

できます。  

ディスク・グループのファイル・タイプ・テンプレートに指定されたファイルのミラー化(冗長性属性値)を満たすのに十分なオンライン

の障害グループがない場合、Oracle ASMでは、できるかぎり多くのミラー・コピーを割り当て、その後十分なオンラインの障害グ

ループが使用できるようになったときに残りのミラーを割り当てます。 



136 

障害グループを使用すると、メタデータおよびユーザー・データをミラー化できます。使用環境における障害グループの数が十分で

ない場合、システムの信頼性が損われる可能性があります。  

この項の内容は次のとおりです。 

 Oracle ASMの障害グループ 

 Oracle ASMによるディスク障害の管理方法 

 障害グループの使用に関するガイドライン 

 障害グループに関するよくある質問 

 

関連項目: 

 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループ、拡張ディスク・グループおよびファイル・グループの詳細は、「Oracle ASMフ

レックス・ディスク・グループの管理」  

 Oracle ASMディスク・グループ・テンプレートの指定の詳細は、「ディスク・グループのテンプレートの管理」  

Oracle ASMの障害グループ 

障害グループは、データのミラー・コピーを格納するために使用されます。Oracle ASMが標準冗長性のファイルにエクステントを

割り当てる場合、プライマリ・コピーとセカンダリ・コピーが割り当てられます。Oracle ASMにより、プライマリ・コピー以外に、別の

障害グループに含まれるようにセカンダリ・コピーを格納するディスクが選択されます。各コピーは別の障害グループのディスク上に

あるため、障害グループのすべてのディスクで同時に障害が発生してもデータは失われません。  

障害グループはディスク・グループのディスクのサブセットです。これらのディスクはハードウェアを共有するため、同時に障害が発生

する可能性があります。共通のハードウェアの障害は許容される必要があります。大きなJBOD(単純ディスク束)アレイの単一リ

ムーバブル・トレイにある4つのドライブは、この4つのドライブで同時に障害が発生したときにトレイを削除できるため、同じ障害グ

ループ内にある必要があります。キャビネットに冗長電源と冗長クーリングが装備され、キャビネット全体の障害から保護する必

要がない場合、同じキャビネット内のドライブを複数の障害グループに置くことができます。ただし、Oracle ASMのミラー化は、

キャビネット全体を破損させるコンピュータ・ルームの火災に対する保護を目的としていません。 

障害グループは、明示的に作成されない場合でも常に存在します。ディスクの障害グループを指定しない場合、そのディスクの

みを含む新しい障害グループが自動的に作成されます。ただし、Oracle Exadataセル上のディスクを含むディスク・グループを

除きます。  

標準冗長性のディスク・グループには、少なくとも2つの障害グループが含まれる必要があります。高い冗長性のディスク・グルー

プには3つ以上の障害グループが含まれている必要があります。ただし、より多くの障害グループを使用することをお薦めします。

障害グループの数が少ないか、容量が均一でない障害グループの場合、使用可能な記憶域のすべてを十分に使用できない

割当ての問題が発生する可能性があります。 

パートナ・ステータス表(PST)の必要な数のコピーを維持し、ストレージ・ハードウェアの障害に関する堅牢性を確保するには、

標準冗長性ディスク・グループでは3つ以上の障害グループ、高冗長性ディスク・グループでは5つ以上の障害グループを指定す

ることをお薦めします。  
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システム障害時、標準冗長性ディスク・グループの3つの障害グループにより、3つのPST間での比較が実行され、最新かつ正し

いPSTバージョンが正確に判別されますが、これは2つのPST間のみの比較では不可能です。高冗長性ディスク・グループと同

様に、2つの障害グループがオフラインの場合、Oracle ASMは残りの3つのPST間で比較を実行できます。 

追加の障害グループを構成したことでストレージ容量の管理に問題が発生した場合、クォーラム障害グループを追加の障害グ

ループとして使用し、PSTのコピーを格納できます。クォーラム障害グループでは、他の障害グループと同じ容量を必要としません。 

障害グループは、標準障害グループまたはクォーラム障害グループとして指定できます。クォーラム障害グループの詳細は、

Oracle ASMディスク・グループへのOracle Cluster Registryおよび投票ファイルの格納を参照してください。  

 

関連項目: 

Oracle Exadata障害グループの詳細は、Oracle Exadataのドキュメントを参照してください。  

Oracle ASMによるディスク障害の管理方法 

ディスク・グループの冗長性レベルおよび障害グループの定義方法に応じて、1つ以上のディスクの障害が原因で次のいずれかの

結果が生じる場合があります。  

 ディスクは最初にオフラインになった後、自動的に削除されます。この場合、ディスク・グループはマウントされて使用可

能なままです。また、ミラー化のため、ディスク・グループのすべてのデータは依然としてアクセス可能です。ディスクの削除

操作の後、Oracle ASMによりリバランスが実行され、障害が発生したディスク上のデータの冗長性が完全にリストアさ

れます。 

 ディスク・グループ全体が自動的にディスマウントされます。つまり、データはアクセス不可能になります。  

障害グループの使用に関するガイドライン 

障害グループの使用に関するガイドラインは、次のとおりです。  

 ディスク・グループ内の各ディスクは、1つの障害グループにのみ属することができます。  

 障害グループはすべて同じサイズである必要があります。障害グループのサイズが異なると、可用性が損われることがあ

ります。  

 Oracle ASMでは、標準冗長性のディスク・グループを作成する場合は2つ以上の障害グループが、高冗長性のディ

スク・グループの場合は3つ以上の障害グループが必要です。  

障害グループに関するよくある質問 

この項では、障害グループに関してよくある質問について説明します。内容は次のとおりです。  

 作成する必要のある障害グループの数は 

 同時障害発生後に複数の障害グループをリカバリする方法は 

 外部、標準または高冗長性を使用する必要のある状況は

作成する必要のある障害グループの数は
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作成する障害グループ数の選択は、データを失わずに許容する必要のある障害のタイプによって決まります。通常、ディスクの数

が少ない場合(20未満など)、デフォルトの障害グループ作成の使用が最適です。この場合、ディスクはすべて独自の障害グ

ループに入れられます。  

ディスク数が少ない場合を対象としたデフォルトの障害グループ作成の使用は、ディスク数が多くても、問題が主にディスク障害

である場合に適しています。たとえば、ディスク・グループが複数の小規模なモジュール型ディスク・アレイで構成されている場合が

あります。1つのモジュール型アレイ全体に障害が発生してもシステムを稼働し続ける必要がある場合、障害グループは1つのモ

ジュール内のすべてのディスクで構成される必要があります。1つのモジュールに障害が発生した場合、このモジュール上のすべて

のデータが他のモジュールに再配置され、冗長性がリストアされます。データの可用性を損わずに障害を許容する必要のある共

有ハードウェアに複数のディスクが依存している場合、これらのディスクは同じ障害グループに入れる必要があります。 

同時障害発生後に複数の障害グループをリカバリする方法は

同時障害は、複数の障害グループで使用される1つのハードウェアに障害がある場合に発生する可能性があります。このような

障害では通常、すべてのディスクが使用できない場合、ディスク・グループを強制的にディスマウントします。 

外部、標準または高冗長性を使用する必要のある状況は

Oracle ASMのミラー化はデータベース・サーバーで実行されるため、外部冗長性を使用してこの処理の負荷をストレージ・

ハードウェアのRAIDコントローラに分散することをお薦めします。標準冗長性は、次のような状況で使用できます。 

 ストレージ・システムにRAIDコントローラがない  

 ストレージ・アレイ間でミラー化を行う 

 クラスタ構成が拡張されている  

通常、Oracle ASMのミラー化は、サード・パーティの論理ボリューム・マネージャに対するOracleの代替手段です。Oracle 

ASMのミラー化により、Oracle Database環境でのレイヤーの追加デプロイによるソフトウェアの複雑さを排除します。  

読取りおよび書込みI/OエラーからのOracle ASMのリカバリ 

読取りエラーは、ディスク全体にアクセスできなくなるか、正常なディスクでのメディア破損の結果、発生する可能性があります。

Oracle ASMは、ディスク上の破損セクターでの読取りエラーからのリカバリを試みます。データベースまたはOracle ASMによる

読取りエラーで、Oracle ASMインスタンスが不良ブロックの再マッピングを試みると、Oracle ASMではエクステントの正常なコ

ピーを読み取り、読取りエラーが発生したディスクにこれをコピーします。  

 同じ場所への書込みに成功すると、基礎となる割当て単位(セクター)は正常とみなされます。これは、基礎となるディ

スクで独自に不良ブロック再割当てが行われたためです。  

 書込みに失敗すると、Oracle ASMでは同じディスクの新しい割当て単位にそのエクステントの書込みを試みます。こ

の書込みに成功すると、元の割当て単位には使用禁止のマークが付けられます。書込みに失敗すると、ディスクはオフ

ラインになります。 

Oracle ASMベースのミラー化に特有の利点は、データベース・インスタンスでミラー化が認識される点です。不良チェックサムや

間違ったシステム変更番号(SCN)などの様々な論理破損の場合、データベース・インスタンスは、ミラー側で有効なコンテンツを

探しながら、エラーなく続行します。読取りが発生したデータベースでのプロセスが、データの整合性を保証するために適切なロッ

クを取得できる場合、正しいデータがすべてのミラー側に書き込まれます。 
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書込みエラーが発生すると、データベース・インスタンスからOracle ASMインスタンスに、ディスク・オフライン・メッセージが送信さ

れます。  

 データベースが1つ以上のエクステント・コピーへの書込みを正常に完了でき、Oracle ASMからオフライン・ディスクの確

認を受信した場合、その書込みは成功したとみなされます。 

 すべてのミラー側への書込みが失敗した場合、データベースでは、書込みエラーに応じて、表領域をオフラインにするな

どの適切な処置が取られます。  

Oracle ASMインスタンスがデータベース・インスタンスから書込みエラー・メッセージを受信するか、Oracle ASMインスタンス自

体に書込みエラーが発生した場合、Oracle ASMインスタンスでは、ディスクのオフライン化が試みられます。Oracle ASMは、

ディスクのパートナでオフラインのものがあるかどうかを確認するために、パートナ・ステータス表(PST)を参照します。オフラインに

なっているパートナが多すぎる場合、Oracle ASMによりそのディスク・グループは強制的にディスマウントされます。それ以外の

場合は、Oracle ASMはディスクをオフラインにします。 

ASMCMD remapコマンドは、ディスクに一連の不良セクターが存在し、Oracle ASMまたはデータベースI/Oの前に修正する

必要がある状況に対応するために導入されましたremapコマンドの詳細は、remapを参照してください。  

Oracle ASMの高速ミラー再同期 

一時的なディスク・パス障害後にOracle ASMディスク・グループの冗長性をリストアする処理には、時間がかかります。このこと

は特に、リカバリ・プロセスにOracle ASMディスク・グループ全体の再構築が必要である場合は顕著です。Oracle ASMの高

速ミラー再同期を行うと、このような状況下で障害が発生したディスクの再同期に要する時間を大幅に短縮できます。障害が

発生したディスクを置換する場合、Oracle ASMディスクのエクステントを簡単に再同期できます。 

 

  
 

ノート: 

この機能を使用するには、ディスク・グループの互換性属性を 11.1 以上に設定する必要があります。  

障害グループが一時的に使用できなくなる問題は、Oracle ASMの高速ミラー再同期機能によってリカバリすることが可能な、

一時的障害とみなされます。一時的障害は、たとえば、ディスク・パスの不具合(ケーブル障害、ホスト・バス・アダプタ障害、コン

トローラ障害など)や、ディスク電源の停電などによって発生します。 

Oracle ASMの高速再同期では、停止時にオフラインのディスクのエクステントに対して保留になっている変更が追跡されます。

これらのエクステントは、ディスクがオンラインに戻ったときに再同期されます。 

デフォルトでは、ディスクはオフラインになってから12時間でOracle ASMにより削除されます。この削除操作は、

DISK_REPAIR_TIMEディスク・グループ属性を設定することによって遅らせることもできます。つまり、ディスクを修復してオンライン

に戻すまでの時間間隔をこの属性に指定できます。この時間は、分単位(m、M)または時間単位(h、H)で指定できます。単位

を省略すると、デフォルトでは時間単位になります。DISK_REPAIR_TIMEディスク・グループ属性は、ALTER DISKGROUP SQL文

を使用してのみ設定でき、標準冗長性および高冗長性のディスク・グループにのみ適用されます。  

この属性が明示的に設定されていない場合、明示的なDROP AFTER句なしでOFFLINEモードに設定されたディスクには、デフォ

ルト値(12h)が適用されます。I/OエラーによってオフラインになったディスクにはDROP AFTER句がありません。  
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DISK_REPAIR_TIME属性のデフォルト値は、多くの環境に適合すると思われる予測値です。ただし、この属性値は、実際の環

境で一時的なディスク・エラーを修正するために必要と考えられ、データの冗長性の低下を許容できる時間に設定してください。  

経過時間(ディスクがOFFLINEモードになってからの時間)は、オフラインになったディスクが属しているディスク・グループがマウントさ

れている場合にのみ増分されます。V$ASM_DISKのREPAIR_TIMER列には、オフラインのディスクが削除されるまでの残り時間(秒

単位)が表示されます。指定した時間を経過すると、Oracle ASMによりディスクは削除されます。この属性は、ALTER 

DISKGROUP OFFLINE DISK文およびDROP AFTER句を使用してオーバーライドできます。  

 

  
 

ノート: 

ディスクが I/O(書込み)エラーのために Oracle ASM によってオフラインにされた場合、または DROP AFTER 句のな

い ALTER DISKGROUP... OFFLINE 文によって明示的にオフラインにされた場合は、ディスク・グループの

DISK_REPAIR_TIME 属性に指定された値が使用されます。  

DISK_REPAIR_TIME 属性の変更はオフライン・ディスクには影響しません。属性が更新された後にオフラインになる

ディスクには、この新しい値が使用されます。この動作は、Oracle ASM のアラート・ログを参照することによって確

認できます。  

オフラインのディスクが2回目にオフラインになると、経過時間はリセットされてから再開されます。このディスクに対してDROP AFTER

を使用して別の時間を指定すると、最初の値がオーバーライドされ、新しい値が適用されます。OFFLINEモードのディスクは、

ALTER DISKGROUP DROP DISK文では削除できません。削除しようとするとエラーが戻されます。なんらかの理由(ディスクを修復

できない場合など)により、修復時間が経過する前にディスクを削除する必要がある場合、0hまたは0mを指定したDROP AFTER

句を使用して2回目のOFFLINE文を発行して、ディスクを即時に削除できます。  

ALTER DISKGROUPを使用して、DISK_REPAIR_TIME属性を特定の時間または分の値(6時間または360分など)に設定できま

す。次に例を示します。  

ALTER DISKGROUP data SET ATTRIBUTE 'disk_repair_time' = '6h' 

ALTER DISKGROUP data SET ATTRIBUTE 'disk_repair_time' = '360m' 

ディスクを修復した後、SQL文ALTER DISKGROUP ONLINE DISKを実行します。この文により、修復したディスク・グループがオン

ラインに戻され、新しい書込みが失われないよう書込みが有効になります。また、この文により、冗長コピー上で失効とマークされ

ているすべてのエクステントをコピーする手順が開始されます。  

Oracle ASMインスタンスがローリング・アップグレード・モードのときにディスクがオフラインになると、ローリング・アップグレードが終

了するまでディスクはオフラインのままであり、Oracle ASMクラスタがローリング・アップグレード・モードでなくなるまでディスクの削

除タイマーは停止されます。ディスクをオフラインにして、オンラインに戻す例を次に示します。  

次の例では、ディスクDATA_001をオフラインにして、15分後に削除します。  

ALTER DISKGROUP data OFFLINE DISK DATA_001 DROP AFTER 15m; 

次の例では、ディスクDATA_001をオフラインにして、DISK_REPAIR_TIMEで指定した時間の経過後にこのディスクを削除します。  

ALTER DISKGROUP data OFFLINE DISK DATA_001; 



141 

この例では、障害グループFG2のディスクをすべてオフラインにして、DISK_REPAIR_TIMEで指定した時間の経過後にこれらを削

除します。DROP AFTER句を使用した場合、指定時間の経過後にこのディスクは削除されます。  

ALTER DISKGROUP data OFFLINE DISKS IN FAILGROUP FG2; 

次の例では、障害グループFG2のディスクをすべてオンラインに戻します。  

ALTER DISKGROUP data ONLINE DISKS IN FAILGROUP FG2; 

この例では、ディスクDATA_001のみをオンラインに戻します。  

ALTER DISKGROUP data ONLINE DISK DATA_001; 

この例では、ディスク・グループDATAのディスクをすべてオンラインに戻します。  

ALTER DISKGROUP data ONLINE ALL; 

ALTER DISKGROUP ONLINE文の実行中にV$ASM_OPERATIONビューに問い合せると、現在実行している操作の名前と状態が

表示されます。たとえば、次のSQL問合せでは、オンライン操作中のPASS列の値を示しています。  

SQL> SELECT GROUP_NUMBER, PASS, STATE FROM V$ASM_OPERATION; 

  

GROUP_NUMBER PASS      STAT 

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

           1 RESYNC    RUN 

           1 REBALANCE WAIT 

           1 COMPACT   WAIT 

オフライン操作では、V$ASM_OPERATIONビュー問合せでの表示は生成されません。  

再同期チェックポイントは、障害発生時に再同期プロセスの位置を維持します。再同期プロセスまたはインスタンスが失敗した

場合、次の再同期操作は、最初から、または再同期プロセスから開始するのではなく、前のプロセスが停止した位置から続行

します。 

FAILGROUP_REPAIR_TIMEおよびCONTENT.TYPEディスク・グループ属性を設定できます。FAILGROUP_REPAIR_TIMEディスク・

グループ属性は、ディスク・グループ内の障害グループのデフォルトの修復時間を指定します。CONTENT.TYPEディスク・グループ

属性は、ディスク・グループに格納される予定のデータのタイプを指定します。これらの属性は、ASMCA、ASMCMDのmkdg、ま

たはSQLのCREATEおよびALTER DISKGROUP文を使用して設定できます。  

ASMCMDのlsopコマンドは、再同期の見積時間を表示します。リバランスの各フェーズ(ディスク再同期、リバランスおよびデー

タ比較)用に、V$ASM_OPERATION表に別々の行があります。  

ASMCMDのonlineコマンドには、オンライン操作の指数を指定するためのpowerオプションがあります。SQLのALTER 

DISKGROUP REPLACE DISK文にも指数オプションがあります。  

ASMCMDのchdgコマンドでは、addおよびdropタグの他に、replaceオプションが提供されます。ASMCMDのmkdgコマンドには、

障害グループをオフラインにする時間を指定するための追加の時間パラメータ(-t)があります。  

 

関連項目: 



142 

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 ディスク・グループ属性の詳細は、「ディスク・グループ属性の管理」  

 Oracle ASMのアップグレードの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイ

ド』と「Oracle ASMのアップグレードおよびパッチ適用」  

 ALTER DISKGROUPの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照 

 CREATE DISKGROUPの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』 

優先読取りの障害グループ 

Oracle ASM障害グループを構成する場合、ノードが読み取るエクステントがセカンダリ・エクステントであっても、最も近いエクス

テントから読み取った方が効率的である場合があります。つまり、ノードからは遠い可能性があるプライマリ・コピーから読み取るの

ではなく、セカンダリ・エクステントがノードに近ければ、そこから読み取るようOracle ASMを構成できます。優先読取りの障害グ

ループ機能の使用は、拡張クラスタにおいて最も役に立ちます。  

この機能を使用する場合、拡張クラスタ内のノードに対してローカルであるディスクからミラー化されたエクステント・コピーを1つ以

上構成することをお薦めします。ただし、1つのインスタンスに優先される障害グループが、同じOracle RACデータベース内の別

のインスタンスに対してはリモートである可能性があります。優先読取り障害グループのパラメータ設定は、インスタンス固有です。  

 

  
 

ノート: 

物理的に切り離された複数のサイトに広がるノードで構成される Oracle Extended Cluster では、

PREFERRED_READ.ENABLED ディスク・グループ属性によって優先読取り機能をディスク・グループに対して有効にする

かどうかを制御します。優先読取り機能が有効である場合、この機能により、インスタンスでは自身と同じサイトにあ

るディスクを特定し、そこから読み取ることができるため、パフォーマンスが向上します。PREFERRED_READ.ENABLED が

有効になっていてもいなくても、Oracle ASM インスタンスまたはクラスタ内のクライアント・インスタンスの障害グルー

プ・レベルに ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS 初期化パラメータ(下位互換性のために使用可)を使用し

て、優先読取りを設定できます。  

優先読取りの障害グループの構成および管理 

この機能を構成するには、ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータで、障害グループ名のリストを優先読

取りディスクとして指定します。  

diskgroupはディスク・グループの名前、failuregroupは障害グループの名前で、これらの変数をピリオドで区切ってこのパラ

メータを設定します。指定したディスク・グループに障害グループが存在しない場合、この障害グループの名前をこのパラメータ設

定で使用しても、Oracle ASMは無視します。次のように、カンマをセパレータとして複数の値を追加できます。  

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS = diskgroup.failuregroup,...  

拡張クラスタでは、ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPSパラメータの設定を使用して指定する障害グループには、インスタ

ンスに対してローカルであるディスクのみが含まれます。標準冗長性のディスク・グループの場合、拡張クラスタの各サイトに存在

する障害グループは1つのみです。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
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ミラー化コピーが複数あり、ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPSパラメータの値を設定してある場合、優先読取りディスク

上にあるコピーがOracle ASMにより最初に読み取られます。この読取りが失敗すると、Oracle ASMにより次のミラー化コピー

からの読取りが試みられますが、このコピーは優先読取りディスク上にはない可能性があります。  

1つのサイトに複数の障害グループがある場合、このサイトに障害が発生すると、別のサイトからディスク・グループにアクセスでき

なくなることがあります。また、1つのサイトに複数の障害グループがある場合、エクステントを別のサイトにミラー化できないことが

あります。これにより、その他のサイトにある障害グループの読取りパフォーマンスが低下する場合があります。  

たとえば、標準冗長性のディスク・グループの場合、あるディスク・グループの2つの障害グループが1つのサイトに含まれていると、

Oracle ASMによりエクステントの両方のミラー・コピーが同じサイトに配置される可能性があります。このような構成では、

Oracle ASMはサイトの障害によるデータの損失を回避できません。  

高冗長性のディスク・グループの場合、1つのサイトで構成する障害グループは最大でも2つにする必要があります。1つの拡張ク

ラスタに3つのサイトがある場合、前述と同じ理由により、作成する障害グループは1つにする必要があります。  

2サイトの拡張クラスタの場合、標準冗長性のディスク・グループにある障害グループは2つのみです。この場合、インスタンスごと

に優先読取りの障害グループとして指定できる障害グループは1つのみです。  

ビューを使用して、優先読取りの障害グループを識別できます。たとえば、PREFERRED_READ列の値によってディスクが優先読取

りディスクであるかどうかを示すV$ASM_DISKビューなどがあります。また、V$ASM_DISKを使用して、拡張クラスタ内のローカル・ディ

スクが優先読取りディスクであるかどうかの検証もできます。構成した優先読取りディスクが読取り操作に使用されているかどうか

を検証するには、Oracle ASMのディスクI/O統計を使用します。  

拡張クラスタに対してディスク・グループが最適に構成されていない場合、Oracle ASMによりアラート・ログに警告メッセージが

記録されます。Oracle ASMの優先読取りの障害グループに関する特定のパフォーマンス上の問題を識別するには、

V$ASM_DISK_IOSTATビューを使用します。このビューには、Oracle ASMクライアントごとのディスクI/O統計が表示されます。ま

た、データベース・インスタンスについてV$ASM_DISK_IOSTATビューに問い合せることもできます。ただし、この問合せではデータ

ベース・インスタンスのI/O統計のみが表示されます。通常、優先読取りの拡張クラスタ構成が最適であれば、パフォーマンスと

ディスク・グループの可用性のバランスがとれます。  

優先読取りの障害グループを使用するには、Oracle ASMクライアントとOracle ASMはいずれも、Oracle Database 11g

リリース1 (11.1)以上を必要とします。  

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループの障害グループを指定しない場合、ディスク・グループ内の各ディスクは独自の障害グループに属し

ます。1 つの Oracle ASM インスタンスについて、ディスク・グループ内に優先読取りの障害グループを複数構成す

ることをお薦めしません。どのインスタンスについても、同じディスク・グループ内の複数の障害グループを優先読取りと

して指定すると、アラート・ログに警告メッセージが書き込まれます。 

 

関連項目: 



144 

 PREFERRED_READ.ENABLEDディスク・グループ属性の詳細は、「PREFERRED_READ.ENABLED」  

 ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータの詳細は、

「ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS」  

 拡張クラスタ内の優先読取りディスクの構成については、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイ

メント・ガイド』  

 V$ASM*動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD820
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD820
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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ディスク・グループのパフォーマンスおよびスケーラビリティに関す

る考慮事項 

この項では、ディスク・グループのパフォーマンスの評価に関する次の考慮事項について説明します。  

 ディスク・グループ数の確認 

 ディスクをグループ化するときのパフォーマンス特性 

 Oracle ASMストレージの制限 

ディスク・グループ数の確認 

次の基準を使用して、作成するディスク・グループ数を確認します。  

 指定したディスク・グループ内のディスクは、サイズおよびパフォーマンス特性が類似している必要があります。サイズやパ

フォーマンスにおいて異なるタイプのディスクが複数ある場合は、類似する特性を含む複数のディスク・グループを作成し

てください。 

 データベース・ファイル用とバックアップ・ファイルの高速リカバリ領域用に個別のディスク・グループを作成します。この構成

により、ディスク・グループの障害が発生した場合に高速リカバリが可能になります。 

新規インストール用のディスク・グループの作成の詳細は、新規Oracleインストール用のディスク・グループの作成を参照してくだ

さい。  

ディスクをグループ化するときのパフォーマンス特性 

Oracle ASMでは、ディスク・グループ内のすべてのディスクに対して、ファイル・エクステントを均一に分散することによって、ファイ

ル・アクティビティのロード・バランシングを行います。この技術を有効にするには、1つのディスク・グループ内のディスクのパフォーマ

ンス特性が類似している必要があります。たとえば、データベース作業領域用として予約されたディスク・グループ内には最新か

つ最速のディスクを置き、高速リカバリ領域用として予約されたディスク・グループ内にはこれより遅いドライブを置きます。  

状況によっては、サイズおよびパフォーマンス特性が異なるディスクが同じディスク・グループ内で一時的に共存しても問題ありま

せん。これには、古いディスク・セットから新しいディスク・セットに移行する場合などがあります。この場合、新しいディスクが追加さ

れ、古いディスクが削除されます。古いディスクが削除されるときに、ディスク・グループのオンライン中にそのストレージが新しいディ

スクに移行されます。 

Oracle ASMストレージの制限 

Oracle ASMでは、今後の増加に対応するほぼ無制限の容量が提供されますが、いくつかのストレージの制限があります。  

Oracle ASMにはディスク・グループ、ディスクおよびファイルの数について、次のような制限があります。 

 Oracle Database 12cリリース1以降のストレージ・システムに511のディスク・グループ  

 1つのディスク・グループに10,000のOracle ASMディスク 

 1つのストレージ・システムに65,530のOracle ASMディスク 



146 

 ディスク・グループごとに100万のファイル 

Oracle Exadataストレージがない場合、COMPATIBLE.ASMまたはCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性が12.1未満に

設定されているとき、Oracle ASMには次のようなストレージの制限があります。  

 Oracle ASMディスクごとに最大2TBのストレージ 

 ストレージ・システムに対して最大20PB 

Oracle Exadataストレージがない場合、COMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性が12.1以上に

設定されているとき、Oracle ASMには次のようなストレージの制限があります。  

 割当て単位(AU)サイズが1MBのOracle ASMディスクごとに最大4PBのストレージ 

 AUサイズが2MBのOracle ASMディスクごとに最大8PBのストレージ 

 AUサイズが4MBのOracle ASMディスクごとに最大16PBのストレージ 

 AUサイズが8MBのOracle ASMディスクごとに最大32PBのストレージ 

 ストレージ・システムに対して最大320EB 

すべてのOracle Exadataストレージがある場合、Oracle ASMには次のようなストレージの制限があります。 

 AUサイズが1MBのOracle ASMディスクごとに最大4PBのストレージ 

 AUサイズが2MBのOracle ASMディスクごとに最大8PBのストレージ 

 AUサイズが4MBのOracle ASMディスクごとに最大16PBのストレージ 

 AUサイズが8MBのOracle ASMディスクごとに最大32PBのストレージ 

 ストレージ・システムに対して最大320EB 

ディスク・グループの最大サイズの制限は、最大ディスク・サイズにディスク・グループ内の最大ディスク数(10,000)を乗じた値で

す。  

すべてのディスク・グループ全体での最大ディスク数は65,530個です。＊ただし、1つのディスク・グループに収容できるディスクの

総数は、10,000個に制限されます。これはOracle ASMディスクの数に制限であり、必ずしも物理的なストレージ・デバイスの

数の制限ではありません。ストレージ・アレイは、複数の物理ストレージ・デバイスを単一のLUNにグループ化し、単一のOracle 

ASMディスクとして使用できます。＊ 

ファイル・サイズの制限は、ディスク・グループの互換性属性の値によって異なります。Oracle ASMでは、COMPATIBLE.RDBMS

ディスク・グループ属性が10.1より大きい値に設定されている場合、どの冗長性モードでも128TBを超えるファイル・サイズをサ

ポートします。  

COMPATIBLE.RDBMSが10.1に設定されている場合、ファイル・サイズの制限はより小さくなります。たとえば、COMPATIBLE.RDBMS

が10.1で、AUサイズが1MBの場合、Oracle ASMファイル・サイズの制限は次のとおりです。  

 外部冗長性: 16 TB 

 標準冗長性: 5.8 TB 

 高冗長性: 3.9 TB 
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ノート: 

Oracle Database では、ファイル・システムに応じて最大 128TB のデータファイル・サイズをサポートします。ま

た、DB_BLOCK_SIZE 初期化パラメータによって異なるファイル・サイズの制限があります。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 Oracle ASMファイル・サイズの制限の詳細は、「ディスク・グループの互換性を設定する際の考慮事項」  

 Oracle ACFS領域使用量の詳細は、「Oracle ACFSディスク領域使用量」  
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ディスク・グループの互換性 

この項では、ディスク・グループの互換性について説明します。内容は次のとおりです。 

 ディスク・グループの互換性の概要 

 ディスク・グループの互換性属性 

 ディスク・グループの互換性属性の設定 

 ディスク・グループの互換性属性設定により使用可能になる機能 

 ディスク・グループの互換性を設定する際の考慮事項 

 Compatible.asmおよびCompatible.rdbmsの推奨設定 

ディスク・グループの互換性の概要 

ディスク・グループの互換性設定を拡張すると、上位のリリースで使用可能なOracle ASMの新機能を使用できます。たとえば、

ディスク・グループ互換性属性が19.0に設定されたディスク・グループは、Oracle ASM 19cの機能を利用できます。互換性属

性設定の組合せに対して使用可能な機能の詳細は、表4-4を参照してください。  

互換性を決定するディスク・グループ属性は、COMPATIBLE.ASM、COMPATIBLE.RDBMSおよびCOMPATIBLE.ADVMです。

COMPATIBLE.ASM属性設定はOracle ASMインスタンス・タイプについて、COMPATIBLE.RDBMS属性設定はデータベース・イン

スタンス・タイプについて、システムで使用可能なOracle Databaseの最小ソフトウェア・バージョン番号を決定します。たとえば、

Oracle ASMの互換性設定が19.0で、RDBMSの互換性が12.2.0.1に設定されている場合、Oracle ASMソフトウェア・

バージョンは19.0以上、Oracle Databaseクライアント・ソフトウェア・バージョンは12.2.0.1以上である必要があります。

COMPATIBLE.ADVM属性は、Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ機能がボリュームをディスク・グループに作成できるかどうか

を決定します。  

ディスク・グループを作成する際に、CREATE DISKGROUP SQL文でディスク・グループの互換性属性設定を指定できます。

ALTER DISKGROUP SQL文は、既存のディスク・グループのcompatible属性設定を更新できます。互換性属性設定の有効

な組合せの例は、表4-3を参照してください。  

ディスク・グループ属性をASMCMD setattrコマンドで設定および更新することもできます。ASMCMD setattrコマンドの詳

細は、「setattr」を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

 ディスク・グループの互換性設定により、使用する環境で Oracle ASM の最新機能を使用できるかどう

かが決まります。 

 ディスク・グループの互換性設定は、拡張のみ可能です。下位の互換性設定に戻すことはできません。詳

細は、ディスク・グループの互換性の復元に関する項を参照してください。  

 COMPATIBLE.ASM 属性は、他のディスク・グループの互換性属性を拡張する前に拡張する必要がありま
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す。また、その値は他のディスク・グループの互換性属性の値以上である必要があります。  

ディスク・グループの互換性属性 

ディスク・グループの互換性属性は、Oracle ASMインスタンスおよびデータベース・インスタンスのディスク・グループの互換性設

定を指定します。  

 COMPATIBLE.ASM 

 COMPATIBLE.RDBMS 

 COMPATIBLE.ADVM 

 

  
 

ノート: 

Oracle ASM バージョン 12.2.0.1 以降の Oracle ASM ディスク・グループ属性の最小設定とデフォルト設定は

次のとおりです。 

 EXTERNAL、NORMAL、および HIGH の冗長性のディスク・グループでは、COMPATIBLE.ASM = 11.2.0.2 お

よび COMPATIBLE.RDBMS = 10.1  

 FLEX および EXTENDED のディスク・グループでは、COMPATIBLE.ASM = 12.2.0.1 および

COMPATIBLE.RDBMS = 12.2.0.1  

Oracle ASM ディスク・グループ属性のデフォルト値と最小値は、SQL*Plus を使用してディスク・グループを作成す

る場合に存在します。ASMCA などの他のユーティリティでは、ディスク・グループの作成時に異なるデフォルト値が使

用される可能性がありますが、Oracle ASM ディスク・グループ属性の最小値は同じです。 

COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性の値により、ディスク・グループを使用できるOracle ASMインスタンスの最小ソフトウェ

ア・バージョンが決まります。この設定は、ディスク上のOracle ASMメタデータのデータ構造の形式にも影響します。他のファイル

内容の形式は、Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)およびデータベース・インスタンスによって決まります。  

COMPATIBLE.RDBMS 

COMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性の値により、ディスク・グループを使用できるデータベース・インスタンスのCOMPATIBLE

データベース初期化パラメータの最小設定が決まります。COMPATIBLE.RDBMS属性を設定する前に、そのディスク・グループにア

クセスするすべてのデータベースで、COMPATIBLE初期化パラメータの値がCOMPATIBLE.RDBMSの新しい設定値以上に設定され

ていることを確認します。  

たとえば、データベースのCOMPATIBLE初期化パラメータが12.2に設定されている場合、COMPATIBLE.RDBMSは10.1から12.2の

任意の値に設定できます。データベースのCOMPATIBLE初期化パラメータが19.0に設定されている場合、COMPATIBLE.RDBMS

は10.1から19.0の任意の値に設定できます。  
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ノート: 

データベース初期化パラメータ COMPATIBLE を使用すると、新しいリリースの Oracle Database を使用できる一

方で、以前のリリースの下位互換性も同時に保証されます。COMPATIBLE 初期化パラメータの詳細は、『Oracle 

Database リファレンス』を参照してください。  

COMPATIBLE.ADVM 

COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性の値により、ディスク・グループにOracle ADVMボリュームを含めることができるかどう

かが決まります。この値は11.2以上に設定する必要があります。この属性を設定する前に、COMPATIBLE.ASM値が11.2以上で

ある必要があります。また、サポートする環境にOracle ADVMボリューム・ドライバをロードしておく必要があります。  

COMPATIBLE.ADVM属性のデフォルト値は、Oracle ASMリリースのレベルによって決まります。  

Oracle ADVMの詳細は、「Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要」を参照してください  

ディスク・グループの互換性属性の設定 

この項では、ディスク・グループの互換性属性の設定と、CREATE DISKGROUPまたはALTER DISKGROUP SQL文を使用して属性

値を設定する方法について説明します。  

この項の内容は次のとおりです。 

 互換性属性設定の有効な組合せ 

 互換性属性によるCREATE DISKGROUPの使用 

 互換性属性によるALTER DISKGROUPの使用 

 互換性属性設定の表示 

 ディスク・グループの互換性を戻す方法 

ディスク・グループの互換性設定は、Oracle ASMコマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)およびOracle ASMコンフィギュ

レーション・アシスタント(ASMCA)を使用しても設定できます。「ASMCAによるOracle ASMの管理」および「ASMCMDによ

るOracle ASMの管理」を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループの互換性属性の値を拡張する操作は、元に戻すことができません。ディスク・グループの互換性

を戻す方法を参照してください。  

 

関連項目: 

ディスク・グループの互換性に関するSQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10019
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10019
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
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互換性属性設定の有効な組合せ 

ディスク・グループ属性の値を設定する場合は、Oracle Databaseの有効なリリース番号の少なくともメジャー・バージョンとマイ

ナー・バージョンを指定します。たとえば、互換性を12.2または19.0のように指定できます。欠落しているバージョン番号の数字

はゼロとみなされます。  

属性設定の組合せに対して使用可能なOracle ASM機能は、「ディスク・グループの互換性属性設定により使用可能になる

機能」を参照してください。  

表4-3に、ディスク・グループの互換性属性の有効な組合せと、各組合せについてOracle ASMインスタンスとデータベース・イ

ンスタンスの有効なバージョンを示します。 

表4-3 ディスク・グループの互換性属性設定の例 

COMPATIBLE.AS

M 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

Oracle ASMイ

ンスタンスのバー

ジョン 

RDBMSインスタン

スCOMPATIBLE

設定 

12.1 12.1 12.1 >= 12.1 >= 12.1 

12.2 12.1 12.2 >= 12.2 >= 12.1 

18.0 18.0 18.0 >= 18.0 >= 18.0 

19.0 19.0 19.0 >=19.0 >=19.0 

次に、Oracle ASMとデータベースのリリースで考えられる組合せの一部を示します。 

 データベースのリリースはOracle Database 11gリリース2 (11.2) (データベース初期化パラメータCOMPATIBLEは

11.2に設定)、Oracle ASMのリリースはOracle ASM 11gリリース2 (11.2)。ディスク・グループの

COMPATIBLE.ASMとCOMPATIBLE.RDBMSのディスク・グループ属性は10.2に設定されています。  

Oracle ASMのディスク・グループ機能は、Oracle Database 10gリリース2 (10.2)でも有効です。  

 データベースのリリースはOracle Database 10gリリース1 (10.1)、Oracle ASMのリリースは11.2。ディスク・グ

ループのCOMPATIBLE.ASMは11.2に、COMPATIBLE.RDBMSは10.1に設定されています。  

 データベースのリリースはOracle Database 12cリリース2 (12.2) (データベース初期化パラメータCOMPATIBLEは

12.2に設定)、Oracle ASMのリリースはOracle ASM 12cリリース2 (12.2)。ディスク・グループの互換性属性はす

べて12.2に設定されています。  

ドメイン・サービス・クラスタ内のOracle ASMおよびメンバー・クラスタ内のOracle Databaseの構成 

ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)バージョン19.1で実行されているOracle ASMまたはOracle IOServerは、バージョン

12.2および19.1のメンバー・クラスタで実行されているOracle DatabaseおよびOracle Grid Infrastructureをサポートし

ます。 

ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)バージョン12.2で実行されているOracle ASMまたはOracle IOServerは、バージョン
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12.2および19.1のメンバー・クラスタで実行されているOracle DatabaseおよびOracle Grid Infrastructureをサポートし

ます。 

Oracle Databaseインスタンスのバージョンは、同一クラスタ内のOracle ASMのバージョン以下である必要があります。ただし、

異なるクラスタからデータベース・インスタンスが接続されている場合には、この要件は厳格に実施されません。 

互換性属性によるCREATE DISKGROUPの使用 

ディスク・グループを作成する際に、CREATE DISKGROUP文を使用してディスク・グループの互換性設定を指定できます。  

次の例では、標準冗長性のディスク・グループdata1を作成します。このディスク・グループのOracle ASMの互換性は19.0に設

定され、RDBMSの互換性はデフォルト(COMPATIBLE.RDBMSのデフォルトは19.0以下)に設定されています。  

CREATE DISKGROUP data1 DISK '/dev/sd*'  

       ATTRIBUTE 'compatible.asm' = '19.0'; 

次の例では、ASM、RDBMSおよびADVMの互換性が19.0に設定された標準冗長性のディスク・グループdata2を作成します。  

CREATE DISKGROUP data2 DISK '/dev/sd*'  

       ATTRIBUTE 'compatible.asm' = '19.0', 'compatible.rdbms' = '19.0', 

                 'compatible.advm' = '19.0'; 

互換性属性によるALTER DISKGROUPの使用 

ディスク・グループを作成した後に、ALTER DISKGROUP SQL文を使用して、互換性属性を変更できます。ALTER DISKGROUP 

SQL文を使用すると、変更をコミットする前に、指定のディスク・グループの互換性を拡張できます。  

ALTER DISKGROUPを実行する場合、互換性を拡張してもデータベースおよびファイル・システムのアクセスが低下しないように、

影響を受けるデータベースとファイル・システムをすべてオンラインにする必要があります。ディスク・グループの互換性を拡張する

際は、COMPATIBLE.RDBMSまたはCOMPATIBLE.ADVM属性の前にCOMPATIBLE.ASM属性を拡張して、必ず表4-3に示した

compatible属性設定の有効な組合せにしてください。1つのALTER DISKGROUP文で拡張できる互換性属性は1つのみです。  

次の例では、ディスク・グループdata3のOracle ASMの互換性を19.0に拡張します。data3ディスク・グループにアクセスするに

は、Oracle ASMインスタンスがOracle ASM 19c以上である必要があります。  

ALTER DISKGROUP data3 SET ATTRIBUTE 'compatible.asm' = '19.0'; 

次の例では、ディスク・グループdata3のCOMPATIBLE.RDBMSおよびCOMPATIBLE.ADVM互換性属性を10.0に拡張します。この

例では、COMPATIBLE.ASMの値が19.0に設定されていることを前提としています。  

ALTER DISKGROUP data3 SET ATTRIBUTE 'compatible.rdbms' = '19.0', 

ALTER DISKGROUP data3 SET ATTRIBUTE 'compatible.advm' = '19.0'; 

互換性属性設定の表示 

ディスク・グループの互換性設定は、V$ASM_ATTRIBUTEビューに表示できます。しかし、COMPATIBLE.ASM値が10.1に設定され

ている場合、V$ASM_ATTRIBUTEビューには1行も表示されません。かわりに、COMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.RDBMSの

ディスク・グループの互換性属性の値を、V$ASM_DISKGROUPビューのCOMPATIBILITY列とDATABASE_COMPATIBILITY列で確



153 

認できます。  

ディスク・グループの互換性属性は、ASMCMDコマンドlsattrを使用して表示することもできます。  

 

関連項目: 

 V$ASM_ATTRIBUTEビューの問合せの例は、例6-1  

 ASMCMD lsattrコマンドの詳細は、「lsattr」  

 ディスク・グループ属性の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 V$ASM_DISKGROUPおよびV$ASM_ATTRIBUTE動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

ディスク・グループの互換性を戻す方法 

ディスク・グループの互換性を元の値に戻すことはできません。かわりに、新しいディスク・グループを作成する必要があります。 

ディスク・グループの互換性属性の値を拡張する操作は、元に戻すことができません。ディスク・グループの互換性設定を拡張す

ると、値を以前の設定に戻すことができません。以前の値に戻すには、古い互換性属性設定で新しいディスク・グループを作成

し、そのディスク・グループに含まれていたデータベース・ファイルを新しいディスク・グループにリストアする必要があります。 

新しいディスク・グループを古い互換性属性設定に戻すと、Oracle ASMの最新機能は使用できなくなります。たとえば、ディス

ク・グループの互換性を11.2より前の値に戻した場合、Oracle ACFS機能は使用できません。 

たとえば、ディスク・グループを以前の互換性設定に戻すには、次の手順を実行します。 

1. Oracle ASM SPFILEがディスク・グループにある場合は、そのディスク・グループから移動します。 

a. SQL*Plusを使用してOracle ASMインスタンスに接続します。 

b. ファイル・システムにPFILEを作成します。  

次に例を示します。 

SQL> CREATE PFILE '$ORACLE_HOME/dbs/asmspfile.ora' FROM SPFILE; 

2. OCRおよび投票ファイルがディスク・グループにある場合は、そのディスク・グループから移動します。  

3. 保存が必要なファイルをすべてバックアップします。 

a. データベース・ファイルをバックアップします。 

b. Oracle ACFSファイル・システムがディスク・グループのOracle ADVMボリュームにマウントされる場合、ファイ

ル・システムのオペレーティング・システム・ファイルをバックアップするか、ファイル・システムのマウント・ポイント以

外の場所にコピーする必要があります。 

4. SQL CREATE DISKGROUPを使用してディスク・グループ属性の設定に以前の値を指定し、新しいディスク・グループを

作成します。  

5. ALTER DATABASE MOVE DATAFILE SQL文またはRecovery Manager (RMAN)のいずれかを使用して、新しく作

成されたディスク・グループにデータベース・ファイルを移動またはリストアします。  

6. ディスク・グループの互換性設定が拡張されたディスク・グループとその内容を削除するには、SQL DROP DISKGROUP 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01114
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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INCLUDING CONTENTSを使用してそのディスク・グループを削除します。このSQL文により、Oracle ACFSファイル・シス

テムとその内容も削除されます。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループの作成の詳細は、「ディスク・グループの作成について」  

 ディスク・グループ間でのデータファイルの移動については、「ALTER DATABASEを使用したディスク・グループ間の

データファイルの移動」  

 RMANを使用したデータベース・ファイルの移動の詳細は、「RMANを使用したOracle ASMディスク・グループ間での

データファイルの移動」  

 ディスク・グループの削除の詳細は、「ディスク・グループの削除」  

 OCRおよび投票ファイルの管理の詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

 ALTER DATABASE MOVE DATAFILE SQL文を使用してOracle ASMディスク・グループ間でデータファイルを移動する

方法の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

ディスク・グループの互換性属性設定により使用可能になる機能 

このトピックでは、ディスク・グループの互換性属性設定の有効な組合せによって使用可能になるOracle ASM機能を説明しま

す。 

次の一覧は、ディスク・グループの互換性属性設定の有効な組合せによって使用可能になるOracle ASM機能に適用されま

す。 

 COMPATIBLE.ASMの値は常に、COMPATIBLE.RDBMSおよびCOMPATIBLE.ADVMの値以上である必要があります。  

 Oracle Grid Infrastructure 12.2.0.1ソフトウェア以降のCOMPATIBLE.ASMの最小設定は11.2.0.2です。  

 該当なしとは、属性の設定がその機能に影響を及ぼさないことを意味します。 

 次の表に明示的にリストされていないOracle ASM機能については、ディスク・グループの互換性属性設定を拡張す

る必要はありません。 

 次の表に示すオペレーティング・システムによって明示的に特定されるOracle ASM機能は、関連するディスク・グルー

プ属性設定をはじめ、そのオペレーティング・システムで使用可能になります。 

 Oracle ASM 11g リリース2 (11.2.0.3)をLinuxで初回使用時に暗号化を設定する場合、またはLinux上で

Oracle ASM 11g リリース2 (11.2.0.3)へのソフトウェアのアップグレードに伴って、暗号化パラメータを変更または

新しいボリュームの暗号化キーを作成する必要がある場合、ディスク・グループ互換性の属性ASMおよびADVMは、

11.2.0.3以上に設定する必要があります。  

 Oracle ACFSでは、Oracle Databaseデータファイル、制御ファイル、オンラインREDOログ、アーカイブREDOログ・

ファイル、フラッシュバック・ログ、RMANバックアップおよびOracle Data Pumpダンプ・ファイル・セットの暗号化またはレ

プリケーションはサポートされません。 

 Oracle Exadataストレージ上のOracle ACFSは、Oracle Grid Infrastructure 12.1.0.2 (Linux上)以上で

サポートされます。 

 データベースのCOMPATIBLE初期化パラメータの最小要件がある場合もあります。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD838
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11430
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表4-4 ディスク・グループの互換性属性設定により使用可能になるOracle ASM機能 

使用可能なディスク・グループ機能 COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

より大きな AU サイズ(32 または

64MB)のサポート  

>= 11.1 >= 11.1 該当なし 

V$ASM_ATTRIBUTE ビューに表示される

属性  

>= 11.1 該当なし 該当なし 

高速ミラー再同期  >= 11.1 >= 11.1 該当なし 

可変サイズのエクステント  >= 11.1 >= 11.1 該当なし 

Exadata ストレージ  >= 11.1.0.7 >= 11.1.0.7 該当なし 

ディスク・グループに格納される OCR お

よび投票ファイル  

>= 11.2 該当なし 該当なし 

デフォルト値以外に設定されるセク

ター・サイズ  

>= 11.2 >= 11.2 該当なし 

ディスク・グループに格納される Oracle 

ASM SPFILE  

>= 11.2 該当なし 該当なし 

Oracle ASM ファイル・アクセス制御  >= 11.2 >= 11.2 該当なし 

最大値が 1024 の ASM_POWER_LIMIT >= 11.2.0.2 該当なし 該当なし 

ディスク・グループのコンテンツ・タイプ  >= 11.2.0.3 該当なし 該当なし 

Oracle Exadata のアプライアンス・

モード(固定パートナなし)  

>= 11.2.0.4 該当なし 該当なし 

ディスク・グループのレプリケーション・ス

テータス  

>= 12.1 該当なし 該当なし 

ディスク・グループでの共有パスワード・

ファイルの管理  

>= 12.1 該当なし 該当なし 
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使用可能なディスク・グループ機能 COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

Oracle Exadata ストレージがない場

合は、2TB よりも大きな Oracle 

ASM ディスク  

>= 12.1 >= 12.1 該当なし 

Oracle Exadata の固定パートナ  >= 12.1.0.2 該当なし 該当なし 

Oracle Data Appliance (ODA)の

アプライアンス・モード  

>= 12.1.0.2 該当なし 該当なし 

Oracle Exadata スパース・ディスク・

グループのサポート  

>= 12.1.0.2 >= 12.1.0.2 該当なし 

再同期チェックポイントのサポート  >= 12.1.0.2 >= 12.1.0.2 該当なし 

LOGICAL_SECTOR_SIZE  >= 12.2 該当なし 該当なし 

セクター・サイズの変更  >= 12.2 該当なし 該当なし 

Oracle ASM フレックスおよび拡張

ディスク・グループ  

>= 12.2 >= 12.2 該当なし 

SCRUB_ASYNC_LIMIT >= 12.2 該当なし 該当なし 

PREFERRED_READ.ENABLED 

Oracle Database 12c リリース 2 

(12.2)が必須。 

>=12.2 該当なし 該当なし 

標準冗長性または高冗長性のディス

ク・グループを、制限付きマウントを使

用せずにフレックス・ディスク・グループに

変換  

>=18.0 >=12.2 該当なし 

マルチテナント・クローニングに対する

Oracle ASM フレックス・ディスク・グ

ループのサポート  

>=18.0 >=18.0 該当なし 

メンバー・クラスタのストレージ変換  >=18.0 該当なし 該当なし 
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使用可能なディスク・グループ機能 COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

標準冗長性および高冗長性の非ス

パース・ディスク・グループで有効になっ

ている仮想割当てメタデータ(VAM)  

>=18.0 該当なし 該当なし 

Oracle ASM フレックス・ディスク・グ

ループでの単一パリティ保護のサポート  

データベース COMPATIBLE 初期化パラ

メータは 19.1 以上に設定されている

必要があります。  

>=19.1 該当なし 該当なし 

Oracle ASM フレックス・ディスク・グ

ループでのダブル・パリティ保護のサポー

ト  

データベース COMPATIBLE 初期化パラ

メータは 19.5 以上に設定されている

必要があります。  

>=19.5 該当なし 該当なし 

 

関連項目: 

 ディスク・グループの互換性設定によって使用可能になるOracle ACFS機能の詳細は、互換性属性設定により使用

可能になるOracle ACFS機能を参照してください。  

 制限事項を含む、Oracle ACFSファイル・システムでのデータファイルの格納の詳細は、「Oracle ACFSの概要」  

 リバランス処理とASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

ディスク・グループの互換性を設定する際の考慮事項 

ディスク・グループの互換性を拡張すると、Oracle Databaseの以前のリリースでは大きすぎて管理できないファイルを作成でき

ます。  

たとえば、レプリケート・サイトではこれらの大きなファイルを管理するには引き続き以前のリリースのソフトウェアを使用できないた

め、ファイル・サイズの制限に注意する必要があります。ディスク・グループの互換性設定は、すべてのレプリケート環境に対して

同じにする必要があります。 

表4-5に、AU_SIZEディスク・グループ属性が1 MBに設定されている場合に、複数のCOMPATIBLE.RDBMS設定でサポートされ

るOracle ASMの最大ファイル・サイズを示します。表は、Oracle Database 10gでは、外部冗長性の場合ファイル・サイズ

は最大で16TBまでしかサポートできないことを示しています。COMPATIBILE.RDBMS属性を11.1以上に拡張すると、ファイルを

16TBより大きくすることができます。ただし、サイズが大きくなり、障害時リカバリ・サイトのCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ
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設定がそのサイズと互換性がない場合は、レプリケートされた障害時リカバリ・サイトでファイルを使用できなくなります。 

表4-5 AU_SIZEを1MBに設定したディスク・グループに対するOracle ASMの最大ファイル・サイズ 

冗長性 COMPATIBLE.RDBMS = 10.1 COMPATIBLE.RDBMS >= 11.1 

外部 16 TB 128 TB 

標準 5.8 TB 93 TB 

高 3.9 TB 62 TB 

表4-6に、AU_SIZEディスク・グループ属性が4 MBに設定されている場合に、複数のCOMPATIBLE.RDBMS設定でサポートされ

るOracle ASMの最大ファイル・サイズを示します。 

表4-6 AU_SIZEを4 MBに設定したディスク・グループに対するOracle ASMの最大ファイル・サイズ 

冗長性 COMPATIBLE.RDBMS = 10.1 COMPATIBLE.RDBMS >= 11.1 

外部 64 TB 128 TB 

標準 32 TB 128 TB 

高 21 TB 128 TB 

 

  
 

ノート: 

表 4-5 と表 4-6 の COMPATIBLE.RDBMS >= 11.1 列には 128 TB の制限がありますが、これは Oracle 

ASM に固有の制限ではありません。この制限はデータベース・データファイルに固有であり、2^2 *論理ブロック・サ

イズとして計算されます。ブロック・サイズは最大で 32 KB、すなわち 2^5 です。最終的な計算結果は 2^2 * 

2^5 = 2^7、すなわち 128 TB になります。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMのストレージ・サイズの詳細は、「Oracle ASMストレージの制限」  

 データベースの互換性の詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照  

 COMPATIBLE初期化パラメータと不可逆の互換性については、『Oracle Database管理者ガイド』  

 COMPATIBLE初期化パラメータについては、『Oracle Databaseリファレンス』  

Compatible.asmおよびCompatible.rdbmsの推奨設定 

 compatible.asmの推奨値は、Grid Infrastructure (GI)ホームの現在のソフトウェア・リリース・バージョンです。

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=UPGRD005
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN002
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10019
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たとえば、GIソフトウェア・リリースが19cの場合、compatible.asmを19.0.0.0.0に設定します。 

 compatible.rdbmsの推奨値は、クラスタ内のすべてのデータベースにおけるCOMPATIBLEパラメータの最小値です。  

ディスク・グループの互換性の値の増加は元に戻せませんが、前述の制約がある場合は可能な最大値に設定することをお薦め

します。これにより、可用性とパフォーマンスに関する最新の機能が有効になるためです。 
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ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制御の管

理 

Oracle ASMファイル・アクセス制御を使用すると、Oracle ASMディスク・グループの内容を未認可のOracle ASMクライアン

ト(未認可のデータベースなど)による偶発的なアクセスから必要に応じて保護することができます。  

Oracle ASMファイル・アクセス制御を設定するには、個別のオペレーティング・システム・グループを指定する必要があります。

Oracle ASMファイル・アクセス制御は、ASMCMDコマンドおよびSQL文で管理できます。  

この項の内容は次のとおりです。 

 Oracle ASMファイル・アクセス制御について 

 Oracle ASMファイル・アクセス制御へのディスク・グループ属性の設定 

 SQL文を使用したOracle ASMファイル・アクセス制御の管理 

 

関連項目: 

 個別のオペレーティング・システム・グループの指定については、「Oracle ASMユーザーへの個別のオペレーティング・シ

ステム・グループの使用」  

 ASMCMDコマンドを使用したOracle ASMファイル・アクセス制御管理の詳細は、「ASMCMDファイル・アクセス制御

コマンド」  

 Oracle ASMファイル・アクセス制御に関する詳細を表示するビューの詳細は、「Oracle ASMファイル・アクセス制御

情報の表示」  

 Oracle ASMインスタンスへのアクセスの制御の詳細は、「Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証」  

Oracle ASMファイル・アクセス制御について 

Oracle ASMファイル・アクセス制御は、ファイルへのアクセスをSYSDBAとして接続する特定のOracle ASMクライアントに制

限します。 

通常、Oracle ASMクライアントはデータベースで、データベース・インスタンス・ホームを所有するユーザーとして識別されます。

Oracle ASMファイル・アクセス制御では、データベースの識別にこのユーザー名を使用します。Oracle ASMファイル・アクセス

制御は、データベース所有者のオペレーティング・システム有効ユーザー識別番号に基づいてアクセスを制御します。たとえば、

表3-2では、データベースはoracle1およびoracle2として識別されます。  

Oracle ASMではファイル・アクセス制御を使用して、そのOracle ASMインスタンスでSYSDBAとして認証されているデータ

ベースに追加の権限が付与されているかどうかを判断します。これらの追加権限には、特定のファイル、エイリアス、ユーザー・グ

ループを修正および削除する機能が含まれます。 

ユーザー・グループを設定して、Oracle ASMファイルに対する同じアクセス権限を共有するデータベースのリストを指定できます。

ユーザー・グループは、データベースのリストで、SYSDBAとして認証されるデータベースはユーザー・グループを作成できます。た
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だし、グループの作成者のみが、グループを削除したり、そのメンバーシップ・リストを変更したりできます。 

各Oracle ASMファイルには、所有者、グループおよびその他の3つの権限カテゴリがあります。各カテゴリは、権限なしか、読取

り専用権限または読取り/書込み権限を持ちます。  

ファイル所有者は通常そのファイルの作成者で、所有者、グループ、その他のカテゴリのいずれかのファイルに対する権限を割り当

てることができます。所有者は、そのファイルに関連付けられたグループも変更できます。 

ファイルを作成しても、グループはそのファイルに自動的に関連付けられません。Oracle ASMファイル・アクセス制御には、ユー

ザーのプライマリ・グループの概念がないため、asmcmd chgrpコマンドを使用して、グループを手動で設定する必要があります。  

Oracle ASMファイル・アクセス制御を管理する場合、ディスク・グループ内のファイルの所有者(または予定されている所有者)

であるデータベース・インスタンスにSYSDBAとして接続することをお薦めします。 

ディスク・グループ内のファイルについてOracle ASMファイル・アクセス制御を設定するには、次のステップを実行します。 

1. 新しいまたは既存のディスク・グループを変更して、Oracle ASMファイル・アクセス制御のディスク・グループ属性を設定

します。  

新規作成したディスク・グループの場合は、ディスク・グループにファイルを作成する前にディスク・グループ属性を設定す

る必要があります。 

2. ディスク・グループに存在するファイルには、Oracle ASMファイル・アクセス制御のディスク・グループ属性を設定する前

に、その既存のファイルに対する権限および所有権を明示的に設定する必要があります。  

ファイルに対する所有権または権限を設定する前に、ユーザーが存在することを確認します。所有権または権限を設

定する前に、ファイルを閉じる必要があります。 

3. 必要に応じて、Oracle ASMファイルに対する同じアクセス権限を共有するデータベース・ユーザーのグループである

ユーザー・グループを作成できます。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループ属性の設定の詳細は、「Oracle ASMファイル・アクセス制御のためのディスク・グループ属性の設定」  

 ALTER DISKGROUP SET PERMISSIONおよびALTER DISKGROUP SET OWNERSHIPを使用して、SQL文によってOracle 

ASMファイル・アクセス制御を管理する方法の詳細は、「SQL文を使用したOracle ASMファイル・アクセス制御の管

理」  

 ALTER DISKGROUP ADD USERGROUPの使用の詳細は、「SQL文を使用したOracle ASMファイル・アクセス制御の管

理」 

Oracle ASMファイル・アクセス制御へのディスク・グループ属性の設定 

Oracle ASMファイル・アクセス制御を管理するには、ACCESS_CONTROL.ENABLEDおよびACCESS_CONTROL.UMASKディスク・グ

ループ属性を設定する必要があります。ALTER DISKGROUP SQL文でディスク・グループを変更して属性を設定するか、または

ASMCMD setattrコマンドを使用して属性を設定できます。  

ファイル・アクセス制御を既存のディスク・グループに対して設定した場合、作成済のファイルはすべてのユーザーからアクセス可能
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なままになります。これを避けるには、ALTER DISKGROUP SET PERMISSIONSQL文を実行するか、ASMCMD chmodコマンドを

実行して権限を制限します。  

Oracle ASMファイル・アクセス制御を有効にするには、COMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性を

11.2以上に設定する必要があります。  

Oracle ASMファイル・アクセス制御を制御するディスク・グループ属性は次のとおりです。 

 ACCESS_CONTROL.ENABLED 

この属性により、Oracle ASMファイル・アクセス制御がディスク・グループに対して有効かどうかが決まります。 

値はtrueまたはfalseです。デフォルトは、falseです。  

属性がtrueに設定されている場合、Oracle ASMファイルへのアクセスはアクセス制御の対象となります。falseに設

定した場合、すべてのユーザーがディスク・グループ内のすべてのファイルにアクセスできます。他のすべての操作は、この

属性とは関係なく動作します。  

 ACCESS_CONTROL.UMASK 

この属性により、Oracle ASMファイルの作成時に、ファイルの所有者であるユーザー、同じユーザー・グループのユー

ザー、およびユーザー・グループに属さない他のユーザーに対して、どの権限をマスクするかが決まります。この属性は、

ディスク・グループ内のすべてのファイルに適用されます。 

値は3桁の数字{0|2|6} {0|2|6} {0|2|6}の組合せです。デフォルトは066です。  

0に設定すると、何もマスクされません。2に設定すると、書込み権限がマスクされます。6に設定すると、読取り権限と書

込み権限の両方がマスクされます。  

ACCESS_CONTROL.UMASKディスク・グループ属性を設定する前に、ACCESS_CONTROL.ENABLED属性をtrueに設定し

てOracle ASMファイル・アクセス制御を有効にしておく必要があります。  

例4-11に、SQL*Plusを使用してディスク・グループに対するOracle ASMファイル・アクセス制御を有効にする方法を示します。

この例では、umask権限設定は026で、これにより、所有者には読取り/書込みアクセス(0を使用して何もマスクしない)、グルー

プのユーザーには読取りアクセス(2を使用して書込み権限をマスク)が有効になり、グループに属さない他のユーザーにはアクセス

が許可されません(6を使用してすべてのアクセスをマスク)。 

例4-11 Oracle ASMファイル・アクセス制御の設定 

ALTER DISKGROUP data1 SET ATTRIBUTE 'access_control.enabled' = 'true'; 

ALTER DISKGROUP data1 SET ATTRIBUTE 'access_control.umask' = '026';

 

関連項目: 

 ASMCMD setattrコマンドの詳細は、「setattr」  

 ASMCMD chmodコマンドの詳細は、「chmod」  

 ディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

SQL文を使用したOracle ASMファイル・アクセス制御の管理 

ALTER DISKGROUP SQL文を使用して、Oracle ASMディスク・グループのファイル・アクセス制御を管理できます。これらのSQL
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文は、データベース・インスタンスとOracle ASMインスタンスの両方で使用可能です。  

SQL*Plusでユーザーを管理する場合、ユーザーは既存のオペレーティング・システム・ユーザーで、そのユーザー名には対応す

るオペレーティング・システム・ユーザーIDが含まれている必要があります。ただし、Oracle ASMインスタンスと同じクラスタ内の

ユーザーのみを検証できます。 

 

  
 

ノート: 

ファイルの所有権を変更する場合、ファイルの所有権の変更後でも、ファイルが開いている間は、ファイルの前の

所有者を削除できません。 

ディスク・グループ・アクセス制御をサポートするSQL文は、次のとおりです。 

 ALTER DISKGROUP ADD USERGROUP WITH MEMBER 

Oracle ASMユーザー・グループをディスク・グループに追加します。ユーザー・グループ名の最大長は63バイトです。

ユーザー名を指定する場合は、それがOSパスワード・ファイル内に含まれている必要があり、32文字を超えることはでき

ません。  

MEMBER句に指定されるデータベースのオペレーティング・システム・ユーザーは、V$ASM_USERに表示されるように、その

ディスク・グループに属している必要があり、そうでなければエラーが戻されます。SYSASMまたはSYSDBAとして認証された

ユーザーならば誰でも、新しいユーザー・グループを作成できます。次に例を示します。  

SQL> SELECT group_number, os_name FROM V$ASM_USER; 

GROUP_NUMBER OS_NAME 

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

           1 oracle1 

           1 oracle2 

... 

SQL> ALTER DISKGROUP data ADD USERGROUP 'test_grp1'  

     WITH MEMBER 'oracle1','oracle2'; 

 ALTER DISKGROUP DROP USERGROUP 

Oracle ASMユーザー・グループをディスク・グループから削除します。グループを削除すると、有効なグループのないファ

イルがいくつか残る可能性があります。これらのファイルに有効なグループを持たせるには、ファイルに関連付けられたグ

ループを有効なグループに手動で更新する必要があります。 

SQL> ALTER DISKGROUP data DROP USERGROUP 'test_grp1'; 

 ALTER DISKGROUP MODIFY USERGROUP ADD MEMBER 

指定したユーザー・グループにユーザーを追加します。ユーザーは、V$ASM_USERに表示されるように、そのディスク・グ

ループに属している必要があり、さもなければエラーが戻されます。グループの作成者またはOracle ASM管理者のみ

が、グループ・メンバーシップを変更できます。  

SQL> ALTER DISKGROUP data MODIFY USERGROUP 'test_grp2' ADD MEMBER 'oracle2'; 

 ALTER DISKGROUP MODIFY USERGROUP DROP MEMBER 

指定したユーザー・グループからユーザーを削除します。メンバーがそのユーザー・グループに属していなければ、エラーが

戻されます。グループの作成者またはOracle ASM管理者のみが、グループ・メンバーシップを変更できます。 

SQL> ALTER DISKGROUP data MODIFY USERGROUP 'test_grp2' DROP MEMBER 'oracle2'; 
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 ALTER DISKGROUP ADD USER 

オペレーティング・システム(OS)ユーザーをOracle ASMディスク・グループに追加し、これらのユーザーがディスク・グルー

プに対するアクセス権限を持つことができるようにします。ユーザーが、V$ASM_USERに表示されるように、ディスク・グルー

プに存在する場合、コマンドはエラーを記録し、他のユーザーがいればその追加を続行します。  

動作中のデータベース・インスタンスのオペレーティング・システム・ユーザーは、データベース・インスタンスがディスク・グ

ループにアクセスしてファイルを作成すると、自動的にそのディスク・グループに追加されます。ただし、データベース・インス

タンスがファイルを作成せずにディスク・グループ内のファイルを読み取るには、ADD USER句を使用してそのデータベースに

関連付けられているオペレーティング・システム・ユーザーをディスク・グループに追加する必要があります。また、この句を

使用すると、Oracle ASMファイル・アクセス制御のディスク・グループ属性を設定した直後から、ファイルを新規作成す

る前に、データベースに関連付けられているオペレーティング・システム・ユーザーを既存のディスク・グループに追加できま

す。  

SQL>  ALTER DISKGROUP data ADD USER 'oracle1'; 

 ALTER DISKGROUP DROP USER 

オペレーティング・システム・ユーザーをOracle ASMディスク・グループから削除します。ユーザーがディスク・グループに存

在しない場合、このコマンドはエラーを記録し、他にユーザーが存在すれば、削除を続行します。  

ユーザーが同じOracle ASMディスク・グループでファイルを所有している場合、CASCADEキーワードが指定されていない

と、このコマンドはエラーにより失敗します。この場合、ユーザーは、所有するすべてのファイルとともに削除されます。  

ユーザーが所有するファイルが現在開いている場合、DROP USERコマンドは失敗し、ファイルは削除されません。  

SQL>  ALTER DISKGROUP data DROP USER 'oracle1'; 

 ALTER DISKGROUP REPLACE USER 

オペレーティング・システム・ユーザーをOracle ASMディスク・グループ内の別のユーザーに置き換えます。置換ユーザー

は、現在ディスク・グループのユーザー・リストにあるユーザーにしないでください。 

コマンドが成功すると、現在のユーザーが以前に所有していたすべてのファイルが、置換ユーザーによって所有されるよう

になります。現在のユーザーは、ディスク・グループのユーザー・リストから自動的に削除されます。現在のユーザーをディ

スク・グループに戻すことは可能ですが、このユーザーはどのファイルも所有しません。 

オープン・ファイルの所有者を変更すると、クラスタ内のすべてのインスタンスが再起動するまで、新しい所有者をその所

有者のファイルで削除できません。 

Oracle ASM管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

SQL> ALTER DISKGROUP data REPLACE USER 'oracle1' WITH 'oracle2'; 

 ALTER DISKGROUP SET PERMISSION 

Oracle ASMファイルの権限を変更します。read write権限を持つファイルにread only権限を設定すると、write

権限が取り消されます。ファイル所有者またはOracle ASM管理者のみが、ファイルの権限を変更できます。  

SQL> ALTER DISKGROUP data SET PERMISSION OWNER=read write, GROUP=read only, 

     OTHER=none FOR FILE '+data/controlfile.f'; 

 ALTER DISKGROUP SET OWNERSHIP 

ファイルの所有者またはグループを、指定したユーザー名またはユーザー・グループ名にそれぞれ変更します。指定した

ユーザー名またはユーザー・グループ名が存在しない場合、このコマンドはエラーにより失敗します。ファイルの所有者ま
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たはOracle ASM管理者のみがこのコマンドを実行でき、Oracle ASM管理者のみが所有者を変更できます。また、

ユーザー・グループ名は存在する必要があり、ファイルの所有者はそのグループのメンバーであることが必要です。 

SQL> ALTER DISKGROUP data SET OWNERSHIP OWNER='oracle1', GROUP='test_grp1' 

     FOR FILE '+data/controlfile.f'; 

 

関連項目: 

『Oracle Database SQL言語リファレンス』のALTER DISKGROUP SQL文 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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ディスク・グループのメンテナンス 

この項では、ディスク・グループで実行するメンテナンス操作について説明します。 

この項では、次の項目について説明します。 

 ディスク・グループのマウントおよびディスマウント 

 FORCEオプションを使用したディスク・グループのマウント 

 ディスク・グループ・メタデータの内部整合性のチェック 

 ディスク・グループの削除 

 ディスク・グループの名前変更 

ディスク・グループのマウントおよびディスマウント 

ASM_DISKGROUPS初期化パラメータで指定したディスク・グループは、Oracle ASMインスタンスの起動時に自動的にマウントさ

れます。このプロセスにより、Oracle ASMと同じノードで動作しているすべてのデータベース・インスタンスが、これらのディスク・グ

ループを使用できるようになります。ディスク・グループは、Oracle ASMインスタンスの停止時にディスマウントされます。また、

Oracle ASMでは、ディスク・グループは最初に作成するときにも自動的にマウントされ、削除するときにディスマウントされます。  

ディスク・グループのマウント時に、ディスク・グループ番号が選択されます。この番号は、ディスク・グループのマウントごとに変わりま

す。ディスク・グループ番号は永続的な構造で記録されませんが、現在の値はV$ASMビューのGROUP_NUMBER列に表示できます。  

ディスク・グループを手動でマウントまたはディスマウントする場合は、ALTER DISKGROUP...MOUNTまたはALTER 

DISKGROUP...DISMOUNT文を使用します。ディスク・グループは名前別にマウントまたはディスマウントすることも、ALLを指定する

こともできます。オプションのFORCEオプションを指定することもできます。FORCEオプションの使用の詳細は、FORCEオプションを使

用したディスク・グループのマウントを参照してください。  

オープン・ファイルを含むディスク・グループをディスマウントしようとすると、FORCE句も指定しないかぎり、この文は失敗します。  

RESTRICTEDモードのOracle ASMクラスタ環境では、ディスク・グループは単一インスタンスの排他モードでマウントされます。こ

のクラスタ内の他のOracle ASMインスタンスはこのディスク・グループをマウントできません。このモードでは、Oracle ASMクライ

アントはディスク・グループを使用できません。このモードは、高速リバランスを実行する場合に使用します。  

次のSQL文では、Oracle ASMインスタンスに現在マウントされているすべてのディスク・グループをディスマウントします。 

ALTER DISKGROUP ALL DISMOUNT; 

次のSQL文では、ディスク・グループdata1をマウントします。  

ALTER DISKGROUP data1 MOUNT; 

FORCEオプションを使用したディスク・グループのマウント 

Oracle ASMには、一部のOracle ASMディスクがマウント時にディスク・グループで使用できない場合でも、標準冗長性モー
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ドまたは高冗長性モードでOracle ASMディスク・グループをマウントできるMOUNT FORCEオプションが、ALTER DISKGROUPにあり

ます。  

FORCEオプションを使用しない場合、破損または欠落しているディスクが含まれるディスク・グループのマウントはデフォルトで失敗

します。  

MOUNT FORCEオプションは、ディスクが一時的に使用できず、機能停止の原因となった状況の修正中に、冗長性を低下させて

ディスク・グループをマウントする場合に役立ちます。  

MOUNT FORCEオプションを使用して正常にマウントするには、Oracle ASMがディスク・グループの全ファイルのエクステントのコ

ピーを1つ以上検出できる必要があります。この場合、Oracle ASMによりディスク・グループのマウントは成功しますが、冗長性

が損われる可能性があります。  

Oracle ASMがアクセスできないディスクは、オフライン・モードになります。Oracle ASMは、次にこれらのディスクがオフライン・

モードになる時間の計測を開始します。ディスクのオフラインの期間が、DISK_REPAIR_TIMEディスク・グループ属性で設定したタ

イマーのしきい値を超えると、これらのディスクはディスク・グループから完全に削除されます。ディスクがオフライン状態になった後に

オフラインのタイマーを変更するには、ALTER DISKGROUP OFFLINE文を使用します。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ASM インスタンスは、指定の互換性に応じて異なる方法で不完全なディスク・グループをマウントしま

す。 

Oracle ASMクラスタ環境では、Oracle ASMインスタンスがディスク・グループをマウントする最初のインスタンスでない場合、

MOUNT FORCE文の使用は失敗します。これは、ディスクが別のインスタンスからアクセスされたとしても、ローカルではアクセスでき

ないためです。  

すべてのディスクを使用できる場合、FORCEオプションを使用するとMOUNTコマンドは失敗します。このため、この機能は不必要か

つ不適切に使用しないようにします。  

次の例では、FORCEオプションを使用してdata1ディスク・グループのマウントを強制する方法を示します。  

SQL> ALTER DISKGROUP data1 MOUNT FORCE; 

 

関連項目: 

 DISK_REPAIR_TIMEディスク・グループ属性の設定の詳細は、「Oracle ASMの高速ミラー再同期」  

 ディスク・グループの互換性属性により使用可能になる機能の詳細は、「ディスク・グループの互換性属性設定により使

用可能になる機能」  

 ALTER DISKGROUP文およびFORCEオプションの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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ディスク・グループ・メタデータの内部整合性のチェック 

CHECKキーワードを指定してALTER DISKGROUP文を使用し、ディスク・グループ・メタデータの内部整合性をチェックできます。この

文を使用すると、ディスク・グループ内の特定のファイル、ディスク・グループ内の特定のディスクまたはすべてのディスク、あるいは

ディスク・グループ内の特定の障害グループをチェックできます。これらのチェックを実行するには、ディスク・グループをマウントする

必要があります。  

デフォルトでは、CHECK DISK GROUP句ですべてのメタデータ・ディレクトリを検証します。Oracle ASMにサマリー・エラーが表示さ

れ、エラーの詳細がアラート・ログに書き込まれます。CHECKキーワードによって、次の処理が実行されます。  

 ディスクの整合性を検証します。 

 整合性に関してファイルのエクステント・マップと割当て表をすべてクロス・チェックします。  

 エイリアス・メタデータ・ディレクトリとファイル・ディレクトリが正しくリンクされているかどうかをチェックします。 

 エイリアス・ディレクトリ・ツリーが正しくリンクされているかどうかを検証します。 

 Oracle ASMメタデータ・ディレクトリに、到達できない割当てブロックがないかどうかをチェックします。 

REPAIR | NOREPAIR句は、チェック中に検出されるエラーをOracle ASMが修復を試みる必要があるかどうかを指定します。デ

フォルトはNOREPAIRです。NOREPAIR句を使用して非一貫性に関するアラートを受信し、Oracle ASMがエラーを自動的に解

決しないようにします。次の例の文では、data1ディスク・グループ内のすべてのディスクについてメタデータの整合性をチェックしま

す。  

ALTER DISKGROUP data1 CHECK ALL; 

 

関連項目: 

CHECK句の構文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。  

ディスク・グループの削除 

DROP DISKGROUP文を使用すると、Oracle ASMディスク・グループおよび必要に応じてそのすべてのファイルを削除できます。  

ディスク・グループに含まれるファイルもすべて削除する必要がある場合は、INCLUDING CONTENTS句を指定できます。デフォルト

はEXCLUDING CONTENTSです。この場合、構文上の整合性が保たれ、内容のあるディスク・グループの削除を回避できます。  

DROP DISKGROUP文が成功するには、Oracle ASMインスタンスが起動しており、ディスク・グループ・ファイルが開かれていない

状態でディスク・グループがマウントされている必要があります。この文は、ディスク・グループが削除されるまでは戻されません。  

ディスク・グループを削除すると、ディスク・グループはOracle ASMによりディスマウントされ、サーバー・パラメータ・ファイルを使用

している場合はASM_DISKGROUPS初期化パラメータからディスク・グループ名が削除されます。テキスト初期化パラメータ・ファイル

を使用しており、ASM_DISKGROUPS初期化パラメータにこのディスク・グループが記載されている場合、次回Oracle ASMインス

タンスを停止して再起動する前に、このディスク・グループ名をASM_DISKGROUPS初期化パラメータから削除する必要があります。  

次の文では、data1を削除します。  

DROP DISKGROUP data1; 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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data1に含まれるファイルのいずれも開かれていないことが確認された後、ディスク・グループの各ディスクのヘッダーがOracle 

ASMによりリライトされ、Oracle ASMのフォーマット情報が削除されます。この文にはINCLUDING CONTENTSが指定されていな

いため、ディスク・グループにファイルが含まれていると、削除操作が失敗します。  

Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)がディスク・グループ内にあるボ

リュームにマウントされている場合は、そのファイル・システムをディスマウントする必要があります。ファイル・システムが登録されてい

る場合は、登録解除する必要があります。INCLUDING CONTENTS句を使用して、このディスク・グループを削除する必要がありま

す。ファイル・システム内のすべてのデータが破棄されます。ディスク・グループに関連付けられたボリュームおよびマウント・パスを表

示するには、V$ASM_VOLUMEビューに問い合せます。  

ディスク・グループをマウントできないのに削除する必要がある場合は、DROP DISKGROUP文のFORCEオプションを使用できます。こ

のコマンドを使用すると、次の例に示すように、Oracle ASMインスタンスによってマウントできないディスク・グループに属するディ

スクのヘッダーを削除できます。  

SQL> DROP DISKGROUP data1 FORCE; 

この操作を実行するディスク・グループは、クラスタ内でマウントされていない必要があります。FORCEオプションを使用する場合、

Oracle ASMインスタンスにより、ディスク・グループが同じストレージ・サブシステム内の別のOracle ASMインスタンスで使用さ

れているかどうかは検証されません。  

 

  
 

ノート: 

FORCE オプションを使用する際は十分に注意してください。  

ASMCAを使用して、ディスク・グループからディスクを削除することもできます。 

 

関連項目: 

 V$ASM_VOLUMEビューに対する問合せを示す例は、例12-9  

 Oracle ACFSファイル・システムの登録解除およびディスマウントの詳細は、「ボリュームおよびOracle ACFSファイル・

システムの登録解除、ディスマウント、無効化」  

 ASMCAの詳細は、「ASMCAによるディスク・グループの管理」  

ディスク・グループの名前変更 

renamedgツールを使用すると、クローン化されたディスク・グループの名前を変更できます。ディスク・グループ上でrenamedgを実

行する前に、クラスタ内のすべてのノードでディスク・グループをディスマウントする必要があります。  

renamedgでは、次の2ステップのプロセスを使用して、ディスク・グループの名前を変更します。  

1. フェーズ1 

このフェーズでは、フェーズ2で使用される構成ファイルを生成します。  
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2. フェーズ2 

このフェーズでは、構成ファイルを使用して、ディスク・グループの名前を変更します。 

構文は次のとおりです。 

renamedg {-help | help=true} 

renamedg 

     [phase={one|two |both}] dgname=diskgroup  

       newdgname=newdiskgroup [config=configfile] 

     [asm_diskstring=discoverystring, discoverystring ...]  

     [clean={true|false}] [check={true|false}] 

     [confirm={true|false}] [verbose={ true|false}] 

     [keep_voting_files={true|false}] 

 phase={one|two|both}  

実行されるフェーズを指定します。指定可能な値はone、twoまたはbothです。この引数はオプションです。デフォルトは

bothです。  

通常、両方のフェーズを実行します。第2フェーズ中に問題が発生した場合は、生成された構成ファイルを使用して

フェーズtwoを再実行します。  

 dgname=diskgroup 

名前を変更するディスク・グループの名前を指定します。 

 newdgname=newdiskgroup 

ディスク・グループの新しい名前を指定します。  

 config=configfile 

フェーズ1で生成される構成ファイルへのパスを指定するか、フェーズ2で使用される構成ファイルへのパスを指定します。 

この引数はオプションです。デフォルトの構成ファイルの名前はrenamedg_configで、コマンドが実行されるディレクトリに

あります。プラットフォームによっては、一重引用符が必要になります。  

 asm_diskstring=discoverystring, discoverystring ...  

Oracle ASM検出文字列を指定します。Oracle ASMディスクがプラットフォームのデフォルトの場所にない場合は、

asm_diskstring値を指定する必要があります。通常ワイルドカード文字を指定する場合に、プラットフォームによって

は一重引用符が必要になります。  

 clean={true|false}  

許容しなければ無視されるエラーを削除するかどうかを指定します。デフォルトはtrueです。  

 check={true|false}  

フェーズ2で使用されるブール値を指定します。trueの場合、ディスクに加えられる変更のリストが出力されます。書込

みは発行されません。オプション・パラメータで、デフォルトはfalseです。  

 confirm={true|false}  

フェーズ2で使用されるブール値を指定します。falseの場合、加えられる変更が出力され、実際に変更が加えられる

前に確認を求めます。オプションの値で、デフォルトはfalseです。checkがtrueに設定されている場合、このパラメータ

の値は不要です。  

 verbose={true|false}  
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verbose=trueの場合、verboseの実行を指定します。デフォルトは、falseです。  

 keep_voting_files={true|false}  

名前を変更したディスク・グループで投票ファイルを保持するかどうかを指定します。デフォルトはfalseで、名前を変更

したディスク・グループから投票ファイルを削除します。  

 

  
 

ノート: 

renamedg は リソースを更新せず、また renamedg は、データベース内のファイル参照も更新しません。この動作のた

め、フェーズ two の完了後に、ディスク・グループの元のリソースは自動的に削除されません。ディスク・グループの古い

リソースは、Oracle Clusterware Control(CRSCTL)の crsctl stat res -t コマンドを使用してステータスを

チェックした後、サーバー制御ユーティリティ(SRVCTL)の srvctl remove diskgroup コマンドを使用して手動で削

除できます。  

例4-12は、renamedgのいくつかの使用例を示しています。最初の例では、ディスクを検索するためにディスク文字列を使用し、

verboseオプションを有効にして、fra1ディスク・グループの名前をfra2に変更します。2番目の例では、renamedg操作のフェー

ズoneの実行中に構成ファイルのみを作成します。3番目の例では、renamedgのフェーズoneの実行で生成された構成ファイル

を使用して、renamedg操作のフェーズtwoを実行します。  

ディスク・グループの名前を変更後、新しいディスク・グループ名と一致するように、ディスク・グループ内のディスクの名前を変更で

きます。次に例を示します。 

SQL> ALTER DISKGROUP fra2 RENAME DISKS ALL; 

ディスクの名前変更については、ディスク・グループ内のディスクの名前変更を参照してください。 

例4-12 renamedgの使用方法 

$ renamedg dgname=fra1 newdgname=fra2 asm_diskstring='/devices/disk*' 

      verbose=true 

$ renamedg phase=one dgname=fra1 newdgname=fra2 

      asm_diskstring='/devices/disk*' config=/tmp/fra2.conf verbose=true 

$ renamedg phase=two dgname=fra1 newdgname=fra2 config=/tmp/fra2.conf 

      verbose=true
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Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理 

Oracle ASMでは、フレックス・ディスク・グループおよび拡張ディスク・グループを使用したデータベース指向のストレージ管理を

提供します。 

Oracle ASMフレックス・ディスク・グループとは、Oracle ASMファイル・グループをサポートするディスク・グループ・タイプです。

Oracle ASMファイル・グループは、データベースに属するファイルのグループを表し、ファイル・グループまたはデータベースのレベル

でストレージ管理の実行を可能にします。Oracle ASM拡張ディスク・グループには、拡張(ストレッチ)クラスタ環境で使用でき

るように固有の設計を備えた、フレックス・ディスク・グループのすべての機能があります。 

このセクションのトピックは次のとおりです: 

 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループについて 

 Oracle ASMファイル・グループについて 

 Oracle ASMファイル・グループのプロパティについて 

 Oracle ASMファイル・グループの割当て制限グループについて 

 Oracle ASM拡張ディスク・グループについて 

 Oracle ASMフレックス・ディスク・グループを使用したPoint-In-Timeデータベースのクローニングについて 

Oracle ASMフレックス・ディスク・グループについて 

Oracle ASMフレックス・ディスク・グループとは、Oracle ASMファイル・グループおよび割当て制限グループをサポートするディス

ク・グループ・タイプです。 

一般に、フレックス・ディスク・グループを使用すると、ユーザーはディスク・グループ・レベルに加えて、データベースの粒度でストレー

ジを管理できるようになります。 

フレックス・ディスク・グループの特性を次に示します。 

 フレックス・ディスク・グループ内のファイルの冗長性は柔軟性があり、データベース・レベルでのストレージ管理を可能にし

ます。  

 フレックス・ディスク・グループのファイル・グループは、データベース・ファイルを表すのに使用されます。  

各データベースには独自のファイル・グループがあり、ディスク・グループ・レベルに加えて、ファイル・グループ・レベルでスト

レージ管理を実行できます。たとえば、ファイル・グループによって異なる冗長性およびリバランスの設定を指定できます。

複数のファイル・グループが1つの割当て制限グループに関連付けられ、割当て管理がしやすくなります。 

 フレックス・ディスク・グループの冗長性設定はFLEX REDUNDANCYに設定され、フレックス・ディスク・グループの各ファイル・

グループには独自の冗長性プロパティ設定があります。  

 フレックス・ディスク・グループでは通常、HIGH冗長性のディスク・グループと同様に2つの障害が許容されます。  

ただし、ディスク・グループの障害グループが5つ未満の場合、許容される障害は1つのみです。この制限は、ディスク・グ

ループのクォーラム要件の結果です。 

 データベースによって許容される障害は、フレックス・ディスク・グループ内の関連するファイル・グループの冗長性設定に
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よって決まります。 

 フレックス・ディスク・グループには、少なくとも3つの障害グループが必要です。 

 FLEX REDUNDANCYを指定したディスク・グループに2つの標準障害グループと1つのクォーラム障害グループのみがある場

合、フレックス・ディスク・グループのデータベース・ファイルにHIGH REDUNDANCYが選択されている場合でも、データのコ

ピーは2つのみ保存されます。この動作は、標準障害グループが2つしかないことに起因します。ただし、追加の標準障

害グループが後で追加された場合、データの3番目のコピーが自動的に作成されます。標準障害グループを追加した

後、1つの障害グループが失われ、リバランスが正常に完了すると、2番目の障害グループがオフラインになった後もディ

スク・グループはマウントされたままにできます。  

 ALTER DISKGROUP SQL文のCONVERT REDUNDANCY TO FLEX句を使用すると、NORMALまたはHIGH冗長性グループに

対してフレックス・ディスク・グループへの移行(変換)を実行できます。EXTERNAL冗長性ディスク・グループはFLEX冗長

性ディスク・グループに移行できません。  

 

  
 

ノート: 

 フレックス・ディスク・グループに移行する場合、NORMAL 冗長性を持つディスク・グループには 3 つ

以上の障害グループ、および HIGH 冗長性を持つディスク・グループには 5 つ以上の障害グルー

プが必要となります。  

 制限付きマウントを使用せずに移行する前に、仮想割当てメタデータ(VAM)の移行ディスク・グ

ループ属性を有効にし、移行が完了している必要があります。  

 フレックス・ディスク・グループは、Point-in-Timeデータベース・クローンの作成を可能にします。  

Point-in-Timeクローン・データベースは、基礎となるストレージ・システムではなく、特定のデータベースの完全コピー

です。データファイルのみがコピーされます。その他のファイルは、クローンを作成するために必要に応じて作成または参照

されます。フレックス・ディスク・グループおよびPoint-in-Timeデータベース・クローンの詳細は、Oracle ASMフレック

ス・ディスク・グループによるPoint-In-Timeデータベースのクローニングについてを参照してください。  

 割当て単位(AU)のデフォルト・サイズは、4 Mです。 

 仮想割当てメタデータ(VAM)は、フレックス・ディスク・グループに対して使用可能であり、必須です。 

 フレックス・ディスク・グループでは、COMPATIBLE.ASMとCOMPATIBLE.RDBMSのディスク・グループ属性を12.2以上に設

定する必要があります。  

 フレックス・ディスク・グループにOracle ADVMボリュームを作成するには、COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性を

12.2以上に設定する必要があります。  

 

  
 

ノート: 

V$ASM_DISKGROUP ビューの REQUIRED_MIRROR_FREE_MB 列および USABLE_FILE_MB 列はフレックス・ディスク・

グループに対する値がないことをレポートします。  

次の例は、SQL文を使用して次を実行する方法を示しています。 

 フレックス・ディスク・グループの作成 
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 フレックス・ディスク・グループへの通常のディスク・グループの移行

例4-13 CREATE DISKGROUPを使用したフレックス・ディスク・グループの作成 

SQL> CREATE DISKGROUP flex_data FLEX REDUNDANCY DISK my_disk_discovery_path;

例4-14 ALTER DISKGROUPを使用したフレックス・ディスク・グループへの標準ディスク・グループの移行 

SQL> CREATE DISKGROUP normaltoflex NORMAL REDUNDANCY 

  DISK '/devices/diskm*' 

  ATTRIBUTE 'au_size'='4M', 

    'compatible.asm' = '19.0',  

    'compatible.rdbms' = '19.0', 

    'compatible.advm' = '19.0'; 

Diskgroup created. 

SQL> ALTER DISKGROUP normaltoflex CONVERT REDUNDANCY TO FLEX; 

Diskgroup altered. 

SQL> SELECT name, type FROM V$ASM_DISKGROUP WHERE name = 'NORMALTOFLEX'; 

NAME                           TYPE 

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

NORMALTOFLEX                   FLEX

Oracle ASMファイル・グループについて 

Oracle ASMファイル・グループとは、同じ一連のプロパティおよび特性を共有するファイルのグループです。 

ファイル・グループの主な利点は、同じディスク・グループを共有するデータベースそれぞれに異なる可用性を指定できることです。  

Oracle ASMファイル・グループのプロパティ・セットには、冗長性、リバランス再構築の優先順位、リバランス指数の制限、クライ

アントの互換性、ストライプ化、割当て制限グループおよびアクセス制御リストが含まれています。 

次に、ファイル・グループに関する重要なノートを示します。 

 ディスク・グループには、少なくとも1つのファイル・グループ(デフォルトのファイル・グループ)が含まれます。  

 ディスク・グループには、複数のファイル・グループを含めることができます。 

 ファイル・グループを含めるには、ディスク・グループにFLEXまたはEXTENDED冗長性が必要です。  

 ディスク・グループには、複数のデータベース(それぞれが別個のファイル・グループを保持)に属するファイルを格納できま

す。 

 データベースは、1つのディスク・グループに1つのファイル・グループのみ保持できます。 

 データベースは、複数のディスク・グループ(様々なディスク・グループにファイル・グループが複数存在)にまたがってもかま

いません。複数のディスク・グループ内の、1つのデータベースに属するファイル・グループはすべて、一貫性のためと簡単

に識別できるように同じ名前にします。 

 ファイル・グループは、1つのディスク・グループにのみ属することができます。  

 ファイル・グループは、1つのデータベース、PDB、CDB、ボリュームまたはクラスタのみを表すことができます。 

 フレックス・ディスク・グループ内のOracle ADVMボリュームのファイル・グループは、常に、関連付けられたボリュームの

名前を持ちます。1つのファイル・グループ内に存在できるボリュームは1つのみです。 

 ファイル・グループは、1つの割当て制限グループにのみ属することができます。 
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 自動的に作成されたファイル・グループは、汎用割当て制限グループに関連付けられます。 

 データベース、PDBまたはCDBの作成時、既存のファイル・グループに、データベース、PDBまたはCDBのIDまたは名

前と一致するクライアントIDまたは名前がある場合は、ファイルを表すのにそのファイル・グループが使用されます。それ

以外の場合は、新しいファイル・グループがデータベース、PDBまたはCDBに対して作成されます。 

 データベース作成操作の結果として自動的に作成されるファイル・グループは、システム作成として識別されます。シス

テム作成のこのファイル・グループは、データベースを削除したときに削除されます。ただし、ファイル・グループを手動で作

成する場合は、関連するデータベースを削除してもそのファイル・グループは自動的に削除されません。手動で作成した

ファイル・グループは、明示的に削除する必要があります。 

次の図に、マルチテナント環境でのOracle ASMファイル・グループおよび割当て制限グループの使用方法を示します。この図で、

PDB3はPDB2のクローンの可能性があります。異なるディスク・グループ内のファイル・グループおよび割当て制限グループには

同じ名前を付けることができます。 

図4-1 Oracle ASMファイル・グループ 

 

図で、ディスク・グループ1およびディスク・グループ2のPDB1というファイル・グループはプラガブル・データベースPDB1専用、ディス

ク・グループ1およびディスク・グループ2のPDB2というファイル・グループはプラガブル・データベースPDB2専用、ディスク・グループ

1およびディスク・グループ2のPDB3というファイル・グループはプラガブル・データベースPDB3専用です。  

ディスク・グループ1のファイル・グループPDB1は、ディスク・グループ1の割当て制限グループQGRP1に属します。ディスク・グルー

プ2のファイル・グループPDB1は、ディスク・グループ2の割当て制限グループQGRP1に属します。ディスク・グループ1のファイル・

グループPDB2およびPDB3は、ディスク・グループ1の割当て制限グループQGRP2に属します。ディスク・グループ2のファイル・グ

ループPDB2およびPDB3は、ディスク・グループ2の割当て制限グループQGRP2に属します。 

ファイル・グループはSQL文を使用して管理できます。たとえば、ALTER DISKGROUP SQL文のFILEGROUP句を使用してファイ

ル・グループを管理できます。例4-15に、SQL文を使用してプラガブル・データベースのファイル・グループを追加する方法を示し

ます。また、このSQL文では、新しく追加したファイル・グループを既存の割当て制限グループに関連付けています。例4-16に、
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ファイル・グループ内の特定のファイル・タイプのredundancyプロパティを変更する方法を示します。 

例4-15 データベースへのファイル・グループの追加 

ALTER DISKGROUP DiskGroup_1 ADD FILEGROUP FileGroup_PDB1 

    DATABASE PDB1 

    SET 'quota_group' = 'QuotaGroup_QGRP1'; 

ALTER DISKGROUP DiskGroup_1 ADD FILEGROUP FileGroup_PDB2 

    DATABASE PDB2 

    SET 'quota_group' = 'QuotaGroup_QGRP2';

例4-16 ファイル・グループの変更 

ALTER DISKGROUP DiskGroup_1 MODIFY FILEGROUP FileGroup_PDB1 

    SET 'datafile.redundancy' = 'HIGH';

ASMCMDには、ファイル・グループと割当て制限グループを管理およびトラッキングするための次のコマンドが用意されています。 

 chfgおよびchqg: ファイル・グループまたは割当て制限グループを変更する場合  

 lsfgおよびlsqg: ファイル・グループまたは割当て制限グループをリストする場合  

 mkfgおよびmkqg: ファイル・グループまたは割当て制限グループを作成する場合  

 rmfgおよびrmqg: ファイル・グループまたは割当て制限グループを削除する場合  

 mvfg: ファイル・グループを移動する場合  

関連付けられたファイルを含めてファイル・グループを削除(コンテンツを含めた削除)するには、ALTER DISKGROUP ... DROP 

FILEGROUP SQL文でCASCADEキーワードを使用するか、ASMCMDのrmfgコマンドで—rオプションを使用します。  

Oracle ASMファイル・グループを監視するには、V$ASM_FILEGROUP、V$ASM_FILEGROUP_PROPERTYおよび

V$ASM_FILEGROUP_FILEの各ビューを確認できます。また、ASMCMDのlsfgコマンドを使用して、Oracle ASMファイル・グ

ループに関する情報を表示することもできます。  

 

関連項目: 

 割当て制限グループの詳細は、「Oracle ASMファイル・グループの割当て制限グループについて」  

 Oracle ASMファイル・グループを管理するASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMDファイル・グループ管理コマンド」  

 V$ASM*動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

Oracle ASMファイル・グループのプロパティについて 

次に、ファイル・グループのプロパティをまとめます。  

 COMPATIBLE.CLIENT 

このファイル・グループ・プロパティの現行値は、ファイル・オープン操作で最後に認識されたクライアント互換性です。  

COMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性は、次の値以下に設定する必要があります。  

 各ファイル・グループのCOMPATIBLE.CLIENT(設定されている場合)  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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 (Oracle ASMに接続しているデータベースごとに)COMPATIBLEデータベース初期化パラメータ  

 ディスク・グループのCOMPATIBLE.ASM  

このプロパティを変更するには、Oracle ASM管理者である必要があります。 

 DBCLONE_STATUS 

このファイル・グループ・プロパティは、データベース分割操作のステータスを指定します。このプロパティは手動では設定

できません。  

このファイル・グループに関連付けられているデータベースの分割操作の実行中に、ファイル・グループ・プロパティには次

のいずれかの値が含まれます。 

 PREPARING 

データベースの分割準備プロセスが開始されましたが、データベースではまだ分割の準備ができていません。 

 PREPARED 

準備プロセスが完了し、データベースの分割準備ができました。 

 SPLITTING 

データベース・ファイルの分割プロセスが開始されました。 

 SPLIT COMPLETED 

データベースは分割されました。 

 DROPPING 

準備されたデータベース・クローンを削除するプロセスが開始されました。 

 FAILED 

クローン操作が失敗しました。リバランス操作により、未完了のクローンは削除されます。 

 OWNER 

このファイル・グループ・プロパティは、OWNER設定を指定します。OWNERプロパティを設定するには、

ACCESS_CONTROL.ENABLEDディスク・グループ属性をTRUEに設定してOracle ASMファイル・アクセス制御を有効にす

る必要があります。所有者として指定するユーザーは、ディスク・グループのメンバーである必要があります。  

Oracle ASM管理者、OWNER、ファイル・グループに関連付けられたUSER_GROUPのOWNERおよびファイル・グループに関

連付けられたUSER_GROUPのメンバーのみが、A database administrator can modify this property (このプ

ロパティはデータベース管理者が変更できます)というラベルが付いているファイル・グループの属性を変更できます。これ

は、ACCESS_CONTROL.ENABLEDがtrueの場合のみ、当てはまります。  

V$ASM_FILEGROUPビューのUSER_NUMBER列とUSER_INCARNATION列とともに所有者を表示できます。USER_NUMBER

およびUSER_INCARNATIONの値をV$ASM_USERビューのUSER_NUMBER列およびINCARNATION列と結合して、ユーザー

名を表示できます。  

デフォルト値はNULLです。  

このプロパティを変更するには、Oracle ASM管理者である必要があります。 

 PARENT_FILEGROUP_NUMBER 

このファイル・グループ・プロパティは、親ファイル・グループ番号を指定します。このプロパティは手動では設定できません。 

データベースの分割準備が行われると、シャドウ・ファイル用の子ファイル・グループが作成されます。子ファイル・グループ
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には、PARENT_FILEGROUP_NUMBERプロパティが自動的に設定されます。  

 POWER_LIMIT 

このファイル・グループ・プロパティは、このファイル・グループのディスクのリバランスのためのパラレル再配置数を決定するリ

バランス指数を指定します。有効な設定は、1から1024です。ファイル・グループのリバランス時、指数制限値は次のよう

に適用されます。  

 指数オプションがALTER DISKGROUP REBALANCE SQL文またはASMCMD rebalコマンドに明示的に指定さ

れている場合、SQLリバランス文またはASMCMDリバランス・コマンドに指定されている指数値が全ファイル・

グループのリバランスに使用されます。  

 指数オプションがSQLリバランス文またはASMCMDリバランス・コマンドに指定されていない場合、ファイル・グ

ループのPOWER_LIMITプロパティ値(設定されている場合)がファイル・グループのリバランスに適用されます。  

 指数オプションがSQLリバランス文またはASMCMDリバランス・コマンドに指定されておらず、POWER_LIMITプ

ロパティがファイル・グループに設定されていない場合、指数値はファイル・グループ・リバランスの

ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの値にデフォルトで設定されます。  

このプロパティを変更するには、データベース管理者である必要があります。 

 PRIORITY 

このファイル・グループ・プロパティはリバランスの優先順位を指定し、特定のタイプのファイルが他のファイルよりも先にリバ

ランスされるようにします。最初に優先順位が最も高いファイル・グループのリバランスが完了すると、優先順位が次に高

いファイル・グループというように、優先順位が最も低いファイル・グループまで処理されます。  

リバランス優先順位設定は、HIGHEST、HIGH、MEDIUM、LOWまたはLOWESTに設定できます。デフォルト値は、MEDIUMで

す。  

このプロパティを変更するには、データベース管理者である必要があります。 

 QUOTA_GROUP 

このファイル・グループ・プロパティは、このファイル・グループが属する割当て制限グループの名前を指定します。有効な

設定は、既存の割当て制限グループ名です。デフォルト値は、GENERICです。ディスク・グループ内のファイル・グループ

はいずれも割当て制限グループのメンバーである必要があります。  

このプロパティを変更するには、Oracle ASM管理者である必要があります。 

 REDUNDANCY 

このファイル・タイプ・プロパティは、ファイル・グループの冗長性を指定します。各ファイル・タイプのデフォルトの冗長性設

定は、システム・テンプレートから導出されます。有効な設定は次のとおりです。  

 HIGH 

HIGH冗長性では、すべてのファイルに対して3方向ミラー化が提供されます。  

 MIRROR 

MIRROR冗長性では、すべてのファイルに対して双方向ミラー化が提供されます。  

 PARITY 

Oracle ASMに関連するデータ保護のオーバーヘッドを軽減するために、フレックス・ディスク・グループにパリ

ティ保護が提供されます。パリティ冗長性は、パリティ保護の実行の影響を軽減するため、継続的な更新を

必要としないデータに限定されます。PARITY設定は、アーカイブ・ログやバックアップ・セットなどの書込み1回

ファイルを対象としており、データファイルおよび読取り/書込みファイルではサポートされません。PARITYでは、フ
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レックス・ディスク・グループの少なくとも3つの標準障害グループ(クォーラム障害グループではない)が必要です。

パリティ・ファイルの作成時に3つまたは4つの障害グループがある場合、各パリティ・エクステント・セットには2つ

のデータ・エクステントがあります。このシナリオでは、双方向ミラー・ファイルに対する100%の冗長性のオー

バーヘッドではなく、50%の冗長性のオーバーヘッドが発生します。パリティ・ファイルの作成時に5つ以上の障

害グループがある場合、各パリティ・エクステント・セットには4つのデータ・エクステントがあります。このシナリオで

は、25%の冗長性のオーバーヘッドが発生します。  

 DOUBLE 

DOUBLEでは、ダブル・パリティが指定され、二重障害が許容されます。  

 UNPROTECTED 

UNPROTECTEDでは、Oracle ASMによるミラー化は提供されません。  

ファイルがUNPROTECTED、MIRRORまたはHIGH冗長性として作成された場合は、その冗長性をUNPROTECTED、MIRROR

またはHIGHに変更できます。冗長性を変更すると、V$ASM_FILEのREMIRROR列がYとなり、そのファイルではリバランスを

開始する新しいミラー化を実行して新しい冗長性を有効にする必要があることを示します。リバランスが完了すると、

REMIRROR列の値はNとなります。  

PARITYまたはDOUBLE冗長性を使用してファイルが作成された場合は、そのファイルの冗長性は変更できません。  

ファイル・グループの冗長性プロパティがHIGH、MIRRORまたはUNPROTECTED設定からPARITYまたはDOUBLE設定に変更

されても、ファイル・グループ内の既存のファイルの冗長性は変更されません。この動作は、PARITYまたはDOUBLEから

HIGH、MIRRORまたはUNPROTECTED設定への変更にも適用されます。ただし、今後作成されるファイルでは、新しい冗

長性設定が採用されます。  

ファイル・グループの冗長性を変更しても、ALTER DISKGROUP MODIFY FILEGROUP SQLコマンドが発行されたときに同

時に作成されるファイルの冗長性は変更されないことがあります。冗長性の変更を完了するには、これらのファイルが作

成された後に、ALTER DISKGROUP MODIFY FILEGROUP SQLコマンドを再び発行します。  

ファイル・グループの冗長性を高くした場合、V$ASM_FILEのREDUNDANCY列の値はリバランスの完了後に高くなります。

ただし、ファイル・グループの冗長性を低くした場合、V$ASM_FILEのREDUNDANCY列の値はリバランスの実行直前に低く

なります。  

ファイル・タイプを指定しないで冗長性を変更すると、すべてのファイル・タイプに影響を与えます。 

このプロパティを変更するには、データベース管理者である必要があります。 

 STRIPING 

このファイル・タイプ・プロパティは、各ファイル・タイプのSTRIPING設定を指定します。通常、各ファイル・タイプのデフォル

ト値で十分であり、変更しません。  

FINEストライプをデフォルトで保持する制御ファイルを除き、ほとんどのファイルがCOARSEストライプを保持します。有効な

設定は、COARSEおよびFINEです。デフォルト値はCOARSEであるか、またはファイル・タイプ・テンプレートから導出されま

す。  

STRIPINGは、新規作成されるファイルにのみ作用し、ファイルの作成後に変更できません。  

このプロパティを設定するには、データベース管理者である必要があります。 

 USER_GROUP 

このファイル・グループ・プロパティは、USER_GROUP設定を指定します。USER_GROUPプロパティを設定するには、

ACCESS_CONTROL.ENABLEDディスク・グループ属性をTRUEに設定してOracle ASMファイル・アクセス制御を有効にす
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る必要があります。指定するユーザー・グループは既存のユーザー・グループである必要があります。  

Oracle ASM管理者、OWNER、ファイル・グループに関連付けられたUSER_GROUPのOWNERおよびファイル・グループに関

連付けられたUSER_GROUPのメンバーのみが、A database administrator can modify this property (このプ

ロパティはデータベース管理者が変更できます)というラベルが付いているファイル・グループの属性を変更できます。これ

は、ACCESS_CONTROL.ENABLEDがtrueの場合のみ、当てはまります。  

V$ASM_FILEGROUPビューのUSERGROUP_NUMBER列とUSERGROUP_INCARNATION列を使用してユーザー・グループ情報

を表示できます。USERGROUP_NUMBERおよびUSERGROUP_INCARNATIONの値をV$ASM_USERGROUPビューの

USERGROUP_NUMBER列およびINCARNATION列と結合して、ユーザー・グループ名を表示できます。  

ファイル・グループに作成されるファイルはUSER_GROUPプロパティ設定を継承します。  

クローンはUSER_GROUPプロパティ設定を継承します。  

デフォルト値はNULLです。  

このプロパティを変更するには、Oracle ASM管理者である必要があります。

例4-17 ファイル・タイプに対するファイル・グループ・プロパティの設定 

次のSQL文は、datafileおよびarchivelogの各ファイル・タイプにREDUNDANCYファイル・グループ・プロパティを設定します。  

ALTER DISKGROUP DiskGroup_2 MODIFY FILEGROUP FileGroup_PDB1 

  SET 'datafile.redundancy' = 'HIGH'; 

ALTER DISKGROUP DiskGroup_2 MODIFY FILEGROUP FileGroup_PDB1 

  SET 'archivelog.redundancy' = 'MIRROR';

例4-18 ADVMボリュームのファイル・グループ冗長性プロパティの設定 

次のSQL文は、Oracle ADVMボリュームのREDUNDANCYファイル・グループ・プロパティを設定します。Oracle ADVMボリュー

ムで冗長性を変更できるようにするには、COMPATIBLE.ASMとCOMPATIBLE.ADVMを18.1以上に設定する必要があります。

Oracle ADVMボリュームでは、個々のファイル・タイプの冗長性設定は変更できません。  

SQL> ALTER DISKGROUP data MODIFY FILEGROUP volume1 SET 'redundancy'='high'; 

 

関連項目: 

 Oracle ASMファイル・タイプのリストは、「Oracle ASMでサポートされるファイルのタイプ」  

 Oracle ASMファイル・アクセス制御の詳細は、「ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制御の管理」  

 動的パフォーマンス・ビューのV$ASM_FILEGROUP_PROPERTYおよびV$ASM_FILEGROUPに表示されるファ

イル・グループのプロパティの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照  

Oracle ASMファイル・グループの割当て制限グループについて 

割当て制限グループは、Oracle ASMファイル・グループのグループに割り当てられる割当て制限を定義します。ファイル・グルー

プは、1つの割当て制限グループにのみ属します。ファイル・グループの詳細は、「Oracle ASMファイル・グループについて」を参

照してください。  

割当て制限は、様々なデータベースで使用される領域の総量を表すことがあります。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN-GUID-DA2152BF-2582-4E96-A2B6-5EB262113EEE
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN-GUID-FCC3152C-7416-4322-A0F8-BB6A3AB2987E
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次に、ファイル・グループの割当て制限グループに関する重要なノートを示します。 

 ファイル・グループは、1つの割当て制限グループにのみ属することができます。 

 割当て制限グループは、複数のディスク・グループにまたがることはできません。 

 割当て制限グループは、同じディスク・グループ内のファイル・グループ(1つまたは複数)で使用される領域の総量を表し

ます。  

PDBのファイル・グループとそのPDBのクローンのファイル・グループは、ファイル・グループが共通の割当て制限グループを

共有するシナリオに当てはまることがあります。 

ファイル・グループのクローンは、親の割当て制限グループをデフォルトで継承します。ただし、クローンは別の割当て制限

グループに属することができます。 

 割当て制限は、ファイルの作成時およびサイズの変更時に強制適用されます。 

 割当て制限は、物理領域です。 

そのため、割当て制限を10 Mに設定すると、双方向ミラー化された6 Mファイルは割当て制限を超えます。 

 各割当て制限グループは、制限値と現在の使用済領域の値の2つを保持します。 

制限値は、現在の使用済領域を下回る値に設定できます。このアクションにより、この割当て制限グループに関連付

けられているファイル・グループによって表されるファイルに追加の領域が割り当てられるのを防ぎます。 

 ファイル・グループは、ファイル・グループに対して十分な領域がターゲット割当て制限グループにあるかどうかに関係なく、

割当て制限グループ間で移動できます。  

この機能を使用すると、Oracle ASM管理者は、特定のファイル・グループによって表されるファイルに追加の領域が割

り当てられるのを抑制できます。 

割当て制限グループはSQLコマンドおよびASMCMDコマンドを使用して管理できます。次の例に、SQL文を使用して割当て

制限グループをディスク・グループに追加する方法と、現在の割当て制限から新しい割当て制限グループにファイル・グループを

移動する方法を示します。

例4-19 ディスク・グループへの割当て制限グループの追加 

ALTER DISKGROUP DiskGroup_2 ADD QUOTAGROUP QuotaGroup_QGRP3 

     SET 'quota'= 10m;

例4-20 新しい割当て制限グループへのファイル・グループの移動 

ALTER DISKGROUP DiskGroup_2 MODIFY FILEGROUP FileGroup_PDB1 

   SET 'quota_group' = 'QuotaGroup_QGRP3';

Oracle ASM拡張ディスク・グループについて 

Oracle ASM拡張ディスク・グループには、物理的に別々の複数のサイトにまたがるノードが含まれている、拡張(ストレッチ)クラ

スタ環境で使用できるように固有の設計を備えたフレックス・ディスク・グループのすべての機能があります。 

拡張ディスク・グループの特徴は、次のとおりです。 

 拡張ディスク・グループの冗長性設定はEXTENDED REDUNDANCYに設定されており、拡張ディスク・グループの各ファイ

ル・グループには独自の冗長性プロパティ設定があります。  
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 拡張ディスク・グループ内のファイルおよびファイル・グループの冗長性は、ディスク・グループごとではなく、サイトごとに指

定されます。 

これは、REDUNDANCY設定で決定されるコピー数にデータ・サイト数を乗じるということです。REDUNDANCYがMIRRORに設

定されている場合、2つのコピーを指定すると、2つのデータ・サイトのコピー数は合計4つになります。  

 拡張ディスク・グループでは、サイト全体の損失に加えて別のサイトの障害グループが最大2つまで許容されます。  

これは、拡張ディスク・グループが障害グループ・レベルに加えてサイト・レベルでも障害を許容できるということです。 

 すべてのデータ・サイトは、ディスク・グループの作成時に、同じ数の障害グループを持つ必要があります。 

 割当て制限グループは、サイトごとではなく、ディスク・グループごとに指定されます。 

 割当て制限グループの制限は、すべてのサイトのすべてのコピーに必要な物理的な領域です。 

たとえば、冗長性設定がMIRRORに設定された6Mのファイルは、2つのデータ・サイトでは、24Mの割当て制限を使用し

ます。  

 拡張ディスク・グループを作成するには、2つのデータ・サイトと1つのクォーラム・サイトの合計3つのサイトが必要になりま

す。各データ・サイトには3つの障害グループがあり、クォーラム・サイトには1つの障害グループがある必要があります。 

 データベース・ファイルの場合、冗長性設定は、拡張ディスク・グループのファイル・グループの冗長性設定によって決まり

ます。  

 COMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性とCOMPATIBLE.RDBMSディスク・グループ属性を12.2以上に設定する必要が

あります。  

 最小の割当て単位(AU)のサイズは4Mです。  

 別のディスク・グループから拡張ディスク・グループへの変換はサポートされていません。 

 障害グループのSITE指定は、Oracle Exadataが構成されている場合に、セルから推測できます。それ以外の場合、

サイト指定は、ディスク・グループの作成時にSQL文を使用して指定できます。  

 

  
 

ノート: 

V$ASM_DISKGROUP ビューの REQUIRED_MIRROR_FREE_MB 列および USABLE_FILE_MB 列は、拡張ディスク・グ

ループの値を報告しません。  

次の例は、SQL文を使用して拡張ディスク・グループを作成する方法を示します。

例4-21 拡張ディスク・グループでのCREATE DISKGROUPの使用 

SQL> CREATE DISKGROUP extended_site_data EXTENDED REDUNDANCY  

        SITE NY FAILGROUP fg1 DISK '/devices/disks/disk01'  

                FAILGROUP fg2 DISK '/devices/disks/disk02'  

                FAILGROUP fg3 DISK '/devices/disks/disk03'  

        SITE NJ FAILGROUP fg4 DISK '/devices/disks/disk04'  

                FAILGROUP fg5 DISK '/devices/disks/disk05'  

                FAILGROUP fg6 DISK '/devices/disks/disk06'  

        SITE QM QUORUM  

                FAILGROUP fg7 DISK '/devices/disks/disk07';
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Oracle ASMフレックス・ディスク・グループを使用したPoint-In-Timeデータ

ベースのクローニングについて 

Point-in-Timeデータベース・クローンを作成する前に、次の要件を確認してください。 

 

  
 

ノート: 

 Point-in-Time データベース・クローンは、Oracle ASM フレックス・ディスク・グループと拡張ディスク・グ

ループでのみサポートされます。 

 Point-in-Time データベース・クローンは、Oracle Database 18c、バージョン 18.1 以上でのみサ

ポートされます。 

 Point-in-Time データベース・クローンでは、ディスク・グループ互換性属性 COMPATIBLE.ASM および

COMPATIBLE.RDBMS を 18.0 以上に設定する必要があります。  

 ソース・データベース(親)は、プラガブル・データベースである必要があります。作成されるデータベース・ク

ローン(子)は、同じコンテナ・データベース内のプラガブル・データベースです。 

Oracle ASMは、プラガブル・データベースのミラー・コピーであるPoint-in-Timeデータベース・クローンを作成するためのサポー

トを提供します。クローニングされるデータベースのデータ・ファイルはすべて、単一のディスク・グループ内に存在する必要がありま

す。クローニング操作は、同一コピーの迅速な構成のために使用できます。データベース・クローンでデータベース・データ・ファイル

の冗長性設定を指定できるほか、クローニングされているソース・データベースのデータファイルの冗長性にデフォルト設定すること

もできます。  

クローニング・プロセス中に作成されるデータファイルのコピーは、最初はソースと同一です。ただし、クローニング・プロセスが完了

すると、ソースに対する更新は、クローニングされた子に反映されません。V$ASM_DBCLONE_INFOビューは、ソース・データベース、

クローン・データベース、およびそれらのファイル・グループ間の関係を示します。V$ASM_DBCLONE_INFOは、Oracle ASMインスタ

ンスで実行する必要があります。  

このトピックで示す例では、ソース・データベースはDATAフレックス・ディスク・グループに存在します。  

データベースのクローニングのステップは次のとおりです。 

1. ミラー化コピーの準備 

このステップの間に、Oracle ASMは追加のデータ・コピー用の領域を割り当てます。このプロセスでは、クローニングされ

たファイルを作成し、ソース・ファイルとリンクします。ただし、現時点ではデータはコピーされません。コピーは、再ミラーリン

グ時に実施されます。再ミラーリングは、このステップの一部として開始される、リバランスの準備フェーズ中に行われます。

存在できるミラー・コピーはどの時点でも常に1つのみです。指定されたデータベースまたはプラガブル・データベースの

データファイルはすべて、単一のディスク・グループにある必要があります。別のミラー・コピーを作成する前に、このミラー・

コピーを使用してデータベース・クローンを作成する必要があります。  

ファイル・グループが作成され、すべてのクローン・ファイルがこのファイル・グループの一部になります。ファイル・グループ内

のデータベース・データ・ファイルの冗長性は、指定した値に設定されるか、またはソース・ファイル・グループの冗長性設
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定にデフォルト設定されます。クローンに関連付けられた割当て制限グループは、ソース・データベースの割当て制限グ

ループと同じです。  

クローンに関連付けられたOracle ASMファイル・アクセス制御プロパティは、ソース・データベースに関連付けられている

ものと同じです。たとえば、データベース・クローンのファイル・アクセス制御ユーザー・グループのプロパティは、ソース・デー

タベースのものと同じです。 

このステップの最後で、次のステップを開始する前に、「準備されたミラー・コピーの削除」で説明されているように、準備

されたミラー・コピーを削除できます。  

2. ミラー化コピーの分割およびデータベース・クローンの作成 

このステップを開始する前に、準備とコピーのステップを完了する必要があります。Oracle ASMインスタンスで

V$ASM_DBCLONE_INFOビューを表示して、実行中の準備操作のステータスを問い合せることができます。

V$ASM_DBCLONE_INFOビューのDBCLONE_STATUS列は、ファイル・グループの分割準備ができるとPREPAREDを示します。  

CREATE PLUGGABLE DATABASEによって開始されたプロセスは、ソース・データベース・ファイルとクローン・データベース・

ファイルの間の関係を解除します。 

ミラー化コピーの準備 

次の例は、ミラー化されたコピーを準備し、DATAディスク・グループにファイル・グループを作成します。ALTER PLUGGABLE 

DATABASE PREPARE SQLコマンドを発行する前に、クローニングのために準備されているソース・プラガブル・データベース(この例

ではpdb1)に接続する必要があります。  

SQL>  SHOW CON_NAME 

CON_NAME 

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

CDB$ROOT 

SQL>  ALTER SESSION SET CONTAINER = pdb1; 

Session altered. 

SQL> SHOW CON_NAME 

CON_NAME 

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

PDB1 

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE PREPARE MIRROR COPY pdb1_mirror; 

Pluggable database altered. 

Oracle ASMインスタンスでV$ASM_DBCLONE_INFOビューを問い合せて、プロセスのステータスを確認できます。  

SQL> SELECT * FROM V$ASM_DBCLONE_INFO; 

GROUP_NUMBER DBCLONE_NAME MIRRORCOPY_NAME DBCLONE_STATUS PARENT_DBNAME PARENT_FILEGROUP_NAME CON_ID 

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

           1 DB_UNKNOWN   PDB1_MIRROR     PREPARED       ORCL_PDB1     ORCL_PDB1                  0

ミラー化コピーの分割およびデータベース・クローンの作成 

次の例では、ミラー・コピーpdb1_mirrorを使用してnewpdb1データベース・クローンを作成します。newpdb1は、pdb1プラガブル・

データベースのクローンで、CDBに接続されています。CREATE PLUGGABLE DATABASE SQLコマンドは、CDBのルート・コンテナ

で実行する必要があります。  

SQL>  SHOW CON_NAME 

CON_NAME 

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

CDB$ROOT 
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SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE newpdb1 FROM pdb1 USING MIRROR COPY pdb1_mirror; 

Pluggable database created. 

SQL>  ALTER SESSION SET CONTAINER = newpdb1; 

session altered. 

SQL> SHOW CON_NAME 

CON_NAME 

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

NEWPDB1 

追加情報については、Oracle ASMインスタンスのV$ASM_DBCLONE_INFO、V$ASM_FILEGROUP、および

V$ASM_FILEGROUP_PROPERTYの各ビューで問い合せることができます。  

SQL> SELECT * FROM V$ASM_DBCLONE_INFO; 

GROUP_NUMBER DBCLONE_NAME  MIRRORCOPY_NAME DBCLONE_STATUS  PARENT_DBNAME PARENT_FILEGROUP_NAME CON_ID 

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

           1 ORCL_NEWPDB1  PDB1_MIRROR     SPLIT COMPLETED ORCL_PDB1     ORCL_PDB1                  0 

SQL> SELECT NAME, GROUP_NUMBER, FILEGROUP_NUMBER FROM V$ASM_FILEGROUP; 

NAME                                 GROUP_NUMBER FILEGROUP_NUMBER 

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

DEFAULT_FILEGROUP                               1                0 

ORCL_CDB$ROOT                                   1                1 

ORCL_PDB$SEED                                   1                2 

ORCL_PDB1                                       1                3 

PDB1_MIRROR                                     1                4 

SQL> SELECT NAME, VALUE FROM V$ASM_FILEGROUP_PROPERTY WHERE FILEGROUP_NUMBER = 4; 

NAME                                 VALUE 

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

PRIORITY                             MEDIUM 

PARENT_FILEGROUP_NUMBER              3 

DBCLONE_STATUS                       SPLIT COMPLETED 

COMPATIBLE.CLIENT                    18.0.0.0.0 

REDUNDANCY                           MIRROR 

STRIPING                             FINE 

...

準備されたミラー・コピーの削除 

ミラー化されたコピーの準備後、ミラー化されたコピーを分割してデータベース・クローンを作成する前に、準備されたミラー・コピー

を削除できます。  

削除アクションは、ALTER PLUGGABLE DATABASE PREPARE SQLコマンドによって実行されたすべての変更を破棄します。

PREPARE SQL操作と同様に、削除アクションは、該当するディスク・グループでのリバランスもトリガーします。

V$ASM_DBCLONE_INFOビューを使用して、進行中の削除操作のステータスを問い合せることができます。

V$ASM_DBCLONE_INFOビューのDBCLONE_STATUS列は、ファイル・グループが削除中で、すべての変更が破棄された後にエントリ

が削除されるとDROPPINGを示します。  

次の例は、ソース・プラガブル・データベース(この例ではpdb1)に接続しているときに、準備されたミラー・コピーを削除する方法を

示しています。  

SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER = pdb1; 

Session altered. 

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE DROP MIRROR COPY pdb1_mirror; 

Pluggable database altered.
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試行が失敗した後のクリーン・アップ 

Point-in-Timeクローン・プロセスが失敗した場合、V$ASM_DBCLONE_INFOビューのDBCLONE_STATUS列はFAILEDを示します。

Point-in-Timeクローンの作成試行が失敗する場合は、ディスク・グループでリバランスを実行してファイル・グループをクリーン・

アップすることにより問題を解決できます。たとえば、Oracle ASMインスタンスに接続した後、次を実行できます。  

SQL> ALTER DISKGROUP data REBALANCE WAIT;

 

関連項目: 

 マルチテナント・データベースの詳細は、Oracle Multitenant管理者ガイドを参照してください。  

 CREATE PLUGGABLE DATABASE SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。  

 V$ASM_DBCLONE_INFOビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=MULTI-GUID-267F7D12-D33F-4AC9-AA45-E9CD671B6F22
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF55686
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN-GUID-434D0A47-A61C-4882-8FAC-9539F272E609
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5 Oracle ASMファイル、ディレクトリおよびテンプレートの管

理  

Oracle ASMの管理には、ファイル、ディレクトリおよびテンプレートの管理が含まれています。 

この章では、Oracle Automatic Storage Management(Oracle ASM)のストレージ・オプションを使用する場合のファイ

ル管理方法について説明します。  

この章のトピックは、次のとおりです:  

 Oracle ASMでサポートされるファイルのタイプ 

 Oracle ASMファイル名について 

 データベースにおけるOracle ASMファイルの作成と参照 

 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の管理 

 ディスク・グループ・ディレクトリの管理 

 XML DB仮想フォルダによるOracle ASMファイルへのアクセス 

 Oracle ASM用のDBMS_FILE転送ユーティリティの使用 

 ディスク・グループ・テンプレートの管理 

Oracle ASMでサポートされるファイルのタイプ 

Oracle ASMでは、データベースに必要なほとんどのファイル・タイプがサポートされます。  

表5-1に、Oracle ASMで直接サポートされるファイル・タイプと、ファイル作成用の属性を提供するシステム・デフォルト・テンプ

レートを示します。表に示したファイル・タイプの一部は特定の製品または機能に関連しており、このマニュアルでは説明していま

せん。 

表5-1 Oracle ASMによってサポートされるファイル・タイプ 

ファイル・タイプ デフォルトのテンプレート 

アーカイブ・ログ・ファイル ARCHIVELOG 

Oracle ASM 永続初期化パラメータ・ファイル(SPFILE) ASMPARAMETERFILE 

Oracle ASM 永続初期化パラメータ・ファイル(SPFILE)バックアップ ASMPARAMETERFILEBACKUP 

監査スピル・ファイル AUDIT_SPILLFILES 

自動生成制御ファイル・バックアップ AUTOBACKUP 
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ファイル・タイプ デフォルトのテンプレート 

自動ログイン・ソフトウェア・キーストア AUTOLOGIN_KEY_STORE 

アーカイブ・ログ・バックアップ・ピース BACKUPSET 

データファイル・バックアップ・ピース BACKUPSET 

データファイル増分ピース BACKUPSET 

変更トラッキング・ファイル CHANGETRACKING 

制御ファイル CONTROLFILE 

データファイル・コピー DATAFILE 

データファイル DATAFILE 

Data Guard 構成ファイル DATAGUARDCONFIG 

データ・ポンプ・ダンプセット DUMPSET 

フラッシュバック・ログ FLASHBACK 

フラッシュ・ファイル FLASHFILE 

クロスプラットフォーム・トランスポータブル・データファイル増分バックアップ INCR XTRANSPORT BACKUPSET 

ソフトウェア・キーストア KEY_STORE 

Oracle Cluster Registry ファイル OCRFILE 

REDO ログ・ファイル ONLINELOG 

永続初期化パラメータ・ファイル(SPFILE) PARAMETERFILE 

一時ファイル TEMPFILE 

投票ファイル VOTINGFILE 
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ファイル・タイプ デフォルトのテンプレート 

クロスプラットフォーム・トランスポータブル・データファイル XTRANSPORT 

クロスプラットフォーム・トランスポータブル・データファイル・バックアップ XTRANSPORT BACKUPSET 

Oracle ASM Dynamic Volume Manager ボリューム 該当なし 

Oracle ASMでは、ディスク・グループに対する一部の管理ファイル・タイプを直接サポートできません。これらのファイルには、ト

レース・ファイル、監査ファイル、アラート・ログ、エクスポート・ファイル、tarファイルおよびコア・ファイルがあります。 

 

  
 

ノート: 

Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)および Oracle ASM 

Dynamic Volume Manager (Oracle ADVM)により、Oracle ASM でのサポートは、データベースおよびアプ

リケーションの実行可能ファイル、データベース・データファイル、データベース・トレース・ファイル、データベース・アラー

ト・ログ、アプリケーション・レポート、BFILE および構成ファイルが含まれるように拡張されます。他にも、ビデオ、オー

ディオ、テキスト、イメージ、設計図、その他の汎用アプリケーションのファイル・データがサポートされます。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSでサポートされるファイルの詳細は、「Oracle ACFSおよびOracle ADVMの概要」  

 システム・デフォルト・テンプレートについては、「ディスク・グループ・テンプレートの管理」  

 ASMCMD lstmplコマンドの出力の例は、「lstmpl」  

Oracle ASMファイル名について 

Oracle ASMで作成されたすべてのファイルには、完全修飾ファイル名(またはシステム生成のファイル名)と呼ばれる、Oracle 

Managed Filesによって生成されたファイル名が付けられます。完全修飾ファイル名は、Oracle ASMファイル・システムにおけ

る完全なパス名を表します。次に、完全修飾ファイル名の例を示します。 

+data/orcl/controlfile/Current.256.541956473 

ユーザーは、完全修飾ファイル名を使用してOracle ASMファイルを参照(読取りまたは取得)できます。また、他の短縮ファイル

名形式(エイリアスOracle ASMファイル名など)を使用してOracle ASMファイルを参照することもできます。 

Oracle ASMでは、ファイル作成のリクエスト時に完全修飾ファイル名が生成されます。作成リクエストでは完全修飾ファイル名

は指定されません(指定できません)。かわりに、より簡単な構文を使用してファイルが指定されます(エイリアスやディスク・グルー

プ名など)。Oracle ASMは、そのファイルを作成し、ファイル・タイプに従って正しいOracle ASMパスに配置してから、適切な

完全修飾ファイル名を割り当てます。作成リクエストでエイリアスを指定した場合は、Oracle ASMにより完全修飾ファイル名を

参照するようにエイリアスも作成されます。 
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Oracle ASMファイル作成リクエストは、単一ファイル作成リクエストまたは複数ファイル作成リクエストのいずれかです。 

 

  
 

ノート: 

 生成された名前は、Oracle ファイル名を表示するデータベース・ビュー(V$DATAFILE や V$LOGFILE など)

で見つけることができます。SQL 文で Oracle ASM ファイルを参照する必要がある場合は、この名前を使

用するか、この名前の短縮形を使用できます。他の Oracle Database ファイル名と同様に、Oracle 

ASM ファイル名は制御ファイルおよび RMAN カタログに保存されます。  

 REUSE キーワードを指定した場合は、完全修飾ファイル名と数値ファイル名を単一ファイル作成で使用でき

ます(「SQL 文での Oracle ASM ファイル名の使用」を参照)。  

 ファイル名では、スラッシュ(/)とバックスラッシュ(\)は置換え可能です。ファイル名の大文字と小文字は区別

されませんが、保持されます。 

表5-2では、各ファイル名形式に有効な使用方法を示します。その形式がファイル作成に使用される場合、この表では、作成

されるファイルがOracle Managed Files(OMF)かどうかを示します。 

表5-2 Oracle ASMファイル名形式の有効な使用方法 

ファイル名の形式 ファイル参照 

単一ファイル作

成 

複数ファイル作

成 

OMFとして作成

される 

完全修飾ファイル名 はい いいえ  いいえ いいえ 

エイリアス・ファイル名 はい はい いいえ いいえ 

テンプレート付きエイリアス・ファイル名 いいえ はい いいえ いいえ 

不完全なファイル名 いいえ はい はい はい 

テンプレート付きの不完全なファイル名 いいえ はい はい はい 

この項では、次の項目について説明します。 

 単一ファイル作成形式 

 複数ファイル作成形式 

 完全修飾ファイル名形式 

 エイリアスOracle ASMファイル名形式 

 Oracle ASMでの表領域の作成: エイリアス名でのデータファイルの使用 

 テンプレート付きのエイリアスOracle ASMファイル名形式 

 不完全なOracle ASMファイル名形式 
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 テンプレート付きの不完全なOracle ASMファイル名形式 

単一ファイル作成形式 

単一ファイル作成形式は、単一ファイル(データファイルや制御ファイルなど)の作成に使用されます。このタイプのOracle ASM

ファイル名の形式は、+data/orcl/ctl.fなどのエイリアスか、プラス記号が先頭に付いたディスク・グループ名(+data)などの不

完全なファイル名のいずれかです。CREATE TABLESPACEやCREATE CONTROLFILEなどのSQL文でファイル名がコールされる場合

は、このエイリアスまたはディスク・グループ名を使用します。  

複数ファイル作成形式 

複数ファイル作成形式は、初期化パラメータDB_CREATE_FILE_DESTに値を割り当てる場合など、Oracle ASMファイルの作

成のために複数回使用されます。また、CREATE TABLESPACE文を(ファイル名を指定せずに)複数回実行することもできます。

そのたびに、Oracle ASMでは異なる一意のデータファイル名が作成されます。  

複数ファイル作成形式を使用するときは、プラス記号が先頭に付いたディスク・グループ名(+data)などの不完全なファイル名形

式を使用できます。この場合は、DB_CREATE_FILE_DESTを不完全なファイル名(たとえば、+data)に設定すると、

DB_CREATE_FILE_DESTにデータベース・ファイルを作成する必要があるコマンドが実行されるたびに、指定されたディスク・グルー

プにファイルが作成され、一意の完全修飾名が割り当てられます。他の*_DEST初期化パラメータでは、不完全なファイル名を使

用できます。  

完全修飾ファイル名形式 

完全修飾形式は、Oracle ASM操作(ディスク・グループの作成を除く)で既存のOracle ASMファイルを参照する場合に使

用できます。この形式は、Oracle ASMファイルの作成時にOracle ASMで自動的に生成されるOracle ASMファイル名です。 

非マルチテナント環境では、完全修飾ファイル名の形式は次のとおりです。 

+diskgroup/dbname/filetype/filetypetag.file.incarnation 

マルチテナント・データベースでは、完全修飾ファイル名の形式は次のとおりです。 

+diskgroup/cdb/pdb_guid/filetype/filetypetag.file.incarnation 

完全修飾ファイル名のフィールドは次のとおりです。 

 +diskgroupは、プラス記号が先頭に付いたディスク・グループ名です。  

プラス記号(+)は、UNIXまたはLinuxコンピュータにおけるスラッシュ(/)と同様に、Oracle ASMファイル・システムの

ルート・ディレクトリとみなすことができます。  

 dbnameは、ファイルが属するデータベースのDB_UNIQUE_NAMEです。  

 filetypeはOracleファイル・タイプであり、表5-3に示したファイル・タイプのいずれかにすることができます。  

 filetypetagはファイルに関するタイプ固有の情報であり、表5-3に示したタグのいずれかにすることができます。  

 file.incarnationはファイル/インカネーションのペアであり、一意性の保証に使用されます。  

 cdbはCDBの名前です。  
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 pdb_guidはPDBのGUID値です。  

完全修飾されたOracle ASMファイル名の例を次に示します。 

SQL> SELECT NAME FROM V$DATAFILE;  

NAME 

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

+DATA/ORCL/DATAFILE/system.257.967544915 

+DATA/ORCL/DATAFILE/sysaux.258.967544961 

+DATA/ORCL/DATAFILE/undotbs1.259.967544985 

+DATA/ORCL/64A52F53A7693286E053CDA9E80AED76/DATAFILE/system.267.967545119 

+DATA/ORCL/64A52F53A7693286E053CDA9E80AED76/DATAFILE/sysaux.266.967545119 

+DATA/ORCL/DATAFILE/users.260.967544987 

...

表5-3 Oracleファイル・タイプとOracle ASMファイル・タイプ・タグ 

Oracle ASMファイル・タ

イプ 説明 

Oracle ASMファイル・タイ

プ・タグ 備考 

CONTROLFILE 制御ファイルとバックアップ

制御ファイル 

現行 

バックアップ 

アーカイブ 

バックアップ 

DATAFILE データファイルとデータファ

イル・コピー 

tblspname ファイルが追加される表領域の名前 

ONLINELOG オンライン・ログ group_loggroup# 
 

ARCHIVELOG アーカイブ・ログ thread_thread#_seq_sequ

ence# 

 

TEMPFILE 一時ファイル tsname ファイルが追加される表領域の名前 

BACKUPSET データファイルとアーカイ

ブ・ログのバックアップ・

ピース(データファイルの増

分バックアップ・ピース) 

spfile?_timestamp spfile?では、2 つの値のいずれかを

使用できます。s は、バックアップ・セッ

トに spfile が含まれていることを示し

ます。n は、バックアップ・セットに

spfile が含まれていないことを示しま

す。  

timestamp は、バックアップの開始時

刻です。  

PARAMETERFILE 永続パラメータ・ファイル spfile SPFILE の名前 

DATAGUARDCONFIG Data Guard 構成ファ db-unique-name Data Guard では、



193 

Oracle ASMファイル・タ

イプ 説明 

Oracle ASMファイル・タイ

プ・タグ 備考 

イル DB_UNIQUE_NAME 初期化パラメータ

の値が使用されます。  

FLASHBACK フラッシュバック・ログ log_flashbacklog# 
 

CHANGETRACKING ブロック・チェンジ・トラッキ

ング・データ 

ctf 増分バックアップ中に使用されます。 

DUMPSET データ・ポンプ・ダンプセッ

ト 

user_obj#_file# ダンプ・セット・ファイルは、ユーザー名、

ダンプ・セットが作成されたジョブ番号

およびファイル番号をタグの一部として

エンコードします。 

XTRANSPORT データファイル変換 tblspname Oracle ASM メタデータが追加され

る表領域の名前 

AUTOBACKUP 自動バックアップ・ファイル spfile?_timestamp spfile?では、2 つの値のいずれかを

使用できます。s は、バックアップ・セッ

トに spfile が含まれていることを示し

ます。n は、バックアップ・セットに

spfile が含まれていないことを示しま

す。  

timestamp は、バックアップの開始時

刻です。  

ASMPARAMETERFILE Oracle ASM 永続パラ

メータ・ファイル 

spfile Oracle ASM SPFILE の名前 

OCRFILE Oracle Clusterware 

Registry ファイル 

ocrfile OCR ファイルの名前 

エイリアスOracle ASMファイル名形式 

エイリアスOracle ASMファイル名は、既存のOracle ASMファイルの参照と新しいOracle ASMファイルの作成の両方に使用

できます。エイリアス名は、プラス記号が先頭に付いたディスク・グループ名で始まり、その後に名前文字列を指定します。エイリ

アス・ファイル名は、階層ディレクトリ構造を使用して実装され、名前の構成要素はスラッシュ(/)または円記号(\)で区切られま

す。エイリアスは、Oracle Managed Filesで生成された(システム生成の)またはユーザー作成のOracle ASMディレクトリで

作成できます。エイリアスにはディスク・グループ名を含める必要があります。ルート・レベル(+)ではエイリアスを作成できません。  
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エイリアス・ファイル名を使用してOracle ASMファイルを作成すると、そのファイルは完全修飾ファイル名で作成され、さらにエイリ

アス・ファイル名も作成されます。これにより、どちらの名前でもファイルにアクセスできるようになります。 

エイリアスOracle ASMファイル名はドット区切りの数値ペアで終わっていないため、完全修飾ファイル名や数値ファイル名とは区

別されます。USERS.259.685366091形式など、ドット区切りの数値ペアで終わるエイリアスを作成しようとすると、エラーが発生

します。次に、Oracle ASMエイリアス・ファイル名の例を示します。  

+data/orcl/control_file1 

+fra/recover/second.dbf 

Oracle Databaseは、エイリアスを使用してデータベース・ファイルを作成した場合にのみ、エイリアス・ファイル名でデータベー

ス・ファイルを参照します。エイリアスを使用せずにデータベース・ファイルを作成し、後でエイリアスを追加した場合は、データベー

スは完全修飾ファイル名でファイルを参照します。次に、データベースによるエイリアス・ファイル名の使用方法の例を示します。 

 エイリアス・ファイル名はV$ビューに表示されます。たとえば、表領域を作成し、データファイルのエイリアス・ファイル名を

使用した場合は、V$DATAFILEビューにエイリアス・ファイル名が表示されます。  

 制御ファイルがデータファイルとオンラインREDOログ・ファイルを指定する場合、その制御ファイルではエイリアス・ファイル

名を使用できます。 

 CONTROL_FILES初期化パラメータでは、制御ファイルのエイリアス・ファイル名を使用できます。Database 

Configuration Assistant (DBCA)は、エイリアス・ファイル名を使用して制御ファイルを作成します。  

 

  
 

ノート: 

エイリアス・ファイル名を使用して作成されたファイルは、Oracle Managed Files とはみなされず、不要になった

場合は手動による削除が必要になることがあります。 

エイリアス・ファイル名の詳細は、Oracle ASMファイル名のエイリアス名の管理を参照してください。  

Oracle ASMでの表領域の作成: エイリアス名でのデータファイルの使用 

例5-1では、エイリアス名を持つデータファイルと、ユーザー定義テンプレートmy_undo_templateで設定される属性を使用して

UNDO表領域が作成されます。この例は、エイリアス名を含めるディレクトリがdataディスク・グループに作成されていること、およ

びユーザー定義テンプレートが存在することを前提としています。  

データファイルの作成時にはエイリアスが使用されるため、そのファイルはOracle Managed Files (OMF)ファイルではなく、表

領域を削除しても自動的に削除されません。表領域の削除後に手動でファイルを削除するには、次のSQL文を使用します。 

ALTER DISKGROUP data DROP FILE '+data/orcl/my_undo_ts';

例5-1 エイリアス名を使用した表領域の作成 

CREATE UNDO TABLESPACE myundo  

     DATAFILE '+data(my_undo_template)/orcl/my_undo_ts' SIZE 200M; 
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テンプレート付きのエイリアスOracle ASMファイル名形式 

テンプレート付きのエイリアスOracle ASMファイル名は、Oracle ASMファイル作成操作にのみ使用されます。この形式は次の

とおりです。 

+diskgroup(templatename)/alias  

テンプレート付きのエイリアス・ファイル名は、エイリアス・ファイル名と同じように機能します。ただし、テンプレート付きのエイリアス・

ファイル名で作成されたファイルは、名前付きのテンプレートによって指定された属性を受け取ります。テンプレートは、ファイルが

作成されるディスク・グループに属している必要があります。  

次に、テンプレート付きエイリアスOracle ASMファイル名の例を示します。 

+data(mytemplate)/config1 

この例のようにテンプレート名を明示的に指定すると、作成されるファイルのタイプに対するシステム・デフォルト・テンプレートは無

効になります。 

 

  
 

ノート: 

テンプレート付きエイリアス・ファイル名を使用して作成されたファイルは、Oracle Managed Files とはみなされ

ず、不要になった場合は手動による削除が必要になることがあります。 

 

関連項目: 

 エイリアス名を使用したオブジェクトの作成の詳細は、例5-1  

 Oracle ASMテンプレートの作成およびメンテナンスの詳細は、「ディスク・グループのテンプレートの管理」  

不完全なOracle ASMファイル名形式 

不完全なOracle ASMファイル名は、ファイル作成操作にのみ使用され、単一ファイル作成と複数ファイル作成の両方に使用

されます。このファイル名は、ディスク・グループ名のみで構成されます。Oracle ASMでは、システム・デフォルト・テンプレートを使

用してOracle ASMファイルのミラー化およびストライプ化属性が決定されます。使用されるシステム・テンプレートは、作成され

るファイル・タイプによって決まります。たとえば、表領域のデータファイルを作成する場合は、DATAFILEテンプレートが使用されま

す。  

不完全なOracle ASMファイル名の使用例としては、たとえばDB_CREATE_FILE_DEST初期化パラメータを次のように設定しま

す。  

+data 

この設定を使用すると、表領域を作成するたびにデータファイルがdataディスク・グループに作成され、各データファイルには異な

る完全修飾名が割り当てられます。詳細は、ディスク・グループ指定にデフォルトのファイルの場所を使用したOracle ASMファイ

ルの作成を参照してください。  
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テンプレート付きの不完全なOracle ASMファイル名形式 

テンプレート付きの不完全なOracle ASMファイル名は、ファイル作成操作にのみ使用され、単一ファイル作成と複数ファイル

作成の両方に使用されます。このファイル名は、ディスク・グループ名とそれに続くカッコで囲まれたテンプレート名で構成されます。

ファイル名で明示的にテンプレートを指定すると、Oracle ASMはそのファイル・タイプのデフォルト・テンプレートではなく指定され

たテンプレートを使用して、ファイルの属性を決定します。  

テンプレート付きの不完全なOracle ASMファイル名の使用例としては、たとえばDB_CREATE_FILE_DEST初期化パラメータを

次のように設定します。  

+data(mytemplate) 

データベースにおけるOracle ASMファイルの作成と参照 

エイリアスを使用して作成していないかぎり、Oracle ASMファイルはOracle Managed Fileです。Oracle Managed File

は、不要になると自動的に削除されます。  

この項では、次の項目について説明します。 

 ディスク・グループ指定にデフォルトのファイルの場所を使用したOracle ASMファイルの作成 

 SQL文でのOracle ASMファイル名の使用 

 ALTER DATABASEを使用したディスク・グループ間のデータファイルの移動 

 Oracle ASMファイルのOracle Databaseファイル・マッピング 

ディスク・グループ指定にデフォルトのファイルの場所を使用したOracle ASMファイルの作

成 

オペレーティング・システム・ファイルに対してOracle Managed Files機能を使用すると、データファイル、一時ファイル、REDO

ログ・ファイルおよび制御ファイルのデフォルトの作成場所としてディレクトリを指定できます。Oracle ASMに対してOracle 

Managed Files機能を使用すると、これらのファイルおよび他のタイプのファイル(アーカイブ・ログ・ファイルなど)のデフォルトの作

成場所として、不完全なOracle ASMファイル名の形式でディスク・グループを指定できます。オペレーティング・システム・ファイ

ルの場合と同様に、デフォルト・ディスク・グループの名前は初期化パラメータに格納され、ファイル作成時にファイル指定(たとえ

ば、DATAFILE句)が明示的に行われていない場合は必ず使用されます。  

次の初期化パラメータでは、複数ファイル作成コンテキスト形式のOracle ASMファイル名を宛先として使用できます。 

 DB_CREATE_FILE_DEST 

データファイルおよび一時ファイルを作成するデフォルト・ディスク・グループの場所を指定します。 

 DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n 

REDOログおよび制御ファイルを作成するデフォルト・ディスク・グループの場所を指定します。 

 DB_RECOVERY_FILE_DEST 

このパラメータが指定され、DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_nおよびCONTROL_FILESが指定されていない場合は、制

御ファイルおよびREDOログ・ファイルのコピーが含まれる、高速リカバリ領域用のデフォルト・ディスク・グループを指定しま
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す。  

 CONTROL_FILES 

制御ファイルを作成するディスク・グループを指定します。 

次の初期化パラメータでは、複数ファイル作成コンテキスト形式のOracle ASMファイル名およびOracle ASMディレクトリ名を

宛先として使用できます。 

 LOG_ARCHIVE_DEST_n 

REDOログ・ファイルのアーカイブ先としてデフォルト・ディスク・グループまたはOracle ASMディレクトリを指定します。 

 LOG_ARCHIVE_DEST 

REDOログ・ファイルのアーカイブ先としてデフォルト・ディスク・グループまたはOracle ASMディレクトリを指定するための

オプションのパラメータ。1つの宛先のみを指定する場合に使用します。 

 STANDBY_ARCHIVE_DEST 

スタンバイ・データベースにのみ関連します。プライマリ・データベースから受け取るアーカイブ・ログの場所となるデフォル

ト・ディスク・グループまたはOracle ASMディレクトリを指定します。このマニュアルでは説明していません。このパラメータ

は現在非推奨になっています。『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。  

次のCREATE TABLESPACE SQL文では、Oracle ASMファイル(この場合はデータファイル)がどのようにデフォルト・ディスク・グ

ループに作成されるのかを示します。この例では、DB_CREATE_FILE_DEST初期化パラメータが+dataに設定されていることを前

提としています。  

SQL> CREATE TABLESPACE mytblspace; 

Oracle ASMにより、dataディスク・グループ内のOracle ASMディスクではmytblspaceのデータファイルが自動的に作成され

て管理されます。ファイル・エクステントは、データファイルのデフォルト・テンプレートで定義された属性を使用して格納されます。  

 

関連項目: 

 初期化パラメータについては、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。  

 初期化パラメータ・ファイルについては、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。  

SQL文でのOracle ASMファイル名の使用 

Oracle ASMファイル名は、SQL文のファイル指定句で指定できます。初めてファイルを作成する場合は、Oracle ASMファイ

ル名の作成形式を使用します。Oracle ASMファイルが存在する場合は、参照形式のファイル名を使用する必要があり、ファイ

ルを再作成する場合は、領域が新しいファイルに再利用されるように、REUSEキーワードを追加する必要があります。たとえば、

Oracle ASMでの制御ファイルの作成に示されているように、制御ファイルを再作成する場合は、このような使用方法が可能で

す。  

参照形式をREUSEキーワードとともに使用し、ファイルが存在しない場合は、エラーが発生します。  

例5-2に、SQL文でOracle ASMファイル名を指定する例を示します。この場合、ファイル作成形式で使用されます。  

表領域mytblspaceが作成されます。この表領域は、ディスク・グループdataに含まれている、サイズが200MBの1つのデータ

ファイルで構成されます。データファイルは自動拡張可能に設定され、最大サイズの制限もありません。AUTOEXTEND句を使用す

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SBYDB00400
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN001
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN002
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ると、このデフォルトを無効にすることができます。  

SQL文でのOracle ASMファイル名の他の使用例は、「SQL*Plusを使用したOracle ASMでのデータベース・ファイルの作

成」を参照してください。 

例5-2 SQL文でのOracle ASMファイル名の使用 

CREATE TABLESPACE mytblspace DATAFILE '+data' SIZE 200M AUTOEXTEND ON;

ALTER DATABASEを使用したディスク・グループ間のデータファイルの移動 

ALTER DATABASE MOVE DATAFILE SQL文を使用して、データベースがオープンしていてユーザーがデータファイルにアクセスして

いる場合に、ディスク・グループ間でデータファイルを移動できます。  

例5-3に、DATAディスク・グループからDATA2ディスク・グループにデータファイルを移動する方法を示します。 

例5-3 ALTER DATABASE MOVE DATAFILEを使用したオンラインでのデータファイルの移動 

/* Create a new disk group DATA2 using ASMCA, ASMCMD, or SQL */ 

/* Then create appropriate directories in the DATA2 disk group */ 

ALTER DISKGROUP data2 ADD DIRECTORY '+DATA2/ORCL'; 

ALTER DISKGROUP data2 ADD DIRECTORY '+DATA2/ORCL/DATAFILE'; 

/* Move the EXAMPLE data file in DATA to EXAMPLE_STORAGE in DATA2 

ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '+DATA/ORCL/DATAFILE/EXAMPLE.266.798707687'  

      TO '+DATA2/ORCL/DATAFILE/EXAMPLE_STORAGE'; 

SELECT SUBSTR(name,1,64) FROM V$DATAFILE; 

  

SUBSTR(NAME,1,64) 

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

+DATA/ORCL/DATAFILE/system.258.798707555 

+DATA2/ORCL/DATAFILE/example_storage 

+DATA/ORCL/DATAFILE/sysaux.257.798707491 

+DATA/ORCL/DATAFILE/undotbs1.260.798707621 

+DATA/ORCL/DATAFILE/users.259.798707621

 

関連項目: 

 ALTER DATABASE MOVE DATAFILE SQL文を使用してデータファイルを移動する方法の詳細は、『Oracle 

Database管理者ガイド』  

 ALTER DATABASE SQL文の使用の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 RMANを使用してディスク・グループ間でデータファイルを移動する方法の詳細は、「RMANを使用したOracle ASM

ディスク・グループ間でのデータファイルの移動」  

Oracle ASMファイルのOracle Databaseファイル・マッピング 

I/Oパフォーマンスについて理解するには、ファイルが格納されている記憶域の階層の詳細を知る必要があります。  

Oracle Databaseには、ファイル、論理ボリュームの中間レイヤーおよび実際の物理デバイスのマッピング全体を表示する動的

パフォーマンス・ビューが用意されています。これらの動的ビューを使用すると、ファイル・ブロックがあるディスクを正確に特定できま

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11430
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11430
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF00802
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す。 

Oracle Databaseは、FMONと呼ばれるバックグラウンド・プロセスと通信し、マッピング情報を管理します。Oracleには

PL/SQL DBMS_STORAGE_MAPパッケージが用意されており、これによりマッピング・ビューを移入するマッピング操作を起動します。  

Oracle Databaseファイル・マッピングは、Oracle ASMファイルのマッピング時にサード・パーティ・ライブラリを必要としません。

また、Oracle Databaseは、すべてのオペレーティング・システム・プラットフォームでOracle ASMファイルをサポートします。 

この項のすべての例は、Oracle Databaseインスタンス上で実行されます。 

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle ASMファイルを使用したファイル・マッピングの有効化 

 Oracle ASMファイルを使用したファイル・マッピング・ビューの使用 

 Oracle ASMファイルを使用したDBMS_STORAGE_MAPパッケージの使用 

 

関連項目: 

 Oracle ACFSファイルとのファイル・マッピングの詳細は、「Oracle ACFSによるOracle Databaseファイル・マッピン

グ・ビューのサポート」  

 Oracle Databaseファイル・マッピングの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

Oracle ASMファイルを使用したファイル・マッピングの有効化 

ファイル・マッピングを有効化するには、FILE_MAPPING初期化パラメータをTRUEに設定します。このパラメータを設定するために

データベース・インスタンスを停止する必要はありません。パラメータは、次のALTER SYSTEM文を使用して設定できます。  

SQL> ALTER SYSTEM SET FILE_MAPPING=TRUE; 

適切なDBMS_STORAGE_MAPマッピング・プロシージャを実行します。  

 コールド・スタートの使用例では、Oracle Databaseが起動したのみで、まだマッピング操作は起動されていません。

DBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALLプロシージャを実行して、データベースに関連するI/Oサブシステム全体のマッピング情

報を作成できます。  

たとえば、次のコマンドでは、マッピング情報が作成され、10000のエクステントが提供されます。  

SQL> EXECUTE DBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALL(10000); 

 ウォーム・スタートの使用例では、マッピング情報はすでに作成されており、DBMS_STORAGE_MAP.MAP_SAVEプロシージャ

を起動してマッピング情報をデータ・ディクショナリに保存するかどうかをオプションで選択できます。  

このプロシージャは、デフォルトでDBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALL()内で起動します。これにより、SGA内のすべてのマッ

ピング情報がディスクに強制的にフラッシュされます。DBMS_STORAGE_MAP.MAP_SAVEプロシージャは、デフォルトで

DBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALL()内で起動します。  

データベースの再起動後に、DBMS_STORAGE_MAP.RESTORE()を使用してマッピング情報をSGAにリストアします。必要な場合

は、DBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALL()をコールしてマッピング情報をリフレッシュできます。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11442
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Oracle ASMファイルを使用したファイル・マッピング・ビューの使用 

DBMS_STORAGE_MAPパッケージにより生成されたマッピング情報は、動的パフォーマンス・ビューで取得されます。これらのビューに

は、V$MAP_COMP_LIST、V$MAP_ELEMENT、V$MAP_EXT_ELEMENT、V$MAP_FILE、V$MAP_FILE_EXTENT、

V$MAP_FILE_IO_STACK、V$MAP_LIBRARYおよびV$MAP_SUBELEMENTが含まれます。  

たとえば、V$MAP_FILEを使用してファイル・マッピングを表示できます。  

SQL> SELECT FILE_MAP_IDX, SUBSTR(FILE_NAME,1,45), FILE_TYPE, FILE_STRUCTURE FROM V$MAP_FILE; 

FILE_MAP_IDX SUBSTR(FILE_NAME,1,45)                        FILE_TYPE   FILE_STRU 

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

           0 +DATA/ORCL/DATAFILE/system.258.841314095      DATAFILE    ASMFILE 

           1 +DATA/ORCL/DATAFILE/sysaux.257.841314021      DATAFILE    ASMFILE 

           2 +DATA/ORCL/DATAFILE/undotbs1.260.841314161    DATAFILE    ASMFILE 

           3 +DATA/ORCL/DATAFILE/example.266.841314219     DATAFILE    ASMFILE 

           4 +DATA/ORCL/DATAFILE/users.259.841314161       DATAFILE    ASMFILE 

           5 +DATA/ORCL/ONLINELOG/group_3.264.841314209    LOGFILE     ASMFILE 

           6 +FRA/ORCL/ONLINELOG/group_3.259.841314211     LOGFILE     ASMFILE 

           7 +DATA/ORCL/ONLINELOG/group_2.263.841314207    LOGFILE     ASMFILE 

           8 +FRA/ORCL/ONLINELOG/group_2.258.841314207     LOGFILE     ASMFILE 

           9 +DATA/ORCL/ONLINELOG/group_1.262.841314203    LOGFILE     ASMFILE 

          10 +FRA/ORCL/ONLINELOG/group_1.257.841314203     LOGFILE     ASMFILE 

          11 +DATA/ORCL/TEMPFILE/temp.265.841314217        TEMPFILE    ASMFILE 

          12 +DATA/ORCL/CONTROLFILE/current.261.841314199  CONTROLFILE ASMFILE 

          13 +FRA/ORCL/CONTROLFILE/current.256.841314201   CONTROLFILE ASMFILE 

 

関連項目: 

動的ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください  

Oracle ASMファイルを使用したDBMS_STORAGE_MAPパッケージの使用 

DBMS_STORAGE_MAP PL/SQLパッケージでプロシージャを使用して、マッピング操作を制御できます。たとえば、

DBMS_STORAGE_MAP.MAP_OBJECTプロシージャを使用して、オブジェクト名、所有者およびタイプで指定されたデータベース・オブ

ジェクトのマッピング情報を作成できます。DBMS_STORAGE_MAP.MAP_OBJECTプロシージャを実行した後、問合せを作成して

MAP_OBJECTビューに含まれるマッピング情報を表示できます。  

SQL> EXECUTE DBMS_STORAGE_MAP.MAP_OBJECT('EMPLOYEES','HR','TABLE'); 

SQL> SELECT io.OBJECT_NAME o_name, io.OBJECT_OWNER o_owner, io.OBJECT_TYPE o_type, 

       mf.FILE_NAME, me.ELEM_NAME, io.DEPTH, 

      (SUM(io.CU_SIZE * (io.NUM_CU - DECODE(io.PARITY_PERIOD, 0, 0,  

                         TRUNC(io.NUM_CU / io.PARITY_PERIOD)))) / 2) o_size 

   FROM MAP_OBJECT io, V$MAP_ELEMENT me, V$MAP_FILE mf 

   WHERE io.OBJECT_NAME =  'EMPLOYEES' 

   AND   io.OBJECT_OWNER = 'HR' 

   AND   io.OBJECT_TYPE =  'TABLE' 

   AND   me.ELEM_IDX = io.ELEM_IDX 

   AND   mf.FILE_MAP_IDX = io.FILE_MAP_IDX 

   GROUP BY io.ELEM_IDX, io.FILE_MAP_IDX, me.ELEM_NAME, mf.FILE_NAME, io.DEPTH, 

         io.OBJECT_NAME, io.OBJECT_OWNER, io.OBJECT_TYPE 

   ORDER BY io.DEPTH; 

  

O_NAME    O_OWNER O_TYPE FILE_NAME                                 ELEM_NAME        DEPTH O_SIZE 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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--------- ------- ------ ----------------------------------------- ---------------- ----- ------ 

EMPLOYEES HR      TABLE  +DATA/ORCL/DATAFILE/example.266.841314219 +/devices/diskd2     0     64 

EMPLOYEES HR      TABLE  +DATA/ORCL/DATAFILE/example.266.841314219 +/devices/diske2     0     64 

 

関連項目: 

DBMS_STORAGE_MAPパッケージの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレンス』を

参照してください。  

Oracle ASMファイル名のエイリアス名の管理 

エイリアス名(またはエイリアス)は、システム生成のファイル名を使用するのではなく、Oracle ASMファイルをより簡単に参照する

ための手段です。 

データベース内でファイルを作成するときにファイルのエイリアスを作成したり、ALTER DISKGROUP文のADD ALIAS句を使用して既

存のファイルにエイリアスを追加したりできます。エイリアスは、システム生成またはユーザー作成のOracle ASMディレクトリで作

成できます。エイリアスにはディスク・グループ名を含める必要があります。ルート・レベル(+)ではエイリアスを作成できません。  

この項では、次の項について説明します。 

 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の追加 

 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の変更 

 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の削除 

 ディスク・グループからのファイルおよび関連エイリアスの削除 

 

関連項目: 

 ALTER DISKGROUP文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 ASMCMDを使用したエイリアスの作成の詳細は、「mkalias」  

Oracle ASMファイル名のエイリアス名の追加 

ALTER DISKGROUP文のADD ALIAS句を使用して、Oracle ASMファイル名のエイリアス名を作成します。エイリアス名は、

完全ディレクトリ・パスとエイリアス自体で構成されている必要があります。  

例5-4では、システム生成のファイル名に新しいエイリアス名を追加します。 

例5-4 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の追加 

ALTER DISKGROUP data ADD ALIAS '+data/orcl/second.dbf' 

     FOR '+data/orcl/datafile/mytable.342.123456789';

Oracle ASMファイル名のエイリアス名の変更 

ALTER DISKGROUP文の RENAME ALIAS句を使用して、Oracle ASMファイル名のエイリアス名を変更します。新旧のエイ

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ARPLS137
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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リアス名は、エイリアス名の完全ディレクトリ・パスで構成されている必要があります。  

例5-5では、エイリアス名を変更します。  

エイリアス名を変更しても、エイリアスに対するデータベース参照は更新されません。

例5-5 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の変更 

ALTER DISKGROUP data RENAME ALIAS '+data/orcl/datafile.dbf' 

     TO '+data/payroll/compensation.dbf';

Oracle ASMファイル名のエイリアス名の削除 

ALTER DISKGROUP文のDROP ALIAS句を使用して、Oracle ASMファイル名のエイリアスを削除します。エイリアス名は、

完全ディレクトリ・パスとエイリアス自体で構成されている必要があります。エイリアスが参照する基礎となるファイルは変更されま

せん。  

例5-6では、エイリアスを削除します。  

例5-7は、システム生成のファイル名を削除しようとしており、この構文は許可されないため、失敗します。 

例5-6 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の削除 

ALTER DISKGROUP data DROP ALIAS '+data/payroll/compensation.dbf';

例5-7 Oracle ASMファイル名のエイリアス名の削除 

ALTER DISKGROUP data  

     DROP ALIAS '+data/orcl/datafile/mytable.342.123456789';

ディスク・グループからのファイルおよび関連エイリアスの削除 

ALTER DISKGROUP文のDROP FILE句を使用して、ディスク・グループからOracle ASMファイルおよび関連するエイリアスを

削除できます。削除するファイルを指定する場合は、完全修飾ファイル名またはエイリアス名を使用する必要があります。エイリ

アスを削除しても、ファイル・システム上で基礎となるファイルは削除されません。  

ファイルを削除する必要がある理由には、次のようなものがあります。 

 エイリアスを使用して作成されるファイルはOracle Managed Fileではありません。そのため、このファイルは自動的に

削除されません。 

 データベースの特定の時間におけるリカバリにより、表領域が作成される前の時間にデータベースがリストアされる可能

性があります。リストアによって表領域は削除されませんが、リストアされたデータベースでこの表領域(またはそのデータ

ファイル)は参照されていません。このデータファイルは手動で削除できます。 

例5-8では、ファイルとエイリアスの両方をディスク・グループから削除する際に、ファイルのエイリアス名を使用します。  

例5-9では、ファイルおよび関連エイリアスを削除する際に、Oracle Managed Files(システム生成)のファイル名を使用しま

す。 

例5-8 エイリアス名を使用したファイルとエイリアスのディスク・グループからの削除 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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ALTER DISKGROUP data DROP FILE '+data/payroll/compensation.dbf';

例5-9 システム生成の名前を使用したファイルとエイリアスのディスク・グループからの削除 

ALTER DISKGROUP data 

     DROP FILE '+data/orcl/datafile/mytable.342.123456789';

ディスク・グループ・ディレクトリの管理 

Oracle ASMディスク・グループには、Oracle ASMファイルを格納するためのシステム生成の階層ディレクトリ構造があります。

Oracle ASMにより各ファイルに割り当てられるシステム生成のファイル名は、このディレクトリ階層内のパスを示します。次に、シ

ステム生成のファイル名の例を示します。  

+data/orcl/CONTROLFILE/Current.256.541956473 

プラス記号は、Oracle ASMファイル・システムのルートを示します。dataディレクトリは、ディスク・グループdata内のすべてのファ

イルの親ディレクトリです。orclディレクトリはorclデータベース内のすべてのファイルの親ディレクトリで、CONTROLFILEディレクトリ

にはorclデータベースのすべての制御ファイルが含まれます。  

この階層には、作成するエイリアスを格納するための独自のディレクトリを作成できます。このため、Oracle ASMファイル用とし

てわかりやすいエイリアス名の他に、これらの名前に対してもわかりやすいパスを使用できます。 

この項では、ALTER DISKGROUP文を使用してエイリアスのディレクトリ構造を作成する方法について説明します。また、ディレクト

リ名の変更方法や、ディレクトリの削除方法についても説明します。この項では、次の項目について説明します。  

 ディレクトリの作成 

 ディレクトリ名の変更 

 ディレクトリの削除 

ディレクトリの作成 

ALTER DISKGROUP文のADD DIRECTORY句を使用して、Oracle ASMファイルのエイリアス名の階層ディレクトリ構造を作

成します。スラッシュ文字(/)またはバックスラッシュ文字(\)を使用して、ディレクトリ・パスのコンポーネントを区切ります。ディレク

トリ・パスは、先頭にプラス記号 (+)が付いたディスク・グループ名にする必要があり、その後に任意のサブディレクトリ名を指定

できます。  

ディレクトリ内でサブディレクトリまたはエイリアスを作成するには、その親ディレクトリが存在している必要があります。ディレクトリは、

ディスク・グループ・レベルの下に作成する必要があります。 

例5-10では、ディスク・グループdataの階層ディレクトリを作成し、このディレクトリには、+data/orcl/control_file1などのエ

イリアス名を含めることができます。  

例5-11のSQL文は、+data/orclディレクトリの下にサブディレクトリがない場合、失敗します。 

例5-10 新規ディレクトリの作成 

ALTER DISKGROUP data ADD DIRECTORY '+data/orcl';

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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例5-11 新規サブディレクトリの作成 

ALTER DISKGROUP data 

     ADD DIRECTORY '+data/orcl/first_dir/second_dir';

ディレクトリ名の変更 

ALTER DISKGROUP文のRENAME DIRECTORY句を使用して、ディレクトリ名を変更できます。システム生成のディレクトリ(シ

ステム生成の名前が含まれるディレクトリ)は、名前を変更できません。ルート・レベル(ディスク・グループ名)は、名前を変更でき

ません。  

例5-12では、ディレクトリ名を変更します。 

例5-12 ディレクトリ名の変更 

ALTER DISKGROUP data RENAME DIRECTORY '+data/mydir' 

     TO '+data/yourdir';

ディレクトリの削除 

ALTER DISKGROUP文のDROP DIRECTORY句を使用して、ディレクトリを削除できます。システム生成のディレクトリは削除

できません。FORCE句も指定しないかぎり、エイリアス名を含むディレクトリは削除できません。  

例5-13では、ディレクトリとその内容を削除します。 

例5-13 ディレクトリの削除 

ALTER DISKGROUP data DROP DIRECTORY '+data/yourdir' FORCE;

XML DB仮想フォルダによるOracle ASMファイルへのアクセス 

Oracle ASMのファイルおよびディレクトリには、XML DBリポジトリ内の仮想フォルダからアクセスできます 

仮想フォルダのリポジトリ・パスは/sys/asmです。実際にはフォルダの内容はリポジトリ内に存在しないため、フォルダは仮想です。

フォルダの内容は、通常のOracle ASMファイルおよびディレクトリとして存在します。たとえば、/sys/asmは、プログラム的な

API(DBMS_XDBパッケージなど)とXML DBプロトコル(FTPやHTTP/WebDAVなど)でOracle ASMファイルおよびディレクトリ

にアクセスして操作する手段を提供します。ASMCMD cpコマンドを使用してファイルをコピーすることもできます。  

この機能の一般的な用途としては、/sys/asmをWebフォルダとしてグラフィカル・ユーザー・インタフェースに(WebDAVプロトコル

で)表示し、次にデータ・ポンプ・ダンプセットをOracle ASMディスク・グループからオペレーティング・システムのファイル・システムに

ドラッグ・アンド・ドロップでコピーします。  

SYS以外のユーザーとしてログインする必要があります。また、XML DBプロトコルで/sys/asmにアクセスするには、DBAロールが

付与されている必要があります。  

 

  
 

ノート: 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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セキュリティ上の理由で、FTP はデフォルトで無効になっています。IETF FTP プロトコルの仕様ではパスワードをクリ

アテキストで送信することが要求されているためです。無効化は、FTP サーバーのポートをゼロ(0)にすることで実現

しています。FTP を有効にするには、ftp-port パラメータを使用する FTP ポート(2100 など)に設定します。  

 

関連項目: 

 ASMCMD cpコマンドの詳細は、「cp」  

 /sys/asmフォルダーの詳細は、Inside /sys/asm  

 Oracle XML DBについては(XML DBプロトコル・サーバーのポート番号を構成する他の方法など)、『Oracle XML 

DB開発者ガイド』を参照してください。  

 DBMS_XDBパッケージについては、『Oracle Database PL/SQLパッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレンス』  

/sys/asm内 

Oracle ASM仮想フォルダは、XML DBのインストール時にデフォルトで作成されます。データベースがOracle ASMを使用す

るよう構成されていない場合は、フォルダは空で、フォルダに関する操作は許可されません。 

Oracle ASM仮想フォルダには、Oracle ASM完全修飾ファイル名の構造によって定義された階層に従っているフォルダとサブ

フォルダが含まれます。図5-1に、この階層の例を示します。簡単にするために、エイリアス用に作成されるディレクトリは除外され

ています。  

/sys/asmフォルダには、マウントされたディスク・グループごとに1つのサブフォルダが含まれ、各ディスク・グループ・フォルダには、そ

のディスク・グループを使用するデータベースごとに1つのサブフォルダが含まれます。ディスク・グループ・フォルダには、管理者が作

成したエイリアスに対応するファイルとフォルダが含まれていることもあります。さらにこの階層では、データベース・フォルダにファイ

ル・タイプ・フォルダが含まれ、ファイル・タイプ・フォルダにOracle ASMファイルが含まれています。 

図5-1 XML DBインストールにおけるOracle ASMフォルダの階層構造 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADXDB2500
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADXDB2500
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ARPLS371
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/sys/asmに関する使用上の制限事項を次に示します。  

 DBMS_XDB.LINKなどのAPIで既存のOracle ASMファイルまたはディレクトリに対するハード・リンクを作成することはで

きません。  

 Oracle ASMファイルを別のディスク・グループやOracle ASMの外部のディレクトリに名前変更(移動)することはでき

ません。 

ディスク・グループの名前を格納するためにディレクトリ/sys/asmを使用できます。このディレクトリにその他のファイルを格納するこ

とはできません。/sys/asmの下にあるディスク・グループ・ディレクトリ(/sys/asm/DATAなど)内で、これらのサブディレクトリにデー

タベース・ファイルのみを格納できます。これらのディレクトリにデータベース・ファイル以外のファイルを格納しようとすると、Oracle 

ASMで拒否されます。  

Oracle ASM用のDBMS_FILE転送ユーティリティの使用 

DBMS_FILE_TRANSFERパッケージには、データベース内でOracle ASMファイルをコピーしたり、Oracle ASMを使用するデータ

ベース間でバイナリ・ファイルを転送したりするためのプロシージャが用意されています。DBMS_FILE_TRANSFERパッケージには次の

プロシージャがあります。  

 COPY_FILE: ソース・ディレクトリからファイルを読み取り、宛先ディレクトリにファイルのコピーを作成します。ソース・ディレ

クトリと宛先ディレクトリはどちらもローカル・ファイル・システムまたはOracle ASMディスク・グループ内に含めることができ

ます。移行メタデータまたはデータファイルを一時的にステージングするために使用されるCDBホスト上のファイル・システ

ムの場所を指定します。  

 GET_FILE: リモート・データベースに接続してリモート・ファイルを読み取り、ローカル・ファイル・システムまたはOracle 

ASMディスク・グループにファイルのコピーを作成します。  

 PUT_FILE: ローカル・ファイルまたはOracle ASMディスク・グループを読み取り、リモート・データベースに接続してリ

モート・ファイル・システムにファイルのコピーを作成します。  
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関連項目: 

DBMS_FILE_TRANSFERパッケージについては、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してく

ださい。  

ディスク・グループ・テンプレートの管理 

テンプレートは、Oracle ASMディスク・グループで作成されるファイルの属性を設定するのに使用します。  

ファイルが作成されると、明示的に名前が付けられたテンプレートや、ファイル・タイプのデフォルトのテンプレートであるシステム・テ

ンプレートに基づいて、冗長性属性およびストライプ化属性が設定されます。 

ディスク・グループが作成されると、Oracle ASMによりこのディスク・グループ用のデフォルトのテンプレート・セットが作成されます。

このセットは、Oracle ASMでサポートされているファイル・タイプ(データファイル、制御ファイル、REDOログ・ファイルなど)ごとに1

つのテンプレートで構成されています。たとえば、ONLINELOGという名前のテンプレートは、Oracle ASMディスクに書き込まれる

すべてのREDOログ・ファイルに対してデフォルトのファイルの冗長性属性およびストライプ化属性を指定します。デフォルトのテン

プレート設定は、ディスク・グループのタイプに応じて異なります。標準冗長性のディスク・グループ用として、データファイルのデフォ

ルトのテンプレートに双方向ミラー化が設定されますが、これに対応する高冗長性のディスク・グループとしては、デフォルトのテン

プレートに3方向ミラー化が設定されます。これらのデフォルトのテンプレートは変更できます。  

たとえば、標準冗長性のディスク・グループにおけるオンラインREDOログ・ファイル(ONLINELOGテンプレート)のデフォルトの冗長

性は、MIRRORです。つまり、例4-1では、REDOログ・ファイル・エクステントのコピーの1つが障害グループcontroller1のディス

クに書き込まれる場合、そのファイル・エクステントのミラー化されたコピーが障害グループcontroller2のディスクに書き込まれま

す。標準冗長性のディスク・グループのデフォルトのミラー化をサポートするには、少なくとも2つの障害グループを定義する必要が

あります。  

表5-6は、対応するファイルに関連付けられたデフォルトのテンプレートおよび属性のリストです。この表に示すように、デフォルト

のテンプレートごとの冗長性の初期値は、テンプレートが属しているディスク・グループのタイプによって決まります。  

ALTER DISKGROUP SQL文の句を使用すると、ディスク・グループへの新しいテンプレートの追加、既存のテンプレートの変更、ま

たはテンプレートの削除が可能です。テンプレートを追加するのは、独自の要件を満たす属性の組合せを正しく作成するためで

す。これにより、ファイルの作成時にテンプレート名を参照し、ファイル・タイプではなく個別ファイルに基づいて目的の属性を割り

当てることができるようになります。  

この項では、ディスク・グループのテンプレートの管理方法について説明します。内容は次のとおりです。  

 テンプレート属性 

 ディスク・グループへのテンプレートの追加 

 ディスク・グループ・テンプレートの変更 

 ディスク・グループからのテンプレートの削除 

 Oracle ASMでの表領域の作成: テンプレートによる属性の指定 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ARPLS095
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関連項目: 

 ALTER DISKGROUP文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

 Oracle ASMインスタンスで認識されているすべてのテンプレートの一覧が表示されるV$ASM_TEMPLATEビューの詳細

は、Oracle Database Reference  

テンプレート属性 

表5-4に、使用可能なストライプ化属性値および割当て単位のサイズ・チャンクを示します。これらの値は、V$ASM_TEMPLATEの

STRIPE列に対応します。 

表5-4 Oracle ASMテンプレートで使用可能なストライプ化属性値 

ストライプ化属性値 説明 

FINE 128KB のチャンクでのストライプ化 

COARSE 1MB のチャンクでのストライプ化 

表5-5に、Oracle ASMテンプレートで使用可能な冗長性値を示します。これらの値は、V$ASM_TEMPLATEのREDUND列に対

応します。 

表5-5 Oracle ASMテンプレートで使用可能な冗長性属性値 

冗長性属性値 

標準冗長性のディスク・グルー

プでのミラー化 

高冗長性のディスク・グループ

でのミラー化 

外部冗長性のディスク・グループ

でのミラー化 

MIRROR 双方向ミラー化 3 方向ミラー化 (使用不可) 

HIGH 3 方向ミラー化 3 方向ミラー化 (使用不可) 

UNPROTECTED ミラー化なし (使用不可) ミラー化なし 

表5-6に、一部のデフォルト・テンプレートの初期属性設定を示します。標準冗長性、高冗長性、外部冗長性のディスク・グ

ループについてのミラー化の列に対応するミラー化のタイプは、表5-5で指定されています。たとえば、表5-6では、高冗長性の

ディスク・グループのミラー化の列はMIRRORとなっています。表5-5での高冗長性のディスク・グループのMIRROR値は、3方向ミ

ラー化に対応しています。 

表5-6 Oracle ASMのシステム・デフォルト・テンプレート属性設定 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30174
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テンプレート名 

ファイルのス

トライプ化 

標準冗長性

のディスク・

グループでの

ミラー化 

高冗長性の

ディスク・グ

ループでのミ

ラー化 

外部冗長性の

ディスク・グルー

プでのミラー化 

プライマリ・

リージョン 

ミラー・リージョ

ン 

ARCHIVELOG  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

ASMPARAMETERFILE COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

AUDIT_SPILLFILES  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

AUTOBACKUP  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

BACKUPSET  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

CHANGETRACKING COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

CONTROLFILE  FINE HIGH MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

DATAFILE  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

DATAGUARDCONFIG COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

DUMPSET  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

FLASHBACK COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

FLASHFILE COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

KEY_STORE COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

OCRFILE COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

ONLINELOG  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

PARAMETERFILE  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

TEMPFILE  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

VOTINGFILE COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

XTRANSPORT  COARSE MIRROR MIRROR UNPROTECTED COLD MIRRORCOLD 

COLDおよびMIRRORCOLDはデフォルト値であり、PRIMARY_REGIONおよびMIRROR_REGION属性に対して許可されているのはこれ
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らの値のみです。これらの値により、ディスク・ドライブ上で最も内側にある(スピンドルに最も近い)トラックの使用を指定します。  

ディスク・グループへのテンプレートの追加 

ディスク・グループにテンプレートを追加するには、ALTER DISKGROUP文のADD TEMPLATE句を使用します。  

新しいテンプレートの名前が表5-6にない場合、データベース・ファイル・タイプのデフォルトのテンプレートとしては使用されません。

そのテンプレートを使用するには、ファイルの作成時にその名前を参照する必要があります。  

ディスク・グループにテンプレートを追加する場合、属性はオプションです。冗長性属性を指定しない場合、この値のデフォルト設

定は、標準冗長性のディスク・グループの場合はMIRROR、高冗長性のディスク・グループの場合はHIGH、外部冗長性のディス

ク・グループの場合はUNPROTECTEDになります。ストライプ化属性を指定しない場合、この値はCOARSEにデフォルト設定されます。

プライマリ・リージョンまたはミラー・リージョンの属性値を指定しない場合、その値はそれぞれCOLDとMIRRORCOLDにデフォルト設定

されます。  

例5-14では、標準冗長性のディスク・グループdata用にreliableという名前の新しいテンプレートを作成します。  

例5-15では、ファイルをUNPROTECTED(ミラー化しない)に指定するunreliableという名前の新しいテンプレートを作成します。  

 

  
 

ノート: 

Oracle では、ハードウェアのミラー化を実装していないかぎり、保護されていないファイルは使用しないでください。

前述の例は、テンプレートの属性の設定方法を詳細に説明するために示したものにすぎません。  

例5-14 ディスク・グループへの高冗長性のテンプレートの追加 

ALTER DISKGROUP data ADD TEMPLATE reliable ATTRIBUTES (HIGH FINE);

例5-15 ディスク・グループへの外部冗長性のテンプレートの追加 

ALTER DISKGROUP data ADD TEMPLATE unreliable ATTRIBUTES (UNPROTECTED);

 

関連項目: 

ALTER DISKGROUP...ADD TEMPLATEコマンドの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

ディスク・グループ・テンプレートの変更 

ALTER DISKGROUP文のMODIFY TEMPLATE句を使用すると、既存のシステム・デフォルトのディスク・グループ・テンプレート

やユーザー定義のディスク・グループ・テンプレートの属性指定を変更できます。変更されるのは、指定したテンプレートの属性の

みです。指定していないプロパティは現行の値が維持されます。既存のテンプレートを変更すると、このテンプレートによって作成

される新しいファイルにのみ属性の変更が適用されます。既存のファイルの属性は保持されます。  

例5-16では、ディスク・グループdataのreliableテンプレートのストライプ化属性指定を変更します。 

例5-16 ディスク・グループ・テンプレートの変更 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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ALTER DISKGROUP data MODIFY TEMPLATE reliable  

     ATTRIBUTES (COARSE);

ディスク・グループからのテンプレートの削除 

ALTER DISKGROUP文のDROP TEMPLATE句を使用して、ディスク・グループから1つ以上のテンプレートを削除します。削除

できるのはユーザー定義のテンプレートのみです。システム・デフォルトのテンプレートは削除できません。  

例5-17では、前に作成したテンプレートunreliableをdataから削除します。 

例5-17 ディスク・グループからのテンプレートの削除 

ALTER DISKGROUP data DROP TEMPLATE unreliable;

Oracle ASMでの表領域の作成: テンプレートによる属性の指定 

SQL ALTER SYSTEM文とCREATE TABLESPACE文を使用して、表領域を作成します。この表領域では、ユーザー定義のテンプ

レートを使用してデータファイルの属性を指定します。  

例5-18では、テンプレート(mytemplate)が定義されていることを前提としています。 

例5-18 ユーザー定義のテンプレートを使用した属性の指定 

ALTER SYSTEM SET DB_CREATE_FILE_DEST = '+data(mytemplate)'; 

CREATE TABLESPACE mytblspace;

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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6 ビューを使用したOracle ASM情報の表示  

動的ビューには、Oracle ASMに関する重要な情報が表示されます。 

この章では、動的ビューを使用して、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)の情報を表示する方

法について説明します。 

 Oracle ASM情報を表示するビュー 

 Oracle ASMファイル・アクセス制御情報の表示 

 

関連項目: 

 すべての動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

 Oracle ASM情報を表示するASMCMD ls*コマンドの詳細は、「ASMCMDによるOracle ASMの管理」  

Oracle ASM情報を表示するビュー 

表6-1にリストされているビューは、Oracle ASMに関する情報を提供します。  

Oracle ASMに関する情報を表示するすべての動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参

照してください。  

 

  
 

ノート: 

V$ASM_FILE ビューの REDUNDANCY_LOWERED 列は、冗長性が損われたファイルに関する情報を提供しなくなりま

した。この列は非推奨で、常に U の値が表示される。  

表6-1 Oracle ASM動的ビュー 

ビュー 説明 

V$ASM_ALIAS  Oracle ASM インスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループにあ

るエイリアスごとに 1 行が表示されます。 

V$ASM_ATTRIBUTE 定義された属性ごとに 1 行が表示されます。CREATE DISKGROUP および

ALTER DISKGROUP 文で指定された属性以外に、自動的に作成された他の

属性がビューに表示されることがあります。COMPATIBLE.ASM が 11.1 以上に

設定されているディスク・グループの属性のみが表示されます。  

V$ASM_AUDIT_CLEANUP_JOBS 構成されている監査証跡削除ジョブに関する情報が表示されます。 

V$ASM_AUDIT_CONFIG_PARAMS 現在構成されている監査証跡プロパティに関する情報が表示されます。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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ビュー 説明 

V$ASM_AUDIT_LAST_ARCH_TS 監査証跡のクリーンアップまたは削除用に設定された最新のアーカイブ・タイム

スタンプに関する情報が表示されます。 

V$ASM_CLIENT  Oracle ASM インスタンスの場合、Oracle ASM インスタンスによって管理さ

れるディスク・グループを使用しているデータベースを識別します。 

Oracle Database インスタンスの場合、データベースで開かれている

Oracle ASM ファイルがあれば、Oracle ASM インスタンスに関する情報が

表示されます。 

V$ASM_DBCLONE_INFO Oracle ASM インスタンスで、ソース・データベース、クローン・データベース、お

よびそれらのファイル・グループ間の関係を示します。 

V$ASM_DISK  Oracle ASM インスタンスによって検出されたディスクごとに 1 行が表示されま

す。これには、ディスク・グループに属していないディスクも含まれます。  

このビューに問合せを行うたびに、ディスク検出が実行されます。検出の実行

は非常に多くのリソースを消費するため、このビューはスクリプトのモニターにはお

薦めしません。 

V$ASM_DISK_IOSTAT Oracle ASM クライアントごとにディスク I/O 統計に関する情報が表示されま

す。  

Oracle Database インスタンスの場合、そのインスタンスの行のみが表示さ

れます。 

V$ASM_DISK_STAT V$ASM_DISK と同じ列が表示されますが、オーバーヘッドを削減するために、

ビューに問合せを行ってもディスク検出は実行されません。V$ASM_DISK_STAT

は、ストレージ・システム内のマウントされたディスク・グループに属するディスクに

関する情報のみを戻します。  

スクリプトのモニターには、V$ASM_DISK_STAT ビューをお薦めします。  

すべてのディスクに関する情報を表示するには、かわりに V$ASM_DISK を使用

します。  

V$ASM_DISKGROUP  ディスク・グループについての説明が表示されます(数、名前、サイズ関連情

報、状態および冗長性タイプ)。  

このビューに問合せを行うたびに、ディスク検出が実行されます。検出の実行

はリソースが集中的に使用されるため、このビューはスクリプトのモニターにはお
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ビュー 説明 

薦めしません。 

V$ASM_DISKGROUP_STAT V$ASM_DISKGROUP と同じ列が表示されますが、オーバーヘッドを削減するため

に、V$ASM_DISKGROUP_STAT に対する問合せがあってもディスク検出は実行

されません。  

スクリプトのモニターには、V$ASM_DISKGROUP_STAT ビューをお薦めします。  

すべてのディスクに関して、より詳細な情報を表示するには、

V$ASM_DISKGROUP を使用してください。  

V$ASM_ESTIMATE Oracle ASM ディスク・グループのリバランスおよび再同期操作の実行計画に

関連する作業の見積りを表示します。 

V$ASM_FILE  Oracle ASM インスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループにあ

る Oracle ASM ファイルごとに 1 行が表示されます。 

V$ASM_FILEGROUP  Oracle ASM インスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループにあ

るファイル・グループごとに 1 行が表示されます。 

V$ASM_FILEGROUP_FILE  Oracle ASM インスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループにあ

るファイル・グループに関連付けられたファイルごとに 1 行が表示されます。 

V$ASM_FILEGROUP_PROPERTY  Oracle ASM インスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループにあ

るすべてのファイル・グループのファイル・グループまたは各ファイル・タイプに関連

付けられたプロパティごとに 1 行が表示されます。 

V$ASM_OPERATION  Oracle ASM インスタンスの場合、Oracle ASM インスタンスで実行されて

いるアクティブな長時間の Oracle ASM 操作ごとに 1 行が表示されます。 

Oracle Database インスタンスの場合、行は表示されません。 

V$ASM_QUOTAGROUP  ノードの Oracle ASM インスタンスによって検出された Oracle Automatic 

Storage Management (Oracle ASM)割当て制限グループごとに 1 行

が表示されます。 

V$ASM_TEMPLATE  Oracle ASM インスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループにあ

るテンプレートごとに 1 行が表示されます。 

V$ASM_USER 接続されたデータベース・インスタンスの有効なオペレーティング・システム・ユー
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ビュー 説明 

ザー名およびファイル所有者の名前が表示されます。 

V$ASM_USERGROUP 各 Oracle ASM ファイル・アクセス制御グループの作成者が表示されます。 

V$ASM_USERGROUP_MEMBER 各 Oracle ASM ファイル・アクセス制御グループのメンバーが表示されます。 

V$ASMビューに問い合せる場合、ディスク・グループ番号の値が静的な値ではありません。ディスク・グループのマウント時に、ディ

スク・グループ番号が選択されます。この番号は、ディスク・グループのマウントごとに変わります。ディスク・グループ番号は永続的

な構造で記録されませんが、現在の値はV$ASMビューのGROUP_NUMBER列に表示できます。 

例6-1 V$ASM_ATTRIBUTEによるディスク・グループ属性の表示 

これは、V$ASM_ATTRIBUTEビューおよびV$ASM_DISKGROUPビューの使用例です。V$ASM_ATTRIBUTEビュー出力にディスク・グ

ループを表示するには、COMPATIBLE.ASMの値を11.1以上に設定する必要があります。読取り専用(Y)と指定された属性を設

定できるのは、ディスク・グループの作成時のみです。  

SELECT SUBSTR(dg.name,1,12) AS diskgroup, SUBSTR(a.name,1,24) AS name, 

     SUBSTR(a.value,1,24) AS value, read_only FROM V$ASM_DISKGROUP dg,  

     V$ASM_ATTRIBUTE a WHERE dg.name = 'DATA' AND dg.group_number = a.group_number 

     AND a.name NOT LIKE '%template%'; 

DISKGROUP    NAME                     VALUE                    READ_ON 

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

DATA         idp.type                 dynamic                  N 

DATA         idp.boundary             auto                     N 

DATA         vam_migration_done       false                    Y 

DATA         scrub_metadata.enabled   TRUE                     N 

DATA         scrub_async_limit        1                        N 

DATA         content_hardcheck.enable FALSE                    N 

DATA         access_control.umask     066                      N 

DATA         access_control.enabled   FALSE                    N 

DATA         cell.sparse_dg           allnonsparse             N 

DATA         cell.smart_scan_capable  FALSE                    N 

DATA         compatible.advm          19.0.0.0.0               N 

DATA         compatible.rdbms         19.0.0.0.0               N 

DATA         compatible.asm           19.0.0.0.0               N 

DATA         appliance._partnering_ty GENERIC                  Y 

DATA         au_size                  1048576                  Y 

DATA         content.check            FALSE                    N 

DATA         content.type             data                     N 

DATA         logical_sector_size      512                      N 

DATA         sector_size              512                      N 

DATA         ate_conversion_done      true                     Y 

DATA         preferred_read.enabled   FALSE                    N 

DATA         thin_provisioned         FALSE                    N 

DATA         failgroup_repair_time    24.0h                    N 

DATA         phys_meta_replicated     true                     Y 

DATA         disk_repair_time         12.0h                    N

例6-2 V$ASM_DISKGROUPによるディスク・グループの互換性の表示 
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これは、V$ASM_DISKGROUPビューを使用してディスク・グループの互換性を表示する例です。  

SELECT name AS diskgroup, substr(compatibility,1,12) AS asm_compat, 

     substr(database_compatibility,1,12) AS db_compat FROM V$ASM_DISKGROUP; 

DISKGROUP                      ASM_COMPAT   DB_COMPAT 

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

DATA                           19.0.0.0.0   19.0.0.0.0 

FRA                            19.0.0.0.0   19.0.0.0.0

例6-3 V$ASM_DISKによるディスク・グループ内のディスクの表示 

これは、Oracle ASMインスタンスで実行されるV$ASM_DISKビューおよびV$ASM_DISKGROUPビューの使用例です。この例では、

ディスク・グループに関連付けられたディスクとともに、ディスクのマウント・ステータス、状態、および障害グループを表示します。  

SELECT SUBSTR(dg.name,1,16) AS diskgroup, SUBSTR(d.name,1,16) AS asmdisk, 

     d.mount_status, d.state, SUBSTR(d.failgroup,1,16) AS failgroup  

     FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_DISK d WHERE dg.group_number = d.group_number; 

DISKGROUP        ASMDISK          MOUNT_S STATE    FAILGROUP 

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

DATA             DATA_0008        CACHED  NORMAL   DATA_0008 

DATA             DATA_0000        CACHED  NORMAL   DATA_0000 

DATA             DATA_0004        CACHED  NORMAL   DATA_0004 

DATA             DATA_0015        CACHED  NORMAL   DATA_0015 

DATA             DATA_0003        CACHED  NORMAL   DATA_0003 

DATA             DATA_0012        CACHED  NORMAL   DATA_0012 

DATA             DATA_0017        CACHED  NORMAL   DATA_0017 

DATA             DATA_0013        CACHED  NORMAL   DATA_0013 

DATA             DATA_0007        CACHED  NORMAL   DATA_0007 

DATA             DATA_0014        CACHED  NORMAL   DATA_0014 

DATA             DATA_0009        CACHED  NORMAL   DATA_0009 

DATA             DATA_0001        CACHED  NORMAL   DATA_0001 

DATA             DATA_0016        CACHED  NORMAL   DATA_0016 

DATA             DATA_0011        CACHED  NORMAL   DATA_0011 

DATA             DATA_0005        CACHED  NORMAL   DATA_0005 

DATA             DATA_0010        CACHED  NORMAL   DATA_0010 

DATA             DATA_0002        CACHED  NORMAL   DATA_0002 

DATA             DATA_0006        CACHED  NORMAL   DATA_0006 

FRA              FRA_0012         CACHED  NORMAL   FRA_0012 

FRA              FRA_0013         CACHED  NORMAL   FRA_0013 

FRA              FRA_0007         CACHED  NORMAL   FRA_0007 

FRA              FRA_0006         CACHED  NORMAL   FRA_0006 

FRA              FRA_0010         CACHED  NORMAL   FRA_0010 

FRA              FRA_0000         CACHED  NORMAL   FRA_0000 

FRA              FRA_0003         CACHED  NORMAL   FRA_0003 

...

例6-4 V$ASM_DISK_STATによるディスク・グループ内のディスクの表示 

これは、Oracle ASMインスタンスで実行されるV$ASM_DISK_STATビューおよびV$ASM_DISKGROUP_STATビューの使用例です。

この例は、特定のディスク・グループに関連付けられたディスクと、マウント・ステータス、状態、および各種読取りおよび書込み統

計を表示します。  

SELECT SUBSTR(dgs.name,1,10) AS diskgroup, SUBSTR(ds.name,1,10) AS asmdisk,  

       ds.mount_status, ds.state, ds.reads, ds.writes, ds.read_time, ds.write_time,  

       bytes_read, bytes_written  

       FROM V$ASM_DISKGROUP_STAT dgs, V$ASM_DISK_STAT ds  
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       WHERE dgs.group_number = ds.group_number AND dgs.name = 'DATA'; 

DISKGROUP  ASMDISK    MOUNT_S STATE    READS WRITES READ_TIME WRITE_TIME BYTES_READ BYTES_WRITTEN 

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

DATA       DATA_0000  CACHED  NORMAL     841  10407  1.212218   3.511977   23818240     178369024 

DATA       DATA_0008  CACHED  NORMAL   26065   1319  1.592524    .297728  436203520      38358528 

DATA       DATA_0010  CACHED  NORMAL     561    868   .794849    .337575   18631680      22584320 

DATA       DATA_0004  CACHED  NORMAL     695  10512  1.282711   3.351801   23240704     177246208 

DATA       DATA_0006  CACHED  NORMAL     484   1642  1.506733     .45724   19857408      30191616 

DATA       DATA_0016  CACHED  NORMAL     583   1028  2.283268    .263629   21012480      17682432 

DATA       DATA_0007  CACHED  NORMAL     724   2316  1.259379    .546318   26017792      42283008 

DATA       DATA_0009  CACHED  NORMAL     537    757  1.146663    .241434   19893248      20633088 

DATA       DATA_0014  CACHED  NORMAL    1049   1464  7.346259    .677313   25378816      27578368 

DATA       DATA_0017  CACHED  NORMAL    1440   1326  1.132886   2.541013   25899008      26537984 

DATA       DATA_0013  CACHED  NORMAL     714   1391  1.527926    .371432   18169856      22814720 

DATA       DATA_0001  CACHED  NORMAL     713    807   .790505    .219565   20406272      28561408 

DATA       DATA_0012  CACHED  NORMAL     617   1206  1.016893    3.60425   24477696      25391104 

DATA       DATA_0003  CACHED  NORMAL   15567  11500  5.642053   3.328861  266956800     183625728 

DATA       DATA_0015  CACHED  NORMAL     642   1357  2.545441    .403455   22179840      24973312 

DATA       DATA_0011  CACHED  NORMAL    7585   1685  1.121678    .359123  135217152      37572608 

DATA       DATA_0005  CACHED  NORMAL     513   1431  1.007476     .47202   26427392      21344256 

DATA       DATA_0002  CACHED  NORMAL   11368   2196  1.209433    .861601  199213056      32090624

例6-5 V$ASM_CLIENTによるディスク・グループ・クライアントの表示 

これは、Oracle ASMインスタンスでのV$ASM_CLIENTビューおよびV$ASM_DISKGROUPビューの使用例です。この例は、ディスク・

グループと、接続されたデータベース・クライアント・インスタンスに関する情報を表示します。  

SELECT dg.name AS diskgroup, SUBSTR(c.instance_name,1,12) AS instance, 

    SUBSTR(c.db_name,1,12) AS dbname, SUBSTR(c.SOFTWARE_VERSION,1,12) AS software, 

    SUBSTR(c.COMPATIBLE_VERSION,1,12) AS compatible  

    FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_CLIENT c   

    WHERE dg.group_number = c.group_number; 

  

DISKGROUP                      INSTANCE     DBNAME   SOFTWARE     COMPATIBLE 

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

DATA                           +ASM         +ASM     19.0.0.0.0   19.0.0.0.0 

DATA                           orcl         orcl     19.0.0.0.0   19.0.0.0.0 

DATA                           +ASM         asmvol   19.0.0.0.0   19.0.0.0.0 

FRA                            orcl         orcl     19.0.0.0.0   19.0.0.0.0 

...

Oracle ASMファイル・アクセス制御情報の表示 

Oracle ASMファイル・アクセス制御に関する情報は、V$ASM_USER、V$ASM_USERGROUP、V$ASM_USERGROUP_MEMBERおよび

V$ASM_FILEビューの列に表示できます。  

Oracle ASMファイル・アクセス制御の詳細は、ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制御の管理を参照してくださ

い。 

例6-6 V$ASM_USERによるOracle ASMファイル・アクセス制御情報の表示 

この例では、V$ASM_USERビューに表示されるOracle ASMファイル・アクセス制御ユーザーに関する情報を示しています。  

SELECT dg.name AS diskgroup, u.group_number, u.user_number, u.os_id, u.os_name  

     FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_USER u  
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     WHERE dg.group_number = u.group_number AND dg.name = 'DATA'; 

DISKGROUP       GROUP_NUMBER USER_NUMBER OS_ID OS_NAME 

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

DATA                       1           1 1001  oracle1 

DATA                       1           2 1002  oracle2 

DATA                       1           3 1003  grid

例6-7 V$ASM_USERGROUPによるファイル・アクセス制御情報の表示 

この例では、V$ASM_USERGROUPビューに表示されるOracle ASMファイル・アクセス制御ユーザー・グループに関する情報を示し

ています。  

SELECT dg.name AS diskgroup, ug.group_number, ug.owner_number, u.os_name, 

     ug.usergroup_number, ug.name FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_USER u, V$ASM_USERGROUP ug  

     WHERE dg.group_number = ug.group_number AND dg.name = 'DATA'  

     AND ug.owner_number = u.user_number; 

DISKGROUP         GROUP_NUMBER OWNER_NUMBER OS_NAME         USERGROUP_NUMBER NAME 

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

DATA                         1            3 grid                           1 asm_data

例6-8 V$ASM_USERGROUP_MEMBERによるファイル・アクセス制御情報の表示 

この例では、V$ASM_USERGROUP_MEMBERビューに表示されるOracle ASMファイル・アクセス制御ユーザー・グループおよびメン

バーに関する情報を示しています。  

SELECT dg.name AS diskgroup, um.group_number, um.member_number, u.os_name,  

     um.usergroup_number, ug.name FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_USER u, V$ASM_USERGROUP_MEMBER um,  

     V$ASM_USERGROUP ug WHERE dg.group_number = um.group_number AND  

     dg.group_number = ug.group_number AND dg.group_number = u.group_number AND dg.name = 'DATA'  

     AND um.member_number = u.user_number AND um.usergroup_number = ug.usergroup_number; 

DISKGROUP       GROUP_NUMBER MEMBER_NUMBER OS_NAME            USERGROUP_NUMBER NAME 

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

DATA                       1             1 oracle1                           1 asm_data 

DATA                       1             2 oracle2                           1 asm_data

例6-9 V$ASM_FILEによるOracle ASMファイル・アクセス制御情報の表示 

この例では、V$ASM_FILEビューに表示されるOracle ASMファイル・アクセス制御ファイル権限に関する情報を示しています。  

SELECT dg.name AS diskgroup, a.name, f.permissions, f.user_number, u.os_name, 

       f.usergroup_number, ug.name  

     FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_USER u, V$ASM_USERGROUP ug, V$ASM_FILE f, V$ASM_ALIAS a  

     WHERE dg.name = 'FRA' AND dg.group_number = u.group_number AND  

       u.group_number = ug.group_number AND ug.group_number = f.group_number AND  

       f.group_number = a.group_number AND  

       f.usergroup_number = ug.usergroup_number AND f.user_number = u.user_number AND  

       f.file_number = a.file_number; 

DISKGROUP NAME                   PERMISSIONS USER_NUMBER OS_NAME USERGROUP_NUMBER NAME 

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

DATA      USERS.259.685366091    rw-r-----             3 grid                   1 asm_fra  

DATA      TEMP.264.685366227     rw-r-----             3 grid                   1 asm_fra  

...
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7 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMの

管理  

Oracle Enterprise Manager Cloud Controlでは、Oracle ASMの管理用ツールを提供します。 

この章では、Oracle Enterprise Manager Cloud Controlを使用してOracle Automatic Storage Management 

(Oracle ASM)を管理する方法について説明します。 

この章のトピックは、次のとおりです: 

 Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASM初期化パラメータの構成 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMユーザーの管理 

 Oracle Enterprise Managerによるディスク・グループの管理 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMファイル・アクセス制御の管理 

 Oracle Enterprise Managerによるディレクトリ、ファイルおよびエイリアスの管理 

 Oracle Enterprise Managerによるディスク・グループ・テンプレートの管理 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMフィルタ・ドライバの管理 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMパフォーマンスの監視 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMファイルのバックアップ 

 Oracle Enterprise Managerによる不良ブロックのリカバリの実行 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMへの移行 

 Oracle ASMサポート・ワークベンチを使用したアラートおよびインシデントの監視 

 Oracle Flex ASMの監視 

 

関連項目: 

『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』 

Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス 

すべてのOracle ASM管理タスクは、Oracle Enterprise Manager Cloud ControlのOracle Automatic Storage 

Managementの「ホーム」ページから始まります。Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページには次の

内容が表示されます。 

 Oracle ASMインスタンスのステータス。 

 各ディスク・グループの使用済領域と空き領域、およびディスク・グループの内部の使用状況を示すグラフ。 

 Oracle ASMインスタンスによって提供されるデータベースのリスト。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=EMADM-GUID-5BA58E51-3D84-4591-B8CD-AA91B3C00373
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 Oracle ASMインスタンスによって提供されるOracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・シス

テム(Oracle ACFS)ファイル・システム。 

 他の非Oracle ACFSボリュームのリスト。 

 Oracle ASMインスタンスおよびホスト・コンピュータに対するアラートのリスト。 

 Oracle ASMの「パフォーマンス」ページ、「ディスク・グループ」ページ、「構成」ページ、「「ユーザー」ページ、および

Oracle ACFSページへのリンク 

単一インスタンス・システムでOracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスするには: 

1. Oracle Enterprise Manager Cloud Controlにログインします。 

2. ページの上部にある「ターゲット」ドロップダウン・メニューで、「すべてのターゲット」を選択します。  

3. 「すべてのターゲット」ページにあるターゲットのリストで、Oracle ASMインスタンスのターゲットをクリックします。  

4. Oracle ASMのログイン資格証明を要求された場合は、ユーザーSYS、およびインストール時にOracle ASMインスタ

ンスに設定したSYSパスワードを入力し、SYSASMとして接続します。Oracle Automatic Storage Management

の「ホーム」ページには次の内容が表示されます。  

認証の詳細は、Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証を参照してください。  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASM初期化パラメータの構

成 

Oracle Enterprise Managerの「構成パラメータ」ページでOracle ASMを構成できます。 

Oracle ASMインスタンスを構成するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

2. ページ上部にある「構成」リンクをクリックして「構成パラメータ」ページを表示します。  

3. 次のように、ページ上で構成オプションを更新します。 

 ディスク検出パス(ASM_DISKSTRING初期化パラメータ)  

文字列値を入力します。 

 ディスク・グループの自動マウント(ASM_DISKGROUPS初期化パラメータ)  

文字列値を入力します。  

 リバランス指数(ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータ)  

整数値を入力します。 

 優先読取りの障害グループ(Oracle RAC環境のみ)(ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パ

ラメータ)  

各文字列が障害グループを表す値のカンマ区切りの文字列を入力します。このパラメータは通常、クラスタ化

されたOracle ASMインスタンスに対してのみ使用されます。  

4. 「適用」をクリックして変更を保存するか、「元に戻す」をクリックしてページ上での変更を破棄します。  
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関連項目: 

 Oracle Automatic Storage Managementのホームページへのアクセスの詳細は、「Oracle Automatic 

Storage Managementホームページへのアクセス」  

 ASM_DISKSTRING初期化パラメータの詳細は、「ASM_DISKSTRING」  

 ASM_DISKGROUPS初期化パラメータの詳細は、「ASM_DISKGROUPS」  

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

 ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータの詳細は、

「ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS」  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMユーザーの管理 

Oracle ASMユーザーは、Oracle Enterprise Managerの「ユーザー」ページで管理できます 

このページにアクセスするには、Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページの上部中央付近にある

「ユーザー」タブをクリックします。  

Oracle ASMユーザーを管理するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

2. 上部の「ユーザー」リンクをクリックして、ユーザーのプロパティ・ページを表示します。  

ASMSNMPは主にOracle Enterprise ManagerによりOracle ASMインスタンスを監視するために使用される、より

権限の低いユーザーです。このアカウントにはSYSDBA権限が付与されます。ASMSNMPはOracle ASMインスタンスの作

成時にOracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)により作成されます。  

「作成」をクリックして、新しいOracle ASMユーザーを追加します。ユーザーを追加する場合、Oracle Enterprise 

Managerに「ユーザーの作成」ページが表示されます。このページには、ユーザー名、パスワードおよびパスワード確認

などのユーザーのログイン資格証明を入力する必要があります。また、新しいユーザーに権限を付与するには、「使用

可能な権限」列で権限を選択し、右矢印ボタンをクリックして「付与された権限」列に権限を移動するか、または権限

をダブルクリックして移動します。使用可能な権限にはSYSDBA、SYSOPERおよびSYSASMがあります。ユーザーを

作成するには「OK」を、手順を取り消すには「取消」をそれぞれクリックします。あるいは、「SQL表示」をクリックして、

Oracle Enterprise Managerがユーザー作成に使用するSQLを表示します。  

3. ユーザーのプロパティを編集するには、編集するユーザーの「選択」列のボックスを選択して、「編集」をクリックします。

「ユーザーの編集」ページで必要に応じてパスワードを変更します。また、ユーザーに割り当てられている権限を変更す

るには、その権限を選択し、左右の矢印ボタンを使用して権限を「付与された権限」列から「使用可能な権限」列に

移動します(逆も同様)。権限をダブルクリックして移動することもできます。ユーザー・プロパティを編集するには「OK」を、

手順を取り消すには「元に戻す」をそれぞれクリックします。あるいは、「SQL表示」をクリックして、Oracle Enterprise 

Managerがユーザー・プロパティの編集に使用するSQLを表示します。  

4. Oracle ASMユーザーを削除するには、削除するユーザーの「選択」列のボックスを選択して、「削除」をクリックします。

確認ダイアログで、「はい」をクリックしてユーザーを削除するか、または「いいえ」をクリックしてユーザーの削除手順を中

止します。  
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関連項目: 

 Oracle Automatic Storage Managementのホームページへのアクセスの詳細は、「Oracle Automatic 

Storage Managementホームページへのアクセス」  

 ASMCAを使用したOracle ASMインスタンスの作成の詳細は、「ASMCAによるOracle ASMインスタンスの作成」  

 Oracle ASMインスタンスへの認証の詳細は、「Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証」  

 Oracle ASMのインストールの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイ

ド』  

 データベース・アカウントとパスワードの確認の詳細は、『Oracle Databaseインストレーション・ガイド』  

Oracle Enterprise Managerによるディスク・グループの管理 

この項では、ディスク・グループの管理方法について説明します。内容は次のとおりです。  

 ディスク・グループの作成 

 ディスク・グループへのディスクの追加 

 ディスク・グループからのディスクの削除 

 ディスクのオンライン化とオフライン化 

 ディスク・グループの削除 

 ディスク・グループの使用量の監視 

 ディスク・グループのマウントおよびディスマウント 

 ディスク・グループの拡張プロパティの管理 

 ディスクのオンラインの指数制限の指定 

 既存のディスクと新しいディスクの交換 

 ディスク・グループのコンテンツ・タイプの設定および変更 

 障害グループ修復時間の設定および変更 

 複数のディスク・グループでのリバランスの実行 

 リバランス・プロセス関連データの表示 

 シン・プロビジョニング済ディスク・グループ属性の設定および変更 

 オンデマンド修正プロセスの実行 

 修正プロセスが実行しているかどうかの判別 

Oracle ASMディスク・グループの管理の詳細は、「Oracle ASMディスク・グループの管理」を参照してください。 

ディスク・グループの作成 

Oracle Enterprise Managerを使用してディスク・グループを作成できます。 

次の場合、Oracle ASMディスク・グループを追加作成することができます。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
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 可用性要件およびストレージ・システムの機能に応じて、冗長性レベル(標準、高、外部)の異なるディスク・グループを

作成する場合。 

 SCSIドライブやSATAドライブなど、ストレージの各種クラスが異なるディスク・グループに分類される場合。ディスク・グ

ループ内のディスクは、サイズおよびパフォーマンス特性が類似している必要があります。 

 高速リカバリ領域を、データベースとは異なるディスク・グループに格納する場合。 

ディスク・グループを作成するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

2. ページ上部の「ディスク・グループ」リンクをクリックし、「ディスク・グループ」プロパティ・ページを表示します。  

3. ログインしていない場合、「ログイン」ページが表示されます。SYSユーザーとしてログインし、SYSASMとして接続する必要

があります。Oracle ASMインスタンスのSYSパスワードを入力します。このパスワードは、Oracle ASMインスタンスの

作成時に設定されています。  

4. 「作成」をクリックすると、Oracle Enterprise Managerに「ディスク・グループの作成」ページが表示されます。「ディス

ク・グループの作成」ページには、ディスク・グループに追加できるOracle ASMディスクのリストが表示されます。リストに

は、ヘッダー・ステータスがCANDIDATE、PROVISIONEDまたはFORMERなどのディスクが含まれます。  

5. ディスク・グループに追加できるディスクだけでなく、ディスク・グループに属しているディスク(ヘッダー・ステータスがMEMBER

のもの)も含めてすべてのOracle ASMディスクを表示する場合は、「メンバー・ディスクの選択」リストから「すべてのディ

スク」を選択します。  

ページには、Oracle ASMインスタンスによって検出されたOracle ASMディスクの完全なリストが再度表示されます。 

6. ディスク名を入力して、冗長性タイプ(高、標準または外部)を選択し、必要に応じて障害グループ名を入力できます。  

7. 次のようにディスクを選択します。 

 新しいディスク・グループに含める各ディスクの左にあるボックスを選択します。 

 必要に応じて、ディスク名、使用するOracle ASMディスクのサイズ、障害グループ名を入力できます。 

 ディスクを強制的にディスク・グループに含める場合は、そのディスクの「使用の強制」ボックスを選択します。  

 

  
 

注意: 

「使用の強制」ボックスを選択すると、ディスクが別のディスク・グループに属しており、有効なデータ

ベース・データがある場合でも、そのディスクは新しいディスク・グループに追加されます。既存のデー

タは失われます。ディスク・グループに正当に追加できるディスクを選択していることを確認してくださ

い。  

8. システムで最新のOracle ASM機能を使用するには、ディスク・グループのディスクの互換性の値を指定します。  

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループの互換性の値の設定を元に戻すことはできません。  

9. 「OK」をクリックしてディスク・グループを作成するか、「取消」をクリックしてディスク・グループの作成操作を停止します。
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「SQL表示」をクリックして、ディスク・グループの作成操作で使用するSQL文を表示することもできます。  

 

関連項目: 

 Oracle Automatic Storage Managementのホームページへのアクセスの詳細は、「Oracle Automatic 

Storage Managementホームページへのアクセス」  

 ディスク・グループを作成する際のFORCEオプションの使用については、「ディスク・グループの作成」  

 ディスク・グループの互換性属性の構成については、「ディスク・グループの互換性属性の構成」  

 ディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 ディスク・グループの作成の詳細は、「ディスク・グループの作成」  

ディスク・グループへのディスクの追加 

Oracle Enterprise Managerを使用して、ディスク・グループにディスクを追加できます。 

ディスク・グループの記憶域領域を増やすために、ディスク・グループにディスクを追加できます。複数のディスクを1回の操作で追

加する場合、新しく追加したディスクも含めて、すべてのディスクでデータを均等に分散するように、Oracle ASMによってディス

ク・グループがリバランスされます。  

リバランス操作の指数は、「リバランス指数」の設定で制御できます。数値が高いほど、リバランス操作は迅速になります。数値

が低いと、リバランスに時間がかかりますが、処理およびI/Oに消費されるリソースは少なくなります。そのため、これらのリソースを

データベースのために使用できます。デフォルト値の1では、データベースの中断が最小になります。  

値が0の場合は、リバランス操作がブロックされます。その後、手動または自動によるリバランスが可能になります。データベースに

対する要求が少なくなるまで、あるいはすべてのディスク・グループの変更を完了するまで、リバランスを延期することがあります。  

ディスク・グループにディスクを1つ以上追加するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

2. 「ディスク・グループ」リンクをクリックし、「ディスク・グループ」プロパティ・ページを表示します。  

3. Oracle ASMの「ログイン」ページが表示されたら、SYSユーザーとしてログインし、SYSASMとして接続します。Oracle 

ASMインスタンスのSYSパスワードを入力します。このパスワードは、Oracle ASMインスタンスの作成時に設定されて

います。  

4. 「名前」列のリンクをクリックして、ディスクを追加するディスク・グループを選択します。ディスク・グループにあるディスクのリ

ストが示されているディスク・グループ・ページが表示されます。  

5. 「追加」をクリックすると、Oracle Enterprise Managerに「ディスクの追加」ページが表示されます。このページには、

ディスク・グループに追加できるOracle ASMディスクのリストが表示されます。リストには、ヘッダー・ステータスが

CANDIDATE、PROVISIONEDまたはFORMERなどのディスクが含まれます。  

6. ディスク・グループに追加できるディスクだけでなく、ディスク・グループに属しているディスク(ヘッダー・ステータスがMEMBER

のもの)も含めてすべてのOracle ASMディスクを表示する場合は、ページの右側にある「メンバー・ディスクの選択」ド

ロップダウン・リストから「すべてのディスク」を選択します。Oracle Enterprise Managerには、Oracle ASMインスタ

ンスによって検出されたOracle ASMディスクの完全なリストのページが再度表示されます。  
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7. 必要に応じて、リバランス指数リストから値を選択することによって、リバランス指数を変更します。 

8. 次のようにディスクを選択します。 

 ディスク・グループに追加する各ディスクの左にあるボックスを選択します。 

 ディスクを強制的にディスク・グループに含める場合は、右端の列にある「使用の強制」ボックスを選択します。  

 

  
 

注意: 

「使用の強制」ボックスを選択すると、ディスクが別のディスク・グループに属しており、有効なデータ

ベース・データがある場合でも、そのディスクはディスク・グループに追加されます。既存のデータは失

われます。ディスク・グループに正当に追加できるディスクを選択していることを確認してください。 

 必要に応じて、各ディスクにOracle ASMディスク名を入力します。入力しない場合は、Oracle ASMから名

前が指定されます。  

9. 「OK」をクリックして選択したディスクを追加します。  

 

関連項目: 

 Oracle Automatic Storage Managementのホームページへのアクセスの詳細は、「Oracle Automatic 

Storage Managementホームページへのアクセス」  

 リバランス操作の制御の詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」と「リバランス操作の調整」  

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

 FORCEオプションの例は、「ディスク・グループへのディスクの追加」  

 ディスク・グループのプロパティの変更については、「ディスク・グループの変更」  

ディスクのオンライン化とオフライン化 

ディスクをオンラインまたはオフラインに戻すには次の手順を実行します。  

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセスを参照してください。  

2. ページの上部にある「ディスク・グループ」リンクをクリックして「ディスク・グループ」ページを表示します。  

「名前」列のディスク名をクリックすると、変更するディスク・グループの「一般」ページがOracle Enterprise Manager

に表示されます。  

3. ディスクをオンラインに戻すには、オンラインに戻すディスクを選択して「オンライン」をクリックします。ディスクをオンラインに

戻す場合、Oracle ASMでは次の操作を実行します。  

 Oracle ASMは、選択したディスクに対してオンライン操作を実行します。オンラインに戻す1つ以上のディスク

またはすべてのディスクを選択できます。すべてのディスクを選択する場合、Oracleはこの操作に対してALL

キーワードを使用します。すべてのディスクを選択しない場合、オンライン操作が行われるのは選択したディスク

のみです。  



226 

 オンライン・プロセス時に、Oracle Enterprise Managerは書込み操作に対応するために最初にディスクを

オンライン・モードにします。Oracle Enterprise Managerは、ディスクが読取り操作に対して完全にオンラ

インになるまで、ディスクの失効データを現在のデータで再同期します。つまり、Oracle ASMの高速ミラー再

同期機能を実行します。 

 「障害グループ」ビューを選択して、選択したディスク・グループに対してこの操作を実行することもできます。こ

の場合、Oracleは障害グループのディスクにSQLを使用します。  

 オンライン状態のディスクを選択することもできますが、Oracle Enterprise Managerではその選択を無視

して、すでにオフラインになっていたディスクのみをオンラインに戻します。 

 Oracle Enterprise Managerの「確認」ダイアログで「はい」をクリックしてディスクをオンラインに戻すか、また

は「いいえ」をクリックして操作を取り消します。「SQL表示」をクリックして、Oracle Enterprise Managerが

オンライン操作に使用するSQLを確認することもできます。  

4. ディスクをオフラインにするには、オフラインにするディスクを選択して「オフライン」をクリックします。ディスクをオフラインに戻

す場合、Oracle ASMでは次の操作を実行します。  

 失効データの量に応じて、操作の完了にさらに時間がかかる場合があります。ディスク・グループの「ホーム」

ページから「保留中の操作」リンクを使用して、操作の進捗状況を監視できます。  

 ASM_POWER_LIMITを使用して「リバランス指数」に設定する値は整数である必要があります。リバランス指数

の値が高速ミラー再同期操作に与える影響の詳細は、ページ上のテキストを参照してください。

ASM_POWER_LIMITが0に設定されている場合、Oracle ASMによる自動リバランスは実行されません。リバラ

ンス指数の設定とASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」を参照してく

ださい。  

 デフォルトでは、リバランス指数の値はASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの値を使用します。  

 Oracle Enterprise Managerには「オフライン」の「確認」ページが表示されます。このページには、選択し

たディスクをオフラインにすると、Oracle ASMインスタンスがDISK_REPAIR_TIME初期化パラメータの設定値

で指定される期間待機してから、ディスクが削除されることを示すテキストが表示されます。ディスクの修復期

間中に、ディスクを修復してオンラインに戻すことができます。オンライン化に成功した各ディスクでは、保留中の

削除操作が取り消され、再同期操作が開始されます。  

 DISK_REPAIR_TIMEを大きな値(1日よりも長い時間など)に設定すると、データが失われる可能性が高くなり

ます。これは、ディスク・グループ内のファイルを保護する冗長性がこの期間中低くなるためです。  

Oracle Enterprise Managerの「確認」ダイアログで「はい」をクリックしてオフライン処理を開始するか、また

は「いいえ」をクリックして操作を停止します。「SQL表示」をクリックして、Oracle Enterprise Managerがオ

フライン操作に使用するSQLを確認することもできます。  

ディスク・グループからのディスクの削除 

Oracle Enterprise Managerを使用して、ディスク・グループからディスクを削除できます。 

ディスク・グループからディスクを削除する場合、Oracle ASMでは削除したディスクのすべてのファイル・エクステントがディスク・グ

ループの残りのディスクに移動することによってディスク・グループがリバランスされます。その後、Oracle ASMによりディスクが解放

されます。そのディスクは別のディスク・グループに追加するか、他の用途に使用できます。1つ以上のディスクを1回の操作で削

除できます。また、必要に応じて削除操作にリバランス指数を設定できます。ディスクの削除に考えられる理由は次のとおりです。 
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 ディスクに障害が出始めており、置き換える必要があるため 

 ディスクをアップグレードするため 

 ディスクを別のディスク・グループに再度割り当てるか、別のストレージ・システムに再度割り当てるため 

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループからのディスクの削除は、ディスクをディスク・グループから論理的にのみ削除します。ディスクの内

容は削除されません。ただし、内容はディスクを新しいディスク・グループに追加したときに失われます。 

ディスク・グループからディスクを1つ以上削除するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

2. 「ディスク・グループ」リンクをクリックし、「ディスク・グループ」プロパティ・ページを表示します。  

3. Oracle Automatic Storage Managementの「ログイン」ページが表示されたら、SYSユーザーとしてログインし、

SYSASMとして接続します。Oracle ASMインスタンスのSYSパスワードを入力します。このパスワードは、Oracle ASM

インスタンスの作成時に設定されています。  

4. 「名前」列のリンクをクリックして、削除するディスクが含まれるディスク・グループを選択します。  

「ディスク・グループ」ページが表示されます。 

5. 「メンバー・ディスク」ヘッダーの下の「選択」列で、削除するディスクのボックスを選択し、「削除」をクリックします。  

「確認」ページが表示されます。 

6. リバランス指数を変更する場合、または削除するディスクにFORCEオプションを設定する場合は、次のようにします。  

a. 「拡張オプションの表示」をクリックします。  

b. 必要に応じて「強制」オプションを選択するか、「指数のリバランス」リストでリバランス指数を選択します。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ASM でディスクの読取りまたはディスクへの書込みができない場合は、FORCE オプションが必

要になる場合があります。  

7. 「はい」をクリックしてディスクを削除します。  

「ディスク・グループ」ページに戻り、削除中の各ディスクについて、DROPPINGの状態が表示されます。  

8. 削除したディスクがディスク・グループに表示されなくなるまでページをリフレッシュします。 

 

  
 

注意: 

削除したディスクは、削除操作およびリバランス操作が完了するまで再利用または切断できません。削除したディ

スクがディスク・グループに表示されなくなると、操作は完了です。 
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関連項目: 

 Oracle Automatic Storage Managementのホームページへのアクセスの詳細は、「Oracle Automatic 

Storage Managementホームページへのアクセス」  

 ディスク・グループを削除する際のFORCEオプションの使用については、「ディスク・グループからのディスクの削除」  

 ディスクの削除の詳細は、「ディスク・グループからのディスクの削除」  

ディスク・グループの削除 

ディスク・グループを削除する場合は、ディスク・グループと、必要に応じてそのファイルをすべて削除します。ディスク・グループの

データベース・ファイルが開いている場合はディスク・グループを削除できません。Oracle ASMは、「コンテンツを含む」オプションが

指定されている場合にのみ、すべてのディスク・グループ・コンテンツを削除します。ディスク・グループの削除後、そのメンバー・ディ

スクを他のディスク・グループに追加するか、メンバー・ディスクを他の用途に使用できます。  

ディスク・グループを削除する理由には、冗長性レベル(標準、高または外部)の変更があります。ディスク・グループの冗長性は

変更できないため、ディスク・グループを削除した後で、適切な冗長性でディスク・グループを再作成する必要があります。この場

合、ディスク・グループを削除する前にディスク・グループのデータのバックアップを取るか、データを移動する必要があります。 

ディスク・グループを削除するには:  

1. Oracle ASMの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブをクリックし、「ディスク・グループ」ページを表示します。  

3. Oracle ASMの「ログイン」ページが表示されたら、SYSユーザーとしてログインし、SYSASMとして接続します。Oracle 

ASMインスタンスのSYSパスワードを入力します。このパスワードは、Oracle ASMインスタンスの作成時に設定されて

います。  

4. 「選択」列のボックスを選択して、削除するディスク・グループを選択します。  

5. 「削除」をクリックすると、確認ページが表示されます。  

6. ファイルを含むディスク・グループを削除する場合は、「拡張オプションの表示」をクリックし、「コンテンツを含む」オプション

が選択されていることを確認します。ファイルを含むディスク・グループで、「コンテンツを含む」オプションが選択されていな

い場合は、ディスク・グループを削除できません。  

7. マウントできないディスク・グループに属しているディスク・グループを削除するには、「拡張オプション」確認ダイアログで

FORCEオプションを使用します。FORCEオプションは、DISMOUNTEDディスク・グループにのみ適用されます。このオプションを

使用すると、ディスク・ヘッダーが削除されFORMERとマークされます。  

 

  
 

注意: 

FORCE オプションを使用する場合、ディスク・グループが削除される前に、そのディスク・グループが他の

Oracle ASM インスタンスで使用されているかどうかは検証されないため、細心の注意を払ってください。  

8. 確認のページで、「はい」をクリックします。  
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ディスクの削除の詳細は、「ディスク・グループの削除」を参照してください。  

ディスク・グループの使用量の監視 

ディスク・グループの使用量を監視するには、次の手順を実行します。  

Oracle ASMディスク・グループの領域使用量および空き領域を表示するには:  

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」リンクをクリックし、「ディスク・グループ」プロパティ・ページを表示します。  

3. Oracle ASMの「ログイン」ページが表示されたら、SYSユーザーとしてログインし、SYSASMとして接続します。Oracle 

ASMインスタンスの作成時に設定した、Oracle ASMのSYSパスワードを入力します。  

「ディスク・グループ」リスト・ページに、すべてのディスク・グループとその領域使用量に関する情報が表示されます。  

「使用可能な空き領域」列に、ディスク・グループで使用可能な領域がMB単位で表示されます。この列の値には、ディスク・グ

ループの冗長性レベルが考慮され、ディスク障害の後にディスク・グループ内のすべてのファイルに対して完全な冗長性をリストア

するためにディスク・グループが確保している領域は除外されています。  

詳細は、「ディスク・グループ容量の管理」および「Oracle ASMディスク・グループ情報を表示するビュー」を参照してください。 

ディスク・グループのマウントおよびディスマウント 

欠落しているディスクまたは欠落している障害グループがある場合、FORCEオプションを使用してディスク・グループをマウントします。

FORCEオプションにより、不要なリバランス操作を行わずにASM_DISKSTRINGの不正な値などの構成エラーを修正します。マウント

するときにディスクが使用できなかった場合、FORCEオプションでマウントされたディスク・グループには1つ以上のオフラインのディスク

があります。DISK_REPAIR_TIME値で設定された時間の期限が切れる前に、正しいアクションを実行してそれらのデバイスをリス

トアする必要があります。ディスクの修復時間内にこれらのディスクをリストアして、オンラインに戻すことができないと、Oracle 

ASMはディスク・グループからディスクを自動的に削除します。このためには、ディスク・グループの全ファイルの冗長性をリストアす

るリバランス操作が必要です。FORCEオプションを使用してディスクをマウントするには次の手順を実行します。  

1. Oracle ASMの「ホーム」ページから、「ディスク・グループ」タブをクリックします。  

2. 修復する必要のあるディスクを含むディスク・グループを選択して、「ディスマウント」をクリックします。「ディスマウント」確

認ダイアログで「OK」をクリックします。「ディスク・グループ」の「ホーム」ページの「状態」列に、ステータスDISMOUNTEDが

表示されます。  

3. ディスク・グループのディスクに必要な修復を行います。  

4. マウントを強制するディスクの横にある「選択」列のボックスを選択して、「マウント」をクリックします。  

5. ディスク・マウントの「確認」ダイアログで、「拡張オプションの表示」リンクをクリックします。  

6. マウント強制の確認ダイアログで、「強制」オプションを選択して「はい」をクリックします。「いいえ」をクリックしてマウント強

制操作を取り消し、「SQL表示」をクリックして、Oracle Enterprise Managerがマウント強制操作の実行に使用

するSQLを確認することもできます。  
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ディスク・グループの拡張プロパティの管理 

この項では、ディスク・グループの拡張プロパティの管理方法について説明します。  

ディスク・グループを作成した後に変更可能なディスク・グループ属性の値を変更するには、次のステップを実行します。 

1. 自動ストレージのディスク・グループ・リストページで、ディスク・グループ名をクリックすると、「ディスク・グループ」の「ホーム」

ページが表示されます。  

2. 「拡張属性」セクションの下の「編集」をクリックします。  

この項の内容は次のとおりです。 

 ディスク・グループの互換性属性の構成 

 ディスク修復時間の構成 

 スマート・スキャンの互換性の構成 

 ファイル・アクセス制御の構成 

ディスク・グループの互換性属性の構成 

システムで最新のOracle ASM機能を使用するには、ディスク・グループのディスクの互換性の値を指定します。  

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループの互換性の値の設定を元に戻すことはできません。  

 ASMの互換性 

Oracle ASMインスタンスがこのディスク・グループをマウントするのに必要な最小ソフトウェア・バージョンの値を指定しま

す。  

 データベースの互換性 

Oracle ASMの互換性の値以下の値を指定します。これは、ディスク・グループのファイルを使用するためにデータベー

ス・インスタンスに必要な最小ソフトウェア・バージョンです。使用するデータベースの互換性の値がOracle ASMの互

換性より大きいと、エラーが表示されます。  

 

  
 

ノート: 

ローリング移行状態にある Oracle ASM クラスタのデータベースの互換性を変更することはできませ

ん。  

 ASMボリューム 

Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)機能を使用する場合は、11.2以上の値を指定します。

Oracle ADVMを有効にするには、ディスク・グループのASM互換性を11.2以上に設定する必要があります。また、サ

ポートする環境にOracle ADVMボリューム・ドライバをロードしておく必要があります。  

ディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」を参照してください。  
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ディスク修復時間の構成 

ディスク・グループ内のディスクを修復するのに十分な長さの時間を指定します。  

ディスク・グループの修復時間の詳細は、「Oracle ASMの高速ミラー再同期」を参照してください。  

スマート・スキャンの互換性の構成 

ディスク・グループのスマート・スキャンの互換性を無効または有効にします。  

この属性は、Oracle Exadataストレージにのみ適用されます。 

 

関連項目: 

CELL.SMART_SCAN_CAPABLE属性の詳細は、Oracle Exadataのドキュメントを参照してください。  

ファイル・アクセス制御の構成 

Oracle ASMファイル・アクセス制御を無効または有効にします。Oracle ASMファイル・アクセス制御を有効にする場合は、

ディスク・グループに新規作成したファイルに対してデフォルトの権限を指定します。  

Oracle ASMファイル・アクセス制御の詳細は、「ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制御の管理」を参照してく

ださい。  

ディスクのオンラインの指数制限の指定 

ディスクのオンラインの指数制限を指定するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

2. 「ディスク・グループ」タブを選択します。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. ディスク・グループを選択します。ディスク・グループ・ページが表示され、「メンバー・ディスク」表のディスク・グループに属す

るすべてのメンバー・ディスクが示されます。 

4. ディスクを選択し、「オンライン」をクリックします。指数制限を指定する高度なオプションを含むオンラインの確認ページが

表示されます。  

5. 指数制限を指定して、「発行」をクリックします。指定した指数制限でディスクがオンラインに設定されます。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMのホームページへのアクセスの詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページ

へのアクセス」  

 ディスク・グループのリバランスにおける指数オプションの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」  

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  
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既存のディスクと新しいディスクの交換 

既存のディスクと新しいディスクを交換するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブをクリックします。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. ディスク・グループを選択します。ディスク・グループ・ページが表示され、ディスク・グループに属するすべてのメンバー・ディ

スクが示されます。  

4. 交換するオフライン・ディスクを選択します。ディスクの交換ページが表示されます。 

同じレベルのデータ保護が保証されるように、交換する元のディスクと同じか大きいサイズの新しいディスクを選択します。 

5. 新しいディスクを選択してから、「指数のリバランス」などのオプションを指定し、「OK」をクリックします。ディスクが交換さ

れます。リバランス操作はすべてのドライブ間でデータを均等に再分散します。ディスクが追加または削除された場合は

必ず、ディスク・グループが自動的にOracle ASMでリバランスされます。すべてのディスク・グループを手動でリバランス

するには、「リバランス指数」を指定する必要があります。値が大きいほど使用するI/Oバンド幅が多くなり、リバランスが

より速く完了します。値が小さいほどリバランスにかかる時間が長くなりますが、使用するI/Oバンド幅は小さくなります。

値の範囲は0から1024までです。  

ディスクの置換の詳細は、「ディスク・グループ内のディスクの置換」を参照してください。  

ディスク・グループのコンテンツ・タイプの設定および変更 

ディスク・グループのコンテンツ・タイプを設定および変更するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブを選択します。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. 「作成」をクリックします。ディスク・グループの作成ページの「ディスク再同期化属性」セクションで、「リカバリ」、「データ」

または「システム」の値を「コンテンツ・タイプ」ドロップダウン・リストから選択できます。この属性はASM互換性が12.1.0.0

以上である場合にのみ設定できます。  

4. 既存のディスク・グループのコンテンツ・タイプを編集するには、「ディスク・グループ」表のディスク・グループをクリックすること

で、ディスク・グループ・ホーム・ページに移動します。ディスク・グループ・ホームページが表示されます。  

5. 「拡張属性」セクションで「編集」をクリックします。ディスク・グループの拡張属性の編集ページが表示されます。「ディス

ク再同期化属性」セクションで、「リカバリ」、「データ」または「システム」の値を「コンテンツ・タイプ」ドロップダウン・リストか

ら選択できます。  

CONTENT.TYPEディスク・グループ属性の詳細は、「CONTENT.TYPE」を参照してください。  

障害グループ修復時間の設定および変更 

障害グループ修復時間を設定および変更するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブを選択します。ディスク・グループ・ページが表示されます。  
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3. 「作成」をクリックします。「候補メンバー・ディスク」表で「障害グループ」の修復時間を指定します。  

4. 既存の障害グループの修復時間を編集するには、ディスク・グループ・ページから修復時間を変更する「ディスク・グルー

プ」を選択します。「ディスク・グループ」ページが表示されます。  

5. 「拡張属性」セクションで「編集」をクリックします。ディスク・グループの拡張属性の編集ページが表示されます。  

6. 「ディスク再同期化属性」セクションで、「障害グループ修復時間」を変更し、「OK」をクリックします。障害グループ修復

時間は、1つのディスクのみを含むグループを除き、ディスク・グループ内のすべての障害グループに適用されます。この値

はディスクの修復時間をオーバーライドし、ディスクがオフラインになったときに指定される実際の値によりオーバーライドさ

れます。  

障害グループの修復時間の設定および変更の詳細は、「Oracle ASMの高速ミラー再同期」を参照してください。  

複数のディスク・グループでのリバランスの実行 

Enterprise Managerでは、複数のディスク・グループでのリバランス、およびデータ・コピーのクラスタ内の他のメンバー・インスタ

ンス間での分散を行うことができます。複数のディスク・グループでリバランスを実行するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブをクリックします。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. 複数のディスク・グループを選択し、「リバランス」をクリックします。ディスク・グループでのリバランスの確認ページが表示さ

れ、「拡張オプション」を表示することで「指数のリバランス」を設定できます。  

4. 「指数のリバランス」の値を設定して、「OK」をクリックします。リバランスのコマンドが発行されます。  

ディスク・グループのリバランスの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」を参照してください。  

リバランス・プロセス関連データの表示 

保留中の操作ページの関連インスタンスの数などのリバランス・プロセス関連データを表示するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブをクリックします。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. 「ディスク・グループ」リンクをクリックします。ディスク・グループ・ホーム・ページの「一般」セクションに、「保留中の操作」の

数が保留中の操作ページへのリンクとして表示されます。  

4. リンクをクリックします。リバランス・プロセスに関する情報が関連インスタンスの数に関する詳細とともに表示されます。  

ディスク・グループのリバランスの詳細は、「リバランス操作の調整」を参照してください。  

シン・プロビジョニング済ディスク・グループ属性の設定および変更 

シン・プロビジョニング済ディスク・グループ属性を設定および変更するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブを選択します。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. 変更するシン・プロビジョニング済属性を含むディスク・グループをクリックします。ディスク・グループ・ページが表示されま
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す。  

4. 「拡張属性」セクションで「編集」をクリックします。ディスク・グループの拡張属性の編集ページが表示されます。  

5. 「シン・プロビジョニング」セクションで、「シン・プロビジョニング済」フィールドのドロップダウン・リストから、「True」または

「False」を選択します。シン・プロビジョニングが有効な場合、使用していないディスク領域はアレイに返すことができま

す。この属性は、ASM互換性が12.1.0.0以上の場合にのみ設定できます。  

THIN_PROVISIONEDディスク・グループ属性の詳細は、「THIN_PROVISIONED」を参照してください。  

オンデマンド修正プロセスの実行 

オンデマンド修正プロセスを実行するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブをクリックします。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. 「修正」をクリックします。ディスク・グループの修正ページが表示され、ここで修復、指数レベル、待機、強制などの拡張

オプションを使用できます。ディスクおよびファイルにも修正処置を使用できます。  

4. 拡張オプションを指定し、「OK」をクリックします。ディスク・グループを修正するバックグラウンド・プロセスが初期化されま

す。  

ディスク・グループの修正の詳細は、「ディスク・グループの修正」を参照してください。  

修正プロセスが実行しているかどうかの判別 

修正プロセスが実行しているかどうかを判別するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」タブをクリックします。ディスク・グループ・ページが表示されます。  

3. 「ディスク・グループ」リンクをクリックします。修正プロセスが実行中の場合、「ディスク・グループ」の「一般」セクションに

「保留中の操作」リンクが表示されます。  

4. リンクをクリックします。修正プロセスの詳細が表示されます。  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMファイル・アクセス制御

の管理 

Oracle ASMファイル・アクセス制御は、Oracle ASMファイル・アクセス制御用のOracle Enterprise Manager統合により

管理できます。 

Oracle ASMファイル・アクセス制御を管理するには:  

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」リンクをクリックし、「ディスク・グループ」プロパティ・ページを表示します。  

3. 「名前」列のリンクをクリックしてディスク・グループを選択します。  
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4. 「アクセス制御」タブをクリックし、「アクセス制御」ページを表示します。  

このページで、ユーザー・グループからのユーザーの追加、削除または置換、およびユーザー・グループの作成または削除

を行うことができます。ファイルの所有者または権限を変更することもできます。 

ディスク・グループ内のファイルにアクセスするには、オペレーティング・システム・ユーザーはそのディスク・グループへのアクセ

ス権限を付与される必要があります。アクセス権限が付与されると、ユーザーはグループのメンバーとして追加可能にな

ります。データベース・インスタンスのOracleバイナリを持つオペレーティング・システム・ユーザーは自動的に追加され、

削除はできません。 

ファイルを開くと、このページでOracle ASMファイル・アクセス制御操作が使用可能になります。 

Oracle ASMファイル・アクセス制御の詳細は、「ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制御の管理」を参照してく

ださい。  

Oracle Enterprise Managerによるディレクトリ、ファイルおよびエイリアス

の管理 

ディレクトリ、ファイルおよびエイリアスは、Oracle Enterprise Managerの「ディスク・グループ」ページの「ファイル」タブで管理で

きます。  

Oracle ASMファイルを管理するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「ディスク・グループ」リンクをクリックし、「ディスク・グループ」プロパティ・ページを表示します。  

3. 「名前」列のリンクをクリックしてディスク・グループを選択します。  

4. 「ファイル」タブをクリックして「ファイル」ページを表示します。  

5. フォルダの左側にあるアイコンをクリックして、フォルダを拡張または縮小します。フォルダを開くと、個々のファイルにドリルダ

ウンできます。 

6. 「選択」ボックスでファイルを選択し、「名前の変更」をクリックし、「編集」をクリックしてファイルのプロパティを変更するか、

「削除」をクリックしてファイルを削除します。ファイルの名前をクリックすると、プロパティ・ページが表示されます。  

Oracle ASMファイル、ディレクトリおよびエイリアスの管理の詳細は、「Oracle ASMファイル、ディレクトリおよびテンプレートの

管理」を参照してください。  

Oracle Enterprise Managerによるディスク・グループ・テンプレートの管

理 

ディスク・グループのテンプレートは、「ディスク・グループ」ページの「テンプレート」タブで管理できます。 

Oracle ASMテンプレートを管理するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

2. 「ディスク・グループ」リンクをクリックし、「ディスク・グループ」プロパティ・ページを表示します。  
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3. 「名前」列のリンクをクリックしてディスク・グループを選択します。  

4. 「テンプレート」タブをクリックして「テンプレート」ページを表示します。  

5. 「作成」をクリックして新規テンプレートを追加するか、「編集」をクリックしてページを変更するか、または「削除」をクリック

してテンプレートを削除できます。  

「作成」をクリックすると「テンプレートの作成」ページが表示され、「テンプレート名」フィールドに名前を入力できます。冗

長性レベルまたはストライプ化された粒度を指定することもできます。  

 

  
 

関連項目: 

 Oracle ASM のホームページへのアクセスの詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Management ホームページへのアクセス」  

 ディスク・グループ・テンプレートの詳細は、「ディスク・グループのテンプレートの管理」  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMフィルタ・ドライバの管

理 

Oracle ASMフィルタ・ドライバは、Oracle Enterprise Managerを使用して管理できます。 

この項では、次の項について説明します。 

 ASMフィルタ・ドライバ・ディスクの検出 

 ASMフィルタ・ドライバ・ディスクのプロビジョニング 

 ASMフィルタ・ドライバ・ディスクの解放 

Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」を参照してください。  

ASMフィルタ・ドライバ・ディスクの検出 

Oracle ASMフィルタ・ドライバのディスクを検出するには、次のステップを実行します。 

1. 「ターゲット」メニューから「すべてのターゲット」を選択します。  

2. すべてのターゲット・ページで、タイプが「自動ストレージ管理」のターゲットを選択します。  

3. ターゲットのホームページで、「自動ストレージ管理」メニューから「構成パラメータ」を選択します。  

4. 構成ページで、「ディスク・プロビジョニングの管理」をクリックします。ASMフィルタ・ドライバ・ページが表示されます。  

5. 「プロビジョニングに使用可能なディスク」表で、「検出」をクリックして、追加のOracle ASMディスクを検出します。  

6. 「ディスクの検出」ダイアログ・ボックスで、ディスクをプロビジョニングする場所の追加の検出パスを入力します。複数のパ

スをプロビジョニングする場合、値をカンマで区切ります。  

たとえば、'/dev/','/tmp'のように入力します。  

7. 「OK」をクリックします。  

プロビジョニングに使用可能なディスク表に、検出パス内の使用可能なすべてのディスクが一覧表示されます。 
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ASMフィルタ・ドライバ・ディスクのプロビジョニング 

Oracle ASMフィルタ・ドライバのディスク・セットをプロビジョニングするには、次のステップを実行します。 

1. 「ターゲット」メニューから「すべてのターゲット」を選択します。  

2. すべてのターゲット・ページで、タイプが「自動ストレージ管理」のターゲットを選択します。  

3. ターゲットのホームページで、「自動ストレージ管理」メニューから「構成パラメータ」を選択します。  

4. 構成ページで、「ディスク・プロビジョニングの管理」をクリックします。ASMフィルタ・ドライバ・ページが表示されます。  

5. 「プロビジョニングに使用可能なディスク」表からディスクを1つ以上選択して、「プロビジョニング」をクリックします。  

6. 「ディスクのプロビジョニング」ダイアログ・ボックスに、プロビジョニング用に選択したすべてのディスクが一覧表示されます。

必要に応じて「ラベル」情報を更新できます。次に「OK」をクリックします。  

プロビジョニング後、Oracle ASMディスクが「プロビジョニングされたディスク」表に表示されます。これらのディスクには新しいラベ

ルが付けられて表示されます。たとえば、LOOP3というラベルを付けてプロビジョニングするように/dev/loop3を選択した場合、プ

ロビジョニング後「プロビジョニングされたディスク」表にはAFD:LOOP3としてディスクが表示されます。  

ディスクのプロビジョニング後、これらのディスクはOracle ASMフィルタ・ドライバの管理対象となります。  

ASMフィルタ・ドライバ・ディスクの解放 

Oracle ASMフィルタ・ドライバによって現在管理されているディスクを解放するには、次のステップを実行します。 

1. 「ターゲット」メニューから「すべてのターゲット」を選択します。  

2. すべてのターゲット・ページで、タイプが「自動ストレージ管理」のターゲットを選択します。  

3. ターゲットのホームページで、「自動ストレージ管理」メニューから「構成パラメータ」を選択します。  

4. 構成ページで、「ディスク・プロビジョニングの管理」をクリックします。ASMフィルタ・ドライバ・ページが表示されます。  

5. 「プロビジョニングされたディスク」表から、1つ以上のディスクを選択して、「解放」をクリックします。  

6. 「プロビジョニングされたディスクの解放」ダイアログ・ボックスで、「はい」をクリックしてディスクを解放します  

ディスクが解放されると、これらのディスクは「プロビジョニングされたディスク」表から削除されます。かわりに、これらは、プロビジョニ

ングに使用可能なディスク表に、プロビジョニングに使用可能な候補として表示されます。 

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMパフォーマンスの監視 

この項では、パフォーマンス関連の次のOracle ASM管理タスクの実行方法について説明します。  

 一般的なOracle ASMパフォーマンスの監視 

 ディスク・グループの整合性のチェック 

一般的なOracle ASMパフォーマンスの監視 

Oracle ASMのパフォーマンスは、Oracle Enterprise Managerの「パフォーマンス」ページで監視できます。 

Oracle ASMのパフォーマンスを監視するには: 

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「パフォーマンス」リンクをクリックして「パフォーマンス」プロパティ・ページを表示します。  
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3. 「表示」オプションおよび「リフレッシュ」オプションを使用して、パフォーマンス・グラフの表示レートおよびリフレッシュ・レート

を決定します。「リフレッシュ」をクリックしてグラフを手動でリフレッシュします。更新オプションには次の2つの間隔がありま

す。  

 手動リフレッシュ: 手動による15秒間隔、30秒間隔 

 履歴データ: 過去24時間、過去7日間、過去31日間 

詳細は、「ディスク・グループのパフォーマンスおよびスケーラビリティに関する考慮事項」を参照してください。  

ディスク・グループの整合性のチェック 

Oracle ASMディスク・グループの整合性をチェックする場合、Oracle Enterprise Managerはディスク・グループのすべての

メタデータに対して整合性チェックを行います。Oracle ASMでエラーが検出されると、エラーの詳細がアラート・ログに保存されま

す。ディスク・グループをチェックするには、次のステップを実行します。  

1. 「ディスク・グループ」ページで、リストのディスク・グループを選択し、「チェック」をクリックします。  

ディスク・グループのチェック操作の確認ダイアログが表示されます。  

2. ディスク・グループの非一貫性に関する情報のみをアラート・ログに記録する場合、「チェック(修復なし)」を選択します。

この操作では、Oracle ASMはエラーを解決しません。ディスク・グループの整合性のチェック中にOracle Enterprise 

Managerが特定したエラーを修復する場合、「チェック(修復あり)」を選択します。  

3. 「はい」をクリックしてディスク・グループのチェック操作を開始するか、または「いいえ」をクリックしてこの操作を取り消します。

「SQL表示」を選択して、ディスク・グループのチェック操作で使用するSQL文を確認することもできます。チェック操作を

コマンドで実行するには「OK」をクリックします。ジョブをスケジュールするには、「ジョブのスケジュール」をクリックします。必

要に応じて、ジョブ名と説明の変更や再入力が可能です。また、ホストの資格証明を入力し、必要に応じて「即時」や

「後で」を選択して日時を変更することにより、スケジュール・オプションを入力します。「OK」をクリックしてジョブをスケ

ジュールするか、または「取消」をクリックしてジョブの作成プロセスを終了します。  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMファイルのバックアップ 

Oracle ASMによって管理されるファイルのバックアップには、RMANを使用することをお薦めします。  

次の手順で操作に関連するファイルを実行することで、Oracle ASMによって管理されるファイルをバックアップすることもできます。 

1. エイリアスを作成します。 

2. ディレクトリを作成します。 

3. エイリアスとディレクトリを削除します。 

4. エイリアスとディレクトリの名前を変更します。 

 

関連項目: 

 RMANを使用したデータ移行の詳細は、「RMANによるOracle ASMのデータ移行の実行」  

 RMANを使用する手順の詳細は、『Oracle Database 2日でデータベース管理者』  

 RMANの詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMQS009
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=BRADV8001
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Oracle Enterprise Managerによる不良ブロックのリカバリの実行 

不良ブロックのリカバリを実行するためにOracle Enterprise Managerで使用する手順は、Oracle ASMコマンド・ユーティリ

ティ(ASMCMD)を使用してremapコマンドによって手動で実行するステップに相当します。不良ブロックのリカバリを実行するには、

次の手順を使用します。  

1. Oracle Automatic Storage Managementの「ホーム」ページにアクセスします。 

手順の詳細は、「Oracle Automatic Storage Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. ページ上部の「ディスク・グループ」リンクをクリックします。  

3. ログインしていない場合、「ログイン」ページが表示されます。SYSユーザーとしてログインし、SYSASMとして接続する必

要があります。Oracle ASMインスタンスのSYSパスワードを入力します。このパスワードは、Oracle ASMインスタンス

の作成時に設定されています。  

4. ディスク・グループ名をクリックすると、そのディスク・グループの「ホーム」ページが表示されます。  

5. 不良ブロックをリカバリするディスクの左側にある「選択」列のボックスを選択して、「不良ブロックのリカバリ」をクリックしま

す。  

 

  
 

ノート: 

標準冗長性または高冗長性で構成したディスク・グループの不良ブロックのみをリカバリできます。この機能は外

部冗長性で構成したディスク・グループには使用できません。  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ASMへの移行 

この項では、Oracle Enterprise Managerによって、Oracle ASMを使用するようにデータベース記憶域を移行する方法に

ついて説明します。  

Oracle ASMに移行するには次のステップを実行します。 

1. Oracle Enterprise Managerの「データベース・インスタンス」の「ホーム」ページの上部で「管理」プルダウン・リストを

クリックし、Oracle ASMに移行を選択します。  

2. データベース、Oracle ASMおよびホストの資格証明を設定する必要がある場合があります。 

データベースのログイン資格証明を要求された場合は、ユーザーSYS、およびインストール時にOracle Databaseイン

スタンスに設定したSYSパスワードを入力し、SYSDBAとして接続します。  

Oracle ASMのログイン資格証明を要求された場合は、ユーザーSYS、およびインストール時にOracle ASMインスタ

ンスに設定したSYSパスワードを入力し、SYSASMとして接続します。認証の詳細は、「Oracle ASMインスタンスに

アクセスするための認証」を参照してください。  

3. 「データベースのASMへの移行: 移行オプション」ページ(4つのステップからなるプロセスの最初のステップ)で、Oracle 

ASMに移行するファイルの情報を確認します。ターゲット・データベースがARCHIVELOGモードの場合、オンラインまたはオ

フラインの移行を実行するには、対応するオプションを選択します。選択しない場合、デフォルトでオフラインの移行が使

用されます。オンラインの移行を実行する場合、「データベースをASMに切り替える前に移行を一時停止」の横にある

チェック・ボックスを選択して移行を一時停止することができます。  

さらに、Oracle Enterprise Managerが一時停止を通知するメッセージの送信先の電子メール・アドレスを入力で
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きます。このページでは、デフォルトで「リカバリ関連ファイル」オプションが選択されています。このオプションを使用しない

場合は選択を解除します。初期化パラメータ・ファイルのエントリも確認します。最後に「ファイルのコピー操作の並列

化」オプションがデフォルトで選択されています。Oracle Enterprise Managerでコピー操作の並列化を行わない場

合はこの選択を解除します。このページの選択を完了して「次へ」 をクリックすると、「データベースのASMへの移行: 

ディスク・グループ・オプションページ」が表示されます。  

4. 「データベース領域」の下にある「ディスク・グループ・オプション」ページで、Oracle ASMによってデータファイル、一時ファ

イル、REDOログ・ファイルおよび制御ファイルが作成される場所を確認します。Oracle ASMが作成するリカバリ関連

ファイル(アーカイブ済REDOログ・ファイル、バックアップ・ファイルなど)の高速リカバリ領域も確認します。また、高速リカ

バリ領域では、リカバリ関連ファイルを移行せずに高速リカバリ領域を設定のオプションがデフォルトで選択されています。

必要に応じて、ファイルを移行するための選択を変更します。「ディスク・グループ・オプション」ページの選択を完了したら、

「次へ」をクリックします。  

5. 高速リカバリ領域の使用を選択して、ディスク・グループで使用できる領域が、移行用に指定した高速リカバリ領域の

サイズよりも小さいことを示す警告が表示される場合、「はい」をクリックして続行するか、または「いいえ」をクリックし、操

作を中止して記憶域を変更できます。  

6. 続行する場合、ジョブ名と移行ジョブの開始日時を指定できる「スケジュール」ページが表示されます。必要な設定を

構成したら「次へ」をクリックします。  

7. Oracle Enterprise Managerにより「確認」ページが表示され、移行操作を開始する前にすべての選択内容を確

認できます。表領域の詳細を展開して確認するには、「移行する表領域とファイル」の横にあるプラス(+)記号をクリッ

クします。選択を変更するには「戻る」を、移行を開始するには「ジョブの発行」をクリックします。操作を取り消すには

「取消」をクリックします。  

 

  
 

ノート: 

移行ジョブが失敗すると、リカバリ操作が完了するまでデータベースを起動できません。起動した場合、

データベースが破損する可能性があります。  

8. ジョブを発行すると、移行ジョブが成功したことを示す確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログで 「ステータスの

表示」をクリックして、移行ジョブの進捗状況を調べます。  

移行ジョブが完了しても、Oracle Enterprise Managerのページ上のOracle ASMのリンクはすぐに表示されません。次のリ

フレッシュの後にリンクが表示されるまで待つ必要があります。 

Oracle ASMサポート・ワークベンチを使用したアラートおよびインシデントの監

視 

Oracle Enterprise Managerには、Oracle ASMアラートおよびインシデントを監視するためのサポート・ワークベンチが用

意されています。  

サポート・ワークベンチにアクセスするには、ページ上部にある「自動ストレージ管理」ターゲット・メニューで「診断」 > 「サポート・

ワークベンチ」を選択します。  

Oracle ASMの「サポート・ワークベンチ」ページの「問題」タブでは、現在および過去の問題に関する情報を表示できます。また、

詳細を表示したり、Oracleサポート・サービスに送信できるパッケージを作成するためのオプションもあります。  

サポート・ワークベンチにより、次のようにパッケージ・プロセスが進行します。 



241 

1. パッケージを作成するには、「サポート・ワークベンチ」の「問題」ページでインシデントを選択して「パッケージ」をクリックし

ます。ウィザードの「サポート・ワークベンチ」のパッケージング・モードの選択ページが表示されます。  

2. パッケージング・モードの選択ページで、「クイック」または「カスタム」パッケージング・モードを選択します。  

3. ウィザードで「次へ」をクリックしていくと、選択したパッケージング・モードに応じて様々な入力フィールドやオプションが表

示されます。  

ウィザードの次の一連のステップを使用して、パッケージ処理を行うことができます。 

 パッケージの内容の表示および編集 

 パッケージのマニフェストの表示および編集 

 追加の診断詳細の追加 

 パッケージの生成およびアップロードのスケジュール 

「サポート・ワークベンチ」の「チェッカ結果」タブで、「サポート・ワークベンチ」の「パッケージ」タブで問題に対して作成されたパッケー

ジに関する情報を表示および編集できます。「チェッカ結果」タブで結果をチェックすることもできます。  

 

関連項目: 

Oracle Enterprise Managerサポート・ワークベンチを使用した問題の表示の詳細は、『Oracle Database管理者ガイ

ド』を参照してください。  

Oracle Flex ASMの監視 

Oracle Enterprise Managerでは、Oracle Flex ASM構成を監視する機能が提供されます。 

 Oracle Flex ASMの「ホーム」ページで、Oracle Flex ASM構成のコンポーネントを表示および管理できます。 

 Oracle Flex ASMの「メンバー」ページで、Oracle Flex ASM構成のすべてのメンバーを表示できます。 

 Oracle Flex ASMの「トポロジ」ページで、Oracle Flex ASM構成のトポロジを表示できます。 

Oracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN12299
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN12299
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8 RMANによるOracle ASMのデータ移行の実行  

Recovery Manager (RMAN)では、Oracle ASMへのデータ移行およびOracle ASMからのデータ移行用のツールを提

供します。 

この章では、Recovery Manager(RMAN)を使用したOracle自動ストレージ管理(Oracle ASM)ストレージへのデータの

移行方法およびOracle ASMストレージからのデータの移行方法について説明します。  

この章の内容は次のとおりです。 

 Oracle ASMのデータ移行の概要 

 RMANを使用してOracle ASMにデータベースを移行するための準備 

 RMANを使用したOracle ASMへのデータベースの移行 

 Oracle ASMから代替ストレージへのデータベースの移行 

 RMANを使用したOracle ASMディスク・グループ間でのデータファイルの移動 

この章の手順には、LinuxプラットフォームでのOracle ASMスタンドアロン環境が含まれています。ファイルの場所および手順は、

Oracle構成が異なる場合や他のオペレーティング・システム・プラットフォームの場合は、異なる可能性があります。 

 

関連項目: 

 RMANの使用の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。  

 特定のプラットフォームでのOracle ASMの内外のデータの移行に関するオペレーティング・システム固有のドキュメント 

 Oracle Cluster Registryと投票ファイルの管理および移行の詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロ

イメント・ガイド』を参照してください。  

 Oracle RAC構成におけるOracle ASMの内外のデータの移行の詳細は、『Oracle Real Application 

Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。  

 HTML形式などのフォーマット方式でOracle ASMおよびOracle ACFSのメタデータを収集およびバックアップする方

法の詳細は、My Oracle Support (https://support.oracle.com)の記事を参照してください。  

Oracle ASMのデータ移行の概要 

この項では、データのOracle ASMへの移行およびOracle ASMからの移行に関わる基本的な概念および作業について説明

します。  

この項には次のトピックが含まれます: 

 Oracle ASMのデータ移行の目的 

 Oracle ASMのデータ移行の基本概念 

 RMANを使用したOracle ASMへのデータ移行の基本ステップ 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=BRADV8001
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92368
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92368
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD059
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD059
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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Oracle ASMのデータ移行の目的 

Oracle ASMストレージに代わるものには、ファイル・システム、RAWディスクおよびSAN構成があります。Oracle ASMには、

パフォーマンス最適化、冗長性保護およびロード・バランシングなど、これらの代替ストレージより多くの利点があります。Oracle 

ASMによりディスクが管理されるため、サード・パーティの論理ボリューム・マネージャは必要ありません。Oracle ASMには既存

の共有ストレージがあるため、Oracle Real Application Clusters(Oracle RAC)データベースはOracle ASMの効果を

得ることができます。 

データベースでOracle ASM以外のストレージ・システムを現在使用している場合、データベースの全体または一部をOracle 

ASMに移行して、データベース管理を簡略化できます。高速リカバリ領域をOracle ASMに移行することもできます。 

ネイティブ・オペレーティング・システム・コマンド(Linux cpまたはWindows COPYなど)では、Oracle ASMストレージでのファイ

ルの書込みまたは読取りはできません。RMANではOracle ASMファイルの読込みおよび書込みができるため、RMANを使用

してデータファイルのOracle ASMストレージへのコピー、Oracle ASMストレージからのコピー、Oracle ASMディスク・グループ

間でのコピーができます。この方法は、ユーザー管理のディスクにバックアップを格納する必要がある場合に便利です。  

Oracle ASMのデータ移行の基本概念 

RMANをプライマリ・バックアップ・ツールとして使用していなくても、RMANによりデータをOracle ASMに移行できます。移行に

はRMANデータベース・バックアップが1つ必要です。 

Oracle ASMと代替ストレージ・システムの両方に、データベース全体を保持するために十分なディスク領域がある場合、データ

ベースをOracle ASMに直接移動できます。十分な記憶域がない場合は、データベースをテープにバックアップし、古いディスク

領域を使用するOracle ASMディスク・グループを作成して、テープからOracle ASMにデータベースをリストアできます。 

新しいリカバリ領域の場所を設定した後、既存のバックアップが古いリカバリ領域に残り、リカバリ領域の合計ディスク割当てには

不利になります。バックアップは、領域が必要な場合、古いリカバリから削除されます。これらのバックアップは、RMANで使用可

能です。ディスク領域が必要でないかぎり、レガシー・バックアップを新しいOracle ASMリカバリ領域に移動する必要はありませ

ん。古いリカバリ領域でファイルによって消費されている領域を解放するには、ファイルをテープにバックアプするか、Oracle ASM

リカバリ領域に移行します。 

 

  
 

ノート: 

外部アーカイブ REDO ログは、LogMiner セッション用のロジカル・スタンバイ・データベースで受信されるログです。

外部アーカイブ REDO ログは移行できません。通常のアーカイブ・ログと異なり、外部アーカイブ・ログには異なる内

部データベース識別子(DBID)があります。このため、ロジカル・スタンバイ・データベース上ではバックアップまたはリス

トアできません。 

Oracle ASMから代替ストレージ・システムへのデータベースの移行は、代替ストレージ・システムからOracle ASMへの移行に

似ています。主な変更点は、代替ストレージ・システムのファイルの場所を参照する各ステップを変更することです。 
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RMANを使用したOracle ASMへのデータ移行の基本ステップ 

この項では、RMANを使用してデータベース全体および高速リカバリ領域を代替ストレージからOracle ASMに移行するプロセ

スについて説明します。 

高速リカバリ領域は、リカバリ関連のファイル(制御ファイルおよびオンラインREDOログのコピー、アーカイブREDOログ・ファイル、

フラッシュバック・ログおよびRMANバックアップ)の格納に使用できる任意のディスクの場所です。高速リカバリ領域内のファイルは、

Oracle DatabaseおよびRMANによって自動的に管理されます。高速リカバリ領域のユーザー指定の最大サイズである、ディ

スク割当てを指定できます。ディスク割当て制限に達すると、Oracleによって不要なファイルが自動的に削除されます。 

フラッシュバック・ログは、フラッシュバック・データベース操作の実行に使用されるOracle生成ログです。データベースでは、高速リ

カバリ領域へのフラッシュバック・ログの書込みのみを実行できます。フラッシュバック・ログは、順次書き込まれ、アーカイブは行わ

れません。また、ディスクへのバックアップはできません。 

データベース全体および高速リカバリ領域を代替ストレージからOracle ASMに移行するには、次のステップを実行します。 

1. データベースおよびサーバー・パラメータ・ファイルをバックアップし、Oracle Flashback Databaseを無効にします。 

Oracle Flashback Databaseオプションは、RMANまたはSQLでのFLASHBACK DATABASEコマンドによってデータ

ベース全体を前の一貫性のあるシステム変更番号(SCN)に戻します。データベース・フラッシュバックは、従来のメディ

ア・リカバリとは異なります。これは、物理ファイルのリストアを必要とせず、かわりに変更されたデータ・ブロックの保存イ

メージを使用して現在のデータファイルを過去の状態にリストアするためです。この機能では、フラッシュバック・ログとアー

カイブREDOログを使用します。  

このステップの詳細は、RMANを使用してOracle ASMにデータベースを移行するための準備を参照してください。  

2. ファイルをOracle ASMにリストアしてデータベースをリカバリし、必要に応じて高速リカバリ領域をOracle ASMに移行

します。 

このステップの詳細は、RMANを使用したOracle ASMへのデータベースの移行を参照してください。  

Oracle ASMから代替ストレージにファイルを移行するには、Oracle ASMから代替ストレージへのデータベースの移行を参照

してください。  

RMANを使用してOracle ASMにデータベースを移行するための準備 

この項では、データベースを移行するための準備の方法について説明します。この項では、次のことを想定しています。 

 データベースを2つのOracle ASMディスク・グループ、すなわちデータベース用の+DATAと高速リカバリ領域用の+FRAに

移行します。  

 Oracle ASMストレージに移行するデータベースの名前はmydbです。  

Oracle ASMへの移行のためにデータベースの準備をするには: 

1. データベースのCOMPATIBLE初期化パラメータ設定が11.0.0未満の場合、読取り専用のトランスポータブル表領域を

読取り/書込み用にします。  

読取り専用トランスポータブル表領域は、RMANでバックアップできないために移行できません。 

2. データベースは物理スタンバイ・データベースで、管理リカバリが開始されている場合、管理リカバリを停止します。  
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物理スタンバイ・データベースは、障害保護用に使用できる本番データベースのコピーです。 

たとえば、SQL*Plusを(SYSDBA権限ではなく)SYSBACKUP権限でデータベースに接続して、義務のセキュリティ・モデル

の分離を強制し、次の文を実行して管理リカバリを停止します。  

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL; 

このターミナル・ウィンドウを開いたままにします。 

3. サーバー・パラメータ・ファイルまたは初期化パラメータ・ファイルを一時的な保存場所にコピーします。 

次の例では、オペレーティング・システム・ユーティリティを使用して、サーバー・パラメータ・ファイルをコピーします。 

$ cp spfileMYDB.ora orig_spfileMYDB.ora 

4. 新しいターミナル・ウィンドウで、RMANセッションを開始し、TARGETとして移行するデータベースに接続します。必要に

応じて、リカバリ・カタログに接続します。SYSBACKUP権限で接続して、義務のセキュリティ・モデルの分離を強制します。  

5. データファイルをOracle ASMディスク・グループにバックアップします。 

次の例では、RUNコマンドを使用して、レベル0増分バックアップを作成し、4チャネルを割り当ててバックアップ速度を速

めます。レベル0増分バックアップは、バックアップ対象のデータファイルのすべてのデータ・ブロックをバックアップするRMAN

増分バックアップです。レベル0の増分バックアップは、内容は全体バックアップと同じですが、全体バックアップとは異なり、

増分バックアップ計画の一部とみなされます。  

増分バックアップは、変更されたブロックのみをバックアップするRMANバックアップです。増分バックアップはレベルによって

分類されます。レベル0増分バックアップは全体バックアップと同じ機能で、どちらも使用されたことがあるすべてのブロック

をバックアップします。全体バックアップでは後続の増分バックアップでバックアップされたブロックに影響がないのに対し、

増分バックアップでは影響がある点で異なります。  

全体バックアップは、非増分RMANバックアップです。全体は、データベースのどれだけがバックアップされるかではなく、

バックアップが増分ではないということを指しています。したがって、1つのデータファイルの全体バックアップを作成できます。 

この数値は適宜増減します。FORMAT句は、データベースの格納に使用されるOracle ASMディスク・グループの名

前である+DATAを指定しています。  

RUN 

{ 

  ALLOCATE CHANNEL dev1 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev2 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev3 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev4 DEVICE TYPE DISK; 

  BACKUP AS COPY 

    INCREMENTAL LEVEL 0 

    DATABASE 

    FORMAT '+DATA' 

    TAG 'ORA_ASM_MIGRATION'; 

} 

6. ブロック変更トラッキングがデータベースに対して有効である場合、任意でレベル1増分バックアップを作成します。これは

後からデータベース・コピーのリカバリに使用できます。 

ブロック変更トラッキングは、各データベース更新の影響を受けたデータファイル・ブロックをOracleに追跡させるデータ

ベース・オプションです。追跡情報は、ブロック・チェンジ・トラッキング・ファイルに格納されます。ブロック変更トラッキングを

有効にすると、RMANでは変更トラッキング・ファイルから変更されたブロックの記録を使用して、データファイル全体を読
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み取るのではなく、変更されたブロックのみを読み取ることで、増分バックアップのパフォーマンスを向上させます。 

次の例では、前のステップで作成したレベル0バックアップの増分レベル1コピーを作成します。 

RUN 

{ 

  ALLOCATE CHANNEL dev1 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev2 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev3 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev4 DEVICE TYPE DISK; 

  BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1  

    FOR RECOVER OF COPY WITH TAG 'ORA_ASM_MIGRATION'  

    DATABASE; 

} 

7. データベースがARCHIVELOGモードで、データベースがオープンの場合、オンライン・ログをアーカイブします。  

次の例では、SQLコマンドを使用して、現行REDOログをアーカイブします。  

RMAN> SQL "ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT"; 

8. データベース・インスタンスで現在サーバー・パラメータ・ファイルを使用している場合、それをバックアップします。 

次の例では、サーバー・パラメータ・ファイルをバックアップします。 

RMAN> BACKUP AS BACKUPSET SPFILE; 

9. ブロック変更トラッキングが有効になっている場合は、無効にします。 

次のコマンドにより、ブロック変更トラッキングが無効になります。 

RMAN> SQL "ALTER DATABASE DISABLE BLOCK CHANGE TRACKING"; 

10. フラッシュバック・データベースが有効な場合、無効にして、保証付きリストア・ポイントを削除します。 

 

  
 

ノート: 

高速リカバリ領域を移行しない場合は、このステップを省略してください。 

フラッシュバック・ログをOracle ASMに移行できないため、Oracle Flashback Databaseを無効にする必要があり

ます。次のコマンドでフラッシュバック・データベースを無効にします。 

RMAN> SQL "ALTER DATABASE FLASHBACK OFF"; 

次のコマンドにより、Q106という保証付きリストア・ポイントが削除されます。  

RMAN> SQL "DROP RESTORE POINT Q106"; 

11. 一貫性のある状態でデータベースを停止します。 

次のコマンドにより、データベースを停止します。 

RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE; 
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RMANを使用したOracle ASMへのデータベースの移行 

次の手順は、データベースの停止時間を最小限にするためのものです。移行の対象がプライマリ・データベースかスタンバイ・デー

タベースによって、ステップがわずかに異なります。この手順では、「RMANを使用してOracle ASMにデータベースを移行するた

めの準備」で説明したのと同じことを前提とします。リカバリ領域をOracle ASMに移行しない場合は、示されているステップの

一部を変更する必要があります。  

 

  
 

ノート: 

次の手順は、SQL*Plus と RMAN の間で切り替わるため、それぞれのユーティリティに 1 つのターミナル・ウィン

ドウを開いたままにします。 

Oracle ASMにデータベースを移行するには: 

1. 「RMANを使用してOracle ASMにデータベースを移行するための準備」のステップに従います。  

2. Oracle ASMストレージでサーバー・パラメータ・ファイルをリストアまたは作成します。 

データベースでサーバー・パラメータ・ファイルが使用されているかどうかによって、ステップが異なります。  

 データベースでサーバー・パラメータ・ファイルが使用されている場合、次のコマンドでOracle ASMディスク・グ

ループにリストアします。sidはインスタンスのSIDです。  

RMAN> STARTUP MOUNT; 

RMAN> RESTORE SPFILE TO '+DATA/spfilesid.ora'; 

RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE; 

 データベースでサーバー・パラメータ・ファイルが使用されていない場合、Oracle ASMで1つ作成します。

SQL*PlusでCREATE SPFILEコマンドを次のように実行します(sidはデータベースのSIDです)。  

SQL> CREATE SPFILE='+DATA/spfilesid.ora' FROM PFILE='?/dbs/initsid.ora'; 

3. Oracle Managed Files初期化パラメータをOracle ASMの場所に設定します。 

 

  
 

ノート: 

高速リカバリ領域を移行しない場合、DB_RECOVERY_FILE_DEST および

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE 初期化パラメータの設定を変更しないでください。ただし、オンライン

REDO ログの移行の場合は、DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n パラメータを Oracle ASM の場所に

設定する必要があります。  

DB_CREATE_FILE_DESTおよびオプションのDB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n初期化パラメータをOracle ASMディス

ク・グループに設定します。データベースでリカバリ領域を使用する場合、リカバリ領域の場所をOracle ASMディスク・

グループに変更します。また、リカバリ領域のサイズも変更します。  

次の例に示すように、SQL*Plusでコマンドを実行します。例では、高速リカバリ領域のサイズを100GBと想定し、高

速リカバリ領域にディスク・グループ+FRAを指定します。  

SQL> STARTUP FORCE NOMOUNT; 
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SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CREATE_FILE_DEST='+DATA' SID='*'; 

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=100G SID='*'; 

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST='+FRA' SID='*'; 

4. CONTROL_FILES初期化パラメータをOracle ASMの場所に設定します。  

高速リカバリ領域を移行する場合は、SQL*Plusで次のコマンドを入力してデータベース・インスタンスを再起動し、制

御ファイルの場所をディスク・グループ+DATAおよび+FRAに設定します。  

SQL> STARTUP FORCE NOMOUNT; 

SQL> ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES='+DATA','+FRA' SCOPE=SPFILE SID='*'; 

高速リカバリ領域を移行しない場合は、SQL*Plusで次のコマンドを入力してデータベース・インスタンスを再起動し、

制御ファイルの場所をディスク・グループ+DATAに設定します。  

SQL> STARTUP FORCE NOMOUNT; 

SQL> ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES='+DATA','+DATA' SCOPE=SPFILE SID='*'; 

5. 制御ファイルをOracle ASMに移行し、制御ファイルをマウントします。 

制御ファイルをリストアするためにRMANターミナルに切り替えます。次の例で、original_cf_nameは、移行前の初期

化パラメータ・ファイル内の制御ファイル名です。  

RMAN> STARTUP FORCE NOMOUNT; 

RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM 'original_cf_name'; 

RMAN> ALTER DATABASE MOUNT; 

6. データファイルをOracle ASMに移行します。 

RMANを使用して、「RMANを使用してOracle ASMにデータベースを移行するための準備」のステップ「データファイ

ルをOracle ASMディスク・グループにバックアップします」で作成したデータベース・コピーに切り替えます。切替えにより、

すべてのデータファイルはOracle ASMディスク・グループ上のファイルに名前が変更されます。後で、データベースをリカ

バリします。増分バックアプが取られた場合、RMANではそれらをリカバリ中に適用します。たとえば、RMANプロンプト

で次のコマンドを入力します。  

SWITCH DATABASE TO COPY; 

RUN 

{ 

  ALLOCATE CHANNEL dev1 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev2 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev3 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev4 DEVICE TYPE DISK; 

  RECOVER DATABASE; 

} 

7. データベースでブロック変更トラッキングまたはフラッシュ・データベースを使用する場合、これらの機能を有効にします。 

 

  
 

ノート: 

リカバリ領域を移行しない場合、フラッシュバック・データベースは無効にしていないので、有効にはしま

せん。 

たとえば、SQL*Plusで次の文を入力します。 
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SQL> ALTER DATABASE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING USING FILE '+DATA'; 

SQL> ALTER DATABASE FLASHBACK ON; 

8. データベースを標準操作モードにします。 

標準操作モードは、データベースがプライマリ・データベースかスタンバイ・データベースかによって決まります。 

 データベースがプライマリ・データベースである場合は、次のようにオープンします。 

SQL> ALTER DATABASE OPEN; 

 データベースがスタンバイ・データベースの場合は、次のように管理リカバリ・モードを再開します。 

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE; 

9. 一時ファイルを削除し、Oracle ASMに再作成します。 

SQL*Plusを使用して、一時ファイルを再作成します。次の例では、元の記憶域にある一時ファイルの名前は

tempfile_nameです。一時表領域の名前はtemp_tbs_nameです。  

SQL> ALTER DATABASE TEMPFILE 'tempfile_name' DROP; 

SQL> ALTER TABLESPACE temp_tbs_name ADD TEMPFILE; 

10. オンラインREDOログ・ファイルを移行します。 

これがプライマリ・データベースである場合、Oracle ASMで新しいログ・グループ・メンバーを追加し、古いメンバーを削

除します。次のPL/SQLスクリプトを使用すると、オンラインREDOログ・グループをOracle ASMディスク・グループに移

行できます。PL/SQLスクリプトでは、「RMANを使用したOracle ASMへのデータベースの移行」のステップ「Oracle 

Managed Files初期化パラメータをOracle ASMの場所に設定します」で指定したOracle Managed Files初期

化パラメータが設定されていると想定しています。  

11. 必要に応じて、古い高速リカバリ領域のバックアップおよびコピーを、次のようにOracle ASMに移行します。 

 リカバリ領域に外部アーカイブ・ログが存在する場合、それらをOracle ASMに移行できません。RMANプロン

プトで次のコマンドを実行します。 

RMAN> DELETE ARCHIVELOG ALL; 

 アーカイブREDOログ・ファイル、バックアップ・セットおよびデータファイル・コピーをOracle ASMにバックアップし

ます。たとえば、RMANプロンプトで次のコマンドを実行します。 

RUN 

{ 

  ALLOCATE CHANNEL dev1 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev2 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev3 DEVICE TYPE DISK; 

  ALLOCATE CHANNEL dev4 DEVICE TYPE DISK; 

  BACKUP AS COPY ARCHIVELOG ALL DELETE INPUT; 

  BACKUP BACKUPSET ALL DELETE INPUT; 

  BACKUP AS COPY DATAFILECOPY ALL DELETE INPUT; 

}

例8-1 オンラインREDOログの移行 

SET SERVEROUTPUT ON; 

DECLARE 

   CURSOR rlc IS 

      SELECT GROUP# GRP, THREAD# THR, BYTES, 'NO' SRL 
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      FROM   V$LOG 

      UNION 

      SELECT GROUP# GRP, THREAD# THR, BYTES, 'YES' SRL 

      FROM   V$STANDBY_LOG 

      ORDER BY 1; 

   stmt     VARCHAR2(2048); 

BEGIN 

   FOR rlcRec IN rlc LOOP 

      IF (rlcRec.srl = 'YES') THEN 

         stmt := 'ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD ' || 

                 rlcRec.thr || ' SIZE ' || rlcRec.bytes; 

         EXECUTE IMMEDIATE stmt; 

         stmt := 'ALTER DATABASE DROP STANDBY LOGFILE GROUP ' || rlcRec.grp; 

         EXECUTE IMMEDIATE stmt; 

      ELSE 

         stmt := 'ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD ' || 

                 rlcRec.thr || ' SIZE ' ||  rlcRec.bytes; 

         EXECUTE IMMEDIATE stmt; 

         BEGIN 

            stmt := 'ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP ' || rlcRec.grp; 

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(stmt); 

            EXECUTE IMMEDIATE stmt; 

         EXCEPTION 

            WHEN OTHERS THEN 

               EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE'; 

               EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM CHECKPOINT GLOBAL'; 

               EXECUTE IMMEDIATE stmt; 

         END; 

      END IF; 

   END LOOP; 

END; 

/

Oracle ASMから代替ストレージへのデータベースの移行 

Oracle ASMから代替ストレージ・システムへのデータベースの移行は、基本的にOracle ASMへの移行の逆です。RMANを

使用してOracle ASMにデータベースを移行するための準備およびRMANを使用したOracle ASMへのデータベースの移行の

ステップを次のように変更します。  

 手順でOracle Managed Filesの場所を指定する場合、代替ストレージ内の場所を使用するように手順を変更し

ます。 

 BACKUPコマンドのFORMAT句でOracle ASMの場所を指定する場合、バックアップ形式を代替ストレージの場所に変

更します。  

 SQL文で使用するファイル名がOracle ASMの場所である場合、代替ストレージの場所のファイル名に変更します。 

RMANを使用したOracle ASMディスク・グループ間でのデータファイルの移

動 

ARCHIVELOGモード・データベースのアクティブ・データファイルをOracle ASMディスク・グループ間で移動できます。RMANの

BACKUP AS COPYを使用してデータファイルを新規ディスク・グループにコピーし、SET NEWNAMEコマンドとSWITCHコマンドを使用し
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て制御ファイルでデータファイルの名前を変更できます。  

ALTER DATABASE MOVE DATAFILEを使用することもできます。データファイルを移動するためのSQL文です。ALTER DATABASE 

MOVE DATAFILEを使用したオンラインでのデータファイルの移動の詳細は、ALTER DATABASEを使用したディスク・グループ

間のデータファイルの移動を参照してください。  

RMANを使用したこのシナリオでは、ディスク・グループDATAおよびUSERDATAを使用し、データファイルusers.261.689589837を

ディスク・グループUSERDATAに移動することを前提としています。データファイルの移動手順を始める前に、データベースに対して

ARCHIVELOGモードが有効になっていることを確認します。  

RMANのBACKUP AS COPYプロシージャをSET NEWNAMEおよびSWITCHコマンドとともに使用して、あるOracle ASMディスク・グ

ループから別のディスク・グループにデータファイルを移動するには、次のステップを実行します。  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。 

次に例を示します。 

$ rman 

RMAN> CONNECT TARGET SYS@orcl 

target database Password: XXXXXXXXX 

connected to target database: ORCL (DBID=1217369048) 

2. データファイルの名前を示すレポートを生成します。 

RMANをターゲット・データベースに接続した後、次のREPORTコマンドを実行します。移動するファイルのデータファイル

名を書き留めます。  

次に例を示します。 

RMAN> REPORT SCHEMA; 

Report of database schema for database with db_unique_name ORCL 

  

List of Permanent Datafiles 

=========================== 

File Size(MB) Tablespace           RB segs Datafile Name 

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

1    740      SYSTEM         ***     +DATA/orcl/datafile/system.258.689589737 

2    570      SYSAUX         ***     +DATA/orcl/datafile/sysaux.259.689589785 

3    55       UNDOTBS1       ***     +DATA/orcl/datafile/undotbs1.260.689589831 

4    5        USERS          ***     +DATA/orcl/datafile/users.261.689589837 

List of Temporary Files 

======================= 

File Size(MB) Tablespace           Maxsize(MB) Tempfile Name 

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

1    20       TEMP           32767       +DATA/orcl/tempfile/temp.262.689589851 

3. データファイルを新しいOracle ASMディスク・グループにバックアップします。  

BACKUP AS COPYコマンドを実行して、DATA上のデータファイルをUSERDATAにバックアップします。  

次に例を示します。 

RMAN> BACKUP AS COPY 

        DATAFILE "+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837" 

        FORMAT   "+USERDATA"; 

Starting backup at 16-JUN-09 



252 

allocated channel: ORA_DISK_1 

channel ORA_DISK_1: SID=51 device type=DISK 

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy 

input datafile file number=00004 name=+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837 

output file name=+USERDATA/orcl/datafile/users.256.689682663 

  tag=TAG20090616T103101 RECID=13 STAMP=689682663 

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 

Finished backup at 16-JUN-09 

データファイル番号およびデータファイル・タイプによってデータファイルを指定することもできます。 

次に例を示します。 

BACKUP AS COPY 

  DATAFILE 4 

  FORMAT   "+USERDATA"; 

4. 新しいディスク・グループに移動するデータファイルをオフラインにします。 

RMANクライアントで次のSQLコマンドを実行します。データファイルの名前を、二重引用符ではなく、2つの一重引用

符で囲みます。  

次に例を示します。 

RMAN> SQL "ALTER DATABASE DATAFILE  

       ''+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837'' OFFLINE"; 

sql statement: ALTER DATABASE DATAFILE 

     ''+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837''  OFFLINE 

5. 制御ファイルを新規に作成したデータファイルのコピーに指定します。  

RMANクライアントでSWITCH...TO COPYコマンドを実行します。SWITCHのTO COPYオプションにより、データファイルをそ

の最新コピーに切り替えます。  

次に例を示します。 

RMAN> SWITCH DATAFILE "+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837" TO COPY; 

datafile 4 switched to datafile copy 

    "+USERDATA/orcl/datafile/users.256.689682663" 

このコマンドの出力には、データファイルの新しい名前が表示されます。 

6. 名前を変更したデータファイルをリカバリします。 

RMANクライアントでRECOVERコマンドを実行します。  

次に例を示します。  

RMAN> RECOVER DATAFILE "+USERDATA/orcl/datafile/users.256.689682663"; 

Starting recover at 16-JUN-09 

using channel ORA_DISK_1 

starting media recovery 

media recovery complete, elapsed time: 00:00:01 

Finished recover at 16-JUN-09 

7. データファイルをオンラインにします。 

RMANクライアントで次のSQLコマンドを実行します。データファイルの名前を、二重引用符ではなく、2つの一重引用

符で囲みます。  
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次に例を示します。  

RMAN> SQL "ALTER DATABASE DATAFILE 

      ''+USERDATA/orcl/datafile/users.256.689682663'' ONLINE"; 

sql statement: ALTER DATABASE DATAFILE 

   ''+USERDATA/orcl/datafile/users.256.689682663'' ONLINE 

8. 元のOracle ASMディスク・グループからデータファイル・コピーを削除します。 

ここでは、+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837がDATAにある元のデータファイルです。このデータファイルに

対してSET NEWNAMEコマンドとSWITCHコマンドを発行したため、元のファイルがRMANリポジトリにデータファイル・コピーと

して記録されています。RMANクライアントでDELETEコマンドを実行し、このファイルを削除します。  

次に例を示します。 

RMAN> DELETE DATAFILECOPY "+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837"; 

released channel: ORA_DISK_1 

allocated channel: ORA_DISK_1 

channel ORA_DISK_1: SID=51 device type=DISK 

List of Datafile Copies 

======================= 

Key     File S Completion Time Ckp SCN    Ckp Time        

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

14      4    A 16-JUN-09       864471     16-JUN-09       

        Name: +DATA/orcl/datafile/users.261.689589837 

        Tag: TAG20090615T084217 

Do you really want to delete the above objects (enter YES or NO)? y 

deleted datafile copy 

datafile copy file name=+DATA/orcl/datafile/users.261.689589837 RECID=14 STAMP=689683255 

Deleted 1 objects 
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9 ASMCAによるOracle ASMの管理  

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)では、Oracle ASMの管理用ユーティリティを提供します。 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)は、Oracle ASMインスタンス、Oracle ASMディスク・グループ、

Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(ADVM)ボリュームおよびOracle Automatic Storage Managementクラスタ・

ファイル・システム(Oracle ACFS)ファイル・システムのインストールと構成を支援します。さらに、ASMCAコマンドライン・インタ

フェースを使用できます。 

この章では、以下のトピックについて説明します。 

 ASMCA GUIツールの開始 

 ASMCAによるインスタンスおよびディスク・グループの管理 

 ASMCAコマンドライン・インタフェース 

ASMCAによるOracle ACFSおよびOracle ADVMの管理の詳細は、「ASMCAによるOracle ACFSおよびOracle 

ADVMの管理」を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

ASMCA 機能およびメニュー・オプションによっては、Oracle RAC 構成などの特定の環境でしか使用できないも

のがあります。特定の ASMCA ページの詳細は、「ヘルプ」ボタンで表示されるオンライン・ヘルプを参照してくださ

い。  

ASMCA GUIツールの開始 

ASMCAを起動するには、Oracle Grid Infrastructureホーム内のコマンド・プロンプトにasmcaと入力します。次に例を示し

ます。  

$ asmca 

GUIツールが表示され、+ASMに設定されたOracleシステム識別子(SID)によって識別されるOracle ASMインスタンスに接続

しようとします。  

ASMCAが稼働していないOracle ASMインスタンスを検出した場合、そのインスタンスを起動するかどうか入力するように要求

されます。 

コマンドラインASMCAを起動する場合は、ASMCAコマンドライン・インタフェースを参照してください。  

 

  
 

ノート: 

ASMCA 機能およびメニュー・オプションによっては、Oracle RAC 構成などの特定の環境でしか使用できないも

のがあります。特定の ASMCA ページの詳細は、「ヘルプ」ボタンで表示されるオンライン・ヘルプを参照してくださ
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い。  

ASMCAによるインスタンスおよびディスク・グループの管理 

この項では、次の項目について説明します。 

 ASMCAによるOracle ASMインスタンスの作成 

 ASMCAによるディスク・グループの管理 

 

  
 

ノート: 

ASMCA 機能およびメニュー・オプションによっては、Oracle RAC 構成などの特定の環境でしか使用できないも

のがあります。特定の ASMCA ページの詳細は、「ヘルプ」ボタンで表示されるオンライン・ヘルプを参照してくださ

い。  

 

  
 

ノート: 

Solaris および AIX では、SHUTDOWN ABORT コマンドを使用してデータベース・インスタンスを停止しても、ボ

リューム・デバイス・ファイルは削除されません。  

ASMCAによるOracle ASMインスタンスの作成 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用すると、ホスト上にOracle ASMインスタンスが見つからない場合、

Oracle ASMインスタンスを作成できます。 

「ASMの作成」ページで、Oracle ASMインスタンスの管理者のSYSパスワードと、そのOracle ASMインスタンスを監視できる

ASMSNMPユーザーのパスワードを入力します。ASMSNMPは主にOracle ASMインスタンスを監視するために使用される、より権限

の低いユーザーです。  

このOracle ASMインスタンスの登録先となるリスナーを選択できます。「ASMパラメータ」をクリックし、Oracle ASMインスタン

スの初期化パラメータを更新します。  

「ASMの作成」ページで「ASMパラメータ」をクリックできる場合は、Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントのページで

Oracle ASMインスタンスの初期化パラメータを更新できます。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMインスタンス初期化パラメータの詳細は、「Oracle ASMインスタンスの初期化パラメータ」  

 Oracle ASMのインストールの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイ

ド』  

 データベース・アカウントとパスワードの確認の詳細は、『Oracle Databaseインストレーション・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
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ASMCAによるディスク・グループの管理 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用すると、「ASMの構成」の「ディスク・グループ」タブを使用して、Oracle 

ASMディスク・グループを構成または作成できます。  

「ディスク・グループ」タブには、ディスク・グループの名前、サイズ、空き領域、使用可能領域、冗長性レベル、状態など、選択し

たディスク・グループに関する詳細が表示されます。 

画面で選択したディスク・グループを右クリックすると、構成オプション・メニューを表示できます。メニュー・オプションを使用すると

次の操作ができます。 

 ディスク・グループに対するディスクの追加および削除 

 割当て制限グループの追加、削除および一覧表示 

 ファイル・グループの追加、削除および移動 

 ディスク・グループ属性の編集 

 ディスク・グループのテンプレートの管理 

 ディスク・グループ上でのデータベース用のOracle ACFSファイル・システムの作成 

 ディスク・グループのマウントおよびディスマウント 

 ディスク・グループの削除 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルの削除およびクリア。 

ディスク・グループの作成、すべてのディスク・グループのマウントおよびディスマウントのための追加オプションがあります。 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用すると、Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントの「ディスク・グ

ループ」ページで「作成」をクリックして、Oracle ASMディスク・グループを作成できます。  

「ディスク・グループの作成」ページでは、ディスク・グループ名の入力、冗長性レベルの選択、別のディレクトリにあるディスクを探

すためのディスク検出パスの変更、ディスク・グループに含めるディスクの特定、障害グループ名の入力、障害グループがクォーラ

ム・タイプかどうかの指定を実行できます。  

クォーラム障害グループは特殊なタイプの障害グループで、これらの障害グループに属するディスクにはユーザー・データが格納さ

れず、クォーラム障害グループはユーザー・ストレージに関する冗長性要件の決定時に考慮されません。しかし、ディスク・グルー

プのマウント時には考慮されます。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバがシステムに構成されている場合、Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルをディスクに追加した

り、ディスクからクリアしたりできます。  

ディスク・グループの作成時に、拡張オプションの表示を選択できます。拡張オプション・セクションを使用すると、ディスク・グループ

の互換性設定および割当て単位(AU)サイズなどの追加オプションを設定できます。ディスク・グループ作成の指定が終了したら、

「OK」をクリックします。  

 

  
 

ノート: 
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ディスク・グループの互換性設定は、拡張のみ可能です。ディスク・グループの互換性設定を拡張した後で下位

の互換性設定に戻すことはできません。  

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループ・タイプが FLEX または EXTEND の場合、「空き領域(GB)」および「使用可能(GB)」の値は 0 で

す。この場合の 0 値は、値が指定されていないという意味で、「空き領域(GB)」および「使用可能(GB)」の数量

がゼロという意味ではありません。  

 

関連項目: 

 クォーラム障害グループの詳細は、「Oracle ASMディスク・グループへのOracle Cluster Registryおよび投票ファイ

ルの格納」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

 ディスク・グループの互換性属性と、ディスク・グループの互換性の拡張については、「ディスク・グループの互換性」と

「ディスク・グループの互換性の概要」  

 ディスク検出の詳細は、「Oracle ASMディスク検出」と「ASM_DISKSTRING」  

 ディスク・グループの管理の詳細は、「Oracle ASMディスク・グループの管理」  

 V$ASM_DISKGROUPビューに表示されるディスク・グループ情報の詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

ASMCAコマンドライン・インタフェース 

ASMCAコマンドライン・インタフェースは、Oracle ASMインスタンス、Oracle ASMディスク・グループ、ボリュームおよびOracle 

ACFSを構成するための非GUIサポートを提供します。 

 ASMCAコマンドラインの実行 

 インスタンスおよびディスク・グループ用のASMCAコマンド 

ASMCAコマンドラインの実行 

ASMCAコマンドライン・ツールを実行するための構文は次のとおりです。 

asmca -silent command_name [options]  

表9-1に、asmcaコマンドライン・ツールで使用可能なオプションを示します。 

表9-1 ASMCAコマンドライン・ツールのオプション 

オプション 説明 

-silent コマンドライン・モードで asmca を実行するために指定します。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30171
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オプション 説明 

command_name 実行するコマンドを指定します。コマンドは次のいずれかです。 

 -configureASM  

 -configureParameter  

 -deleteASM  

 -createDiskGroup  

 -editDiskGroupAttributes  

 -addDisk  

 —createLabel  

 -dropLabel  

 -createFileGroups  

 -dropFileGroups  

 —createQuotaGroups  

 -dropQuotaGroups  

 -createVolume  

 -createACFS  

 -createACFSSnapshot  

 -dropACFSSnapshot  

インスタンスおよびディスク・グループ用の ASMCA コマンドを参照してください。  

options コマンドのために実行するオプションを指定します。オプションはコマンドによって変わりま

す。使用可能なオプションは、インスタンスおよびディスク・グループ用の ASMCA コマン

ドで説明されている個々のコマンドを参照してください。  

次のリストは、複数のコマンドに共通なオプションの説明です。 

 -help 

ASMCA をサイレント・モードで実行するためのヘルプを表示します。 

 -asmsnmpPassword asmsnmp_password 

Oracle ASM 監視ユーザー(ASMSNMP)のパスワード。これはオプションで、

Oracle ASM インスタンスの作成および移行の場合のみ必要です。  

 -sysAsmPassword sysasm_password 

Oracle ASM インスタンスの SYSASM パスワード。このオプションは必須です。  

次に、-helpオプションの例を示します。  

$ asmca -help 

asmca [-silent] [-sysAsmPassword <SYS user password>] [-asmsnmpPassword <ASMSNMP password>] {<command> 

<options>} 

Please refer to the manual for details. 

You can enter one of the following commands: 

... 
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インスタンスおよびディスク・グループ用のASMCAコマンド 

この項では、Oracle ASMオブジェクトを管理するためにASMCAコマンドラインで実行できるコマンドについて説明します。 

 Oracle ASMインスタンスの構成 

 指定されたインスタンスのパラメータの構成 

 Oracle ASMインスタンスの削除 

 ディスク・グループの作成 

 ディスク・グループへのディスクの追加 

 Oracle ASMディスク・グループ属性の編集 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルの作成 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルの削除 

 Oracle ASMファイル・グループの作成 

 Oracle ASMファイル・グループの削除 

 Oracle ASM割当て制限グループの作成 

 Oracle ASM割当て制限グループの削除 

Oracle ASMインスタンスの構成 

-configureASMは、Oracle ASMインスタンスを構成または作成します。  

構文 

asmca -silent 

 -configureASM 

 [-sysAsmPassword sysasm_password ] 

 [ -asmsnmpPassword asm_monitor_password ]  

 [ { -param paramname=paramvalue , ... } ] 

 [ { -diskString discovery_path 

 { -diskGroupName diskgroup 

{ -disk disk_path [-diskName disk]  | 

 -diskList disk_list  

  [-diskSize disk_size_MB]  

  [-failuregroup failure_group]  

  [-force|-noforce]  

  [-quorum|-noquorum]  } 

 [ -redundancy { HIGH | NORMAL | EXTERNAL } ] } ] 

 [-au_size value] 

 [-compatible.asm value ] 

 [-compatible.rdbms value ] 

 [-compatible.advm value ] } 

表9-2に、-configureASMコマンドラインで使用可能なオプションを示します。 

表9-2 -configureASMコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-param paramname=paramvalue , ...  Oracle ASM インスタンスの値とともに、初期化パラメータのリストを指

定します。 

-diskString discovery_path ディスク検索のための Oracle ASM 検出文字列を指定します。  

-diskGroupName diskgroup 作成する Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-disk disk_path ディスク・デバイスのフルパスを指定します。 

-diskName disk ユーザー指定のディスク名を指定します。 

-diskList disk_list ディスク・グループに追加するディスク名のカンマ区切りリストを指定しま

す。 

-diskSize disk_size_MB Oracle ASM ストレージに使用するディスクのサイズを指定します。 

-failuregroup failure_group 障害グループ名を指定します。 

-force | -noforce ディスクの使用を強制する場所を指定します。 

-quorum | -noquorum クォーラムまたは標準の障害グループを指定します。 

-redundancy { HIGH | NORMAL | EXTERNAL}  Oracle ASM ディスク・グループの冗長性設定を指定します。 

-au_size 割当て単位サイズ(1、2、4、8、16、32、64)を指定します。 

-compatible.asm 属性設定を指定します。 

-compatible.rdbms 属性設定を指定します。 

-compatible.advm 属性設定を指定します。 

複数のコマンドに共通のその他のオプションについては、表9-1を参照してください。  

例 

Oracle ASMインスタンスを構成するには:

例9-1 asmca -silent -configureASMの使用方法 

asmca -silent 
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        -configureASM 

          -diskString '/devices/disk*' 

          –sysAsmPassword my_sysasm_password 

          -asmsnmpPassword my_asmsnmp_passwd

指定されたインスタンスのパラメータの構成 

-configureParameterは、指定されたターゲット・インスタンスのパラメータを変更します。  

構文 

asmca -silent 

          -configureParameter [-target {ASM|IOS|APX|ALL} ]  

          [{-param paramname=paramvalue , ... }] 

          [-sysAsmPassword sysasm_password ] 

表9-3に、-configureParameterコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-3 -configureParameterコマンドのオプション 

オプション 説明 

-target {ASM|IOS|APX|ALL} コマンドのターゲット・インスタンスを指定します。ターゲットが指定されて

いない場合、デフォルトは Oracle ASM インスタンスです。 

-param paramname=paramvalue , ...  Oracle ASM インスタンスの値とともに、初期化パラメータのリストを指

定します。 

複数のコマンドに共通のその他のオプションについては、表9-1を参照してください。  

例 

指定されたターゲット・インスタンスのパラメータを構成するには:

例9-2 asmca -silent -configureParameterの使用方法 

asmca -silent 

        -configureParameter  

            –param  

            asm_power_limit=3 

        –sysAsmPassword my_sysasm_password

Oracle ASMインスタンスの削除 

-deleteASMは、存在するすべてのOracle ASMインスタンスを削除します。Oracle ASMインスタンスを使用しているデータ

ベースがある場合、操作が停止し、エラーが発生します。  

構文 

asmca -silent 

          -deleteASM 

          [-sysAsmPassword sysasm_password ] 

          [-force]  
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          [-dropDiskGroups]  

表9-4に、-deleteASMコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-4 -deleteASMコマンドのオプション 

オプション 説明 

-force 強制的に Oracle ASM インスタンスを削除します。 

-dropDiskGroups このインスタンスのディスク・グループを削除します。 

複数のコマンドに共通のその他のオプションについては、表9-1を参照してください。  

例 

Oracle ASMインスタンスを削除するには:

例9-3 asmca -silent -deleteASMの使用方法 

asmca -silent 

        -deleteASM 

          –sysAsmPassword my_sysasm_password 

          -force

ディスク・グループの作成 

-createDiskGroupは、Oracle ASMインスタンスにディスク・グループを作成します。  

構文 

asmca -silent 

 -createDiskGroup 

 [ -diskString discovery_path ] 

 { -diskGroupName diskgroup 

{ -disk disk_path [-diskName disk]  | 

 -diskList disk_list  

  [-diskSize disk_size_MB]  

  [-failuregroup failure_group]  

  [-force|-noforce]  

  [-quorum|-noquorum]  } 

 [ -redundancy { HIGH | NORMAL | EXTERNAL } ] } ] 

 [-au_size value] 

 [-compatible.asm value ] 

 [-compatible.rdbms value ] 

 [-compatible.advm value ] } 

 [-sysAsmPassword sysasm_password ] 

表9-5に、-createDiskGroupコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-5 -createDiskGroupコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-diskString discovery_path ディスク検索のための Oracle ASM 検出文字列を指定します。  

-diskGroupName diskgroup 作成する Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-disk disk_path ディスク・デバイスのフルパスを指定します。 

-diskName disk ユーザー指定のディスク名を指定します。 

-diskList disk_list ディスク・グループに追加するディスク名のカンマ区切りリストを指定しま

す。 

-diskSize disk_size_MB Oracle ASM ストレージに使用するディスクのサイズを指定します。 

-failuregroup failure_group 障害グループ名を指定します。 

-force | -noforce ディスクの使用を強制する場所を指定します。 

-quorum | -noquorum クォーラムまたは標準の障害グループを指定します。 

-redundancy { HIGH | NORMAL | EXTERNAL}  Oracle ASM ディスク・グループの冗長性設定を指定します。 

-au_size 割当て単位サイズ(1、2、4、8、16、32、64)を指定します。 

-compatible.asm 属性設定を指定します。 

-compatible.rdbms 属性設定を指定します。 

-compatible.advm 属性設定を指定します。 

複数のコマンドに共通のその他のオプションについては、表9-1を参照してください。  

ディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」を参照してください。  

例 

Oracle ASMインスタンスにディスク・グループを作成するには:

例9-4 asmca -silent -createDiskGroupの使用方法 

$ asmca -silent -createDiskGroup 

       -diskGroupName mynewdg 

           -disk '/devices/diske*' 
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           -disk '/devices/diskk*' 

       -redundancy NORMAL 

       -au_size 64 

       -compatible.asm '19.0.0.0.0' 

       -compatible.rdbms '19.0.0.0.0' 

       -compatible.advm '19.0.0.0.0' 

DiskGroup mynewdg created successfully.

ディスク・グループへのディスクの追加 

-addDiskは、Oracle ASMインスタンスにある既存のディスク・グループにディスクを追加します。  

構文 

asmca -silent  

  -addDisk 

 [ -diskString discovery_path ] 

 {-diskGroupName diskgroup 

{-disk disk_path [-diskName disk]  | 

 -diskList disk_list  

  [-diskSize disk_size_MB]  

  [-failuregroup failure_group]  

  [-force|-noforce]  

  [-quorum|-noquorum]  } 

 [-sysAsmPassword sysasm_password ] 

表9-6に、-addDiskコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-6 -addDisk commandコマンドのオプション 

オプション 説明 

-diskString discovery_path ディスク検索のための Oracle ASM 検出文字列を指定します。  

-diskGroupName diskgroup 更新する Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-diskList disk_list ディスク・グループに追加するディスク名のカンマ区切りリストを指定しま

す。 

-diskSize disk_size_MB Oracle ASM ストレージに使用するディスクのサイズを指定します。 

-failuregroup failure_group 障害グループ名を指定します。 

-force | -noforce ディスクの使用を強制する場所を指定します。 

-quorum | -noquorum クォーラムまたは標準の障害グループを指定します。 

複数のコマンドに共通のその他のオプションについては、表9-1を参照してください。  

例 
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既存のディスク・グループにディスクを追加するには:

例9-5 asmca -silent -addDiskの使用方法 

asmca -silent 

        -addDisk 

          -diskGroupName mynewdg  

             -disk '/devices/diskl1' 

             -disk '/devices/diskl2' 

Disks added successfully to diskgroup mynewdg.

Oracle ASMディスク・グループ属性の編集 

-editDiskGroupAttributesは、Oracle ASMディスク・グループ属性を更新します。  

構文および説明 

-editDiskGroupAttributes 

      (-diskGroupName disk_group) 

      (-attribute value) 

次の表に、—editDiskGroupAttributesコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-7 -editDiskGroupAttributesコマンドのオプション 

オプション 説明 

-diskGroupName diskgroup 作成する Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-attribute value 属性の名前および割当て値を指定します。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルの作成 

—createLabelは、Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルを作成します。  

構文および説明 

-createLabel 

       -diskList  disk_list  

       -labelList label_list | -labelPrefix label_prefix  

次の表に、—createLabelコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-8 —createLabelコマンドのオプション 

オプション 説明 

-diskList disk_list ラベルを付けるディスク名のカンマ区切りリストを指定します。 

-labelList label_list ラベル名のカンマ区切りリストを指定します。 
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オプション 説明 

-labelPrefix label_prefix ラベルの作成に使用するラベルの接頭辞を指定します。ラベル・リスト

を指定した場合、ラベル接頭辞は無視されます。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルの削除 

-dropLabelは、Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルを削除します。  

構文および説明 

-dropLabel 

      -labelList label_list 

次の表に、—dropLabelコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-9 —dropLabelコマンドのオプション 

オプション 説明 

-labelList label_list ラベル名のカンマ区切りリストを指定します。 

Oracle ASMファイル・グループの作成 

-createFileGroupsは、Oracle ASMファイル・グループを作成します。  

構文および説明 

-createFileGroups 

     (-diskGroupName disk_group) 

     (-fileGroupNames file_group_name_list) 

     (-fileGroupUsages file_group_usages_list) 

     (-fileGroupUsageIDs file_group_usagesID_list) 

次の表に、—createFileGroupsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-10 -createFileGroupsコマンドのオプション 

オプション 説明 

-diskGroupName disk_group Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-fileGroupNames file_group_name_list ディスク・グループに追加するファイル・グループ名のカンマ区切りリストを

指定します。 

-fileGroupUsages file_group_usages_list 処理するファイル・グループ使用状況文字列のカンマ区切りリストを指

定します。 

-fileGroupUsagesIDs 処理するファイル・グループ使用状況 ID のカンマ区切りリストを指定し
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オプション 説明 

file_group_usagesID_list ます。 

Oracle ASMファイル・グループの削除 

-dropFileGroupsは、Oracle ASMファイル・グループを削除します。  

構文および説明 

-dropFileGroups 

      (-diskGroupName disk_group) 

      (-fileGroupNames file_group_name_list) 

次の表に、—dropFileGroupsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-11 -dropFileGroupsコマンドのオプション 

オプション 説明 

-diskGroupName disk_group 作成する Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-fileGroupNames file_group_name_list 削除するファイル・グループ名のカンマ区切りリストを指定します。 

Oracle ASM割当て制限グループの作成 

—createQuotaGroupsは、Oracle ASM割当て制限グループを作成します。  

構文および説明 

-createQuotaGroups 

      (-diskGroupName disk_group) 

      (-quotaGroupNames quota_group_name_list) 

      (-quotaGroupSizes quota_group_size_list) 

次の表に、—createQuotaGroupsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-12 -createQuotaGroupsコマンドのオプション 

オプション 説明 

-diskGroupName disk_group Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-quotaGroupNames quota_group_name_list ディスク・グループに追加する割当て制限グループ名のカンマ区切りリス

トを指定します。 

-quotaGroupSizes quota_group_size_list 処理する割当て制限グループ・サイズのカンマ区切りリストを指定しま

す。 
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Oracle ASM割当て制限グループの削除 

-dropQuotaGroupsは、Oracle ASM割当て制限グループを削除します。  

構文および説明 

-dropQuotaGroups 

      (-diskGroupName disk_group) 

      (-quotaGroupNames quota_group_names_list)  

次の表に、—dropQuotaGroupsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表9-13 -dropQuotaGroupsコマンドのオプション 

オプション 説明 

-diskGroupName disk_group Oracle ASM ディスク・グループの名前を指定します。 

-quotaGroupNames quota_group_name_list 削除する割当て制限グループ名のカンマ区切りリストを指定します。 
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10 ASMCMDによるOracle ASMの管理  

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)のコマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)は、Oracle 

ASMを管理するコマンドを提供します。 

この章では、Oracle Automatic Storage Management(Oracle ASM)コマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)につい

て説明します。この章のトピックは、次のとおりです:  

 ASMCMDについて 

 ASMCMDインスタンス管理コマンド 

 ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド 

 ASMCMD Oracle ASMフィルタ・ドライバ管理コマンド 

 ASMCMD監査ファイル管理コマンド 

 ASMCMDファイル管理コマンド 

 ASMCMDディスク・グループ管理コマンド 

 ASMCMDファイル・グループ管理コマンド 

 ASMCMDテンプレート管理コマンド 

 ASMCMDファイル・アクセス制御コマンド 

 

関連項目: 

Oracle ADVMボリュームを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、Oracle Automatic Storage Management 

Cluster File System管理者ガイド  

 

  
 

ノート: 

引用符で囲む必要があるため、識別子を Oracle Database オブジェクト名に使用することをお薦めしません。引

用符で囲んだ識別子の使用は、一部のコマンドライン・ツールまたは CREATE DISKGROUP "1DATA"などの SQL 文で

は名前として有効であっても、オブジェクトを管理する他のツールを使用する場合に、その名前は有効でないことがあ

ります。Oracle Database オブジェクトの名前付けの詳細は、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』を参

照してください。  

ASMCMD監査ファイル管理コマンド 

このドキュメントでは、ASMCMD Oracle ASM監査ファイル管理コマンドについて説明します。  

次の表に、ASMCMD監査ファイル管理コマンドの概要を示します。 

表10-1 ASMCMD監査ファイル管理コマンドの概要 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ACFSG-GUID-07E90E70-406A-4273-B27F-9F2ED7C1C4BF
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ACFSG-GUID-07E90E70-406A-4273-B27F-9F2ED7C1C4BF
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF-GUID-75337742-67FD-4EC0-985F-741C93D918DA
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コマンド 説明 

audcleanaudittrail 指定した監査証跡タイプの監査ファイルを削除します。 

audclearproperty 指定した監査プロパティの値をクリアします。 

audcleartimestamp "audsettimestamp"コマンドによって設定された最終アーカイブ・タイムスタンプをクリア

します。  

audcreatejob 指定した監査証跡タイプのパージ・ジョブを作成します。 

auddropjob 指定した監査パージ・ジョブを削除します。 

audsetdebug 指定したデバッグ・レベルにトレースを設定します。 

audsetjobinterval 指定した監査パージ・ジョブのジョブ間隔を設定します。 

audsetjobstatus 指定したパージ・ジョブのステータスを"enable"または"disable"状態に設定します。  

audsetproperty 指定された監査証跡タイプに対して指定した監査プロパティの値を設定します。 

audsettimestamp 指定した監査証跡タイプに最終アーカイブ・タイムスタンプを設定します。 

audshowtimestamp "audsettimestamp"コマンドによって設定された最終アーカイブ・タイムスタンプを表示

します。  

lsaudcleanupjobs 構成されている監査証跡のパージ・ジョブが表示されます。 

lsaudconfigparams 指定した監査証跡タイプに構成されている監査証跡プロパティを表示します。 

audcleanaudittrail 

目的 

指定した監査証跡タイプの監査ファイルを削除します。このコマンドは、--useTimestampオプションが指定されている場合、

"audsettimestamp"コマンドを使用して設定された最終アーカイブ・タイムスタンプに基づいてファイルを削除します。それ以外の

場合は、アクティブに書き込まれていないすべてのファイルが削除されます。  

構文および説明 

audcleanaudittrail {--os|--uni} [--useTimestamp] 

audcleanaudittrailコマンドのオプション 
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表10-2 audcleanaudittrailコマンドのオプション  

オプション 説明 

--os OS 監査証跡タイプの監査ファイルをクリーン・アップします。 

--uni 統合監査証跡タイプの監査ファイルをクリーン・アップします。 

--useTimestamp 指定すると、監査レコードのクリーン・アップに最終アーカイブ・タイムスタンプが使用され

ます。 

例 

次に、audcleanaudittrailコマンドの例を示します。  

次の例では、"audsettimestamp"コマンドで指定されたタイムスタンプより古いOS監査証跡タイプの監査ファイルが削除されま

す。 

例10-1 ASMCMD audcleanaudittrailコマンドの使用方法 

ASMCMD> audcleanaudittrail --os --useTimestamp

次の例では、"audsettimestamp"コマンドで指定されたタイムスタンプより古い統合監査証跡タイプの監査ファイルが削除され

ます。 

例10-2 ASMCMD audcleanaudittrailコマンドの使用方法 

ASMCMD> audcleanaudittrail --uni --useTimestamp

audclearproperty 

目的 

指定した監査プロパティの値をクリアします。--use_def引数を使用すると、プロパティの値はそれぞれのデフォルト値に設定され

ます。  

構文および説明 

audclearproperty {--file_max_size|--file_max_age} [--use_def] {--os|--uni} 

audclearpropertyコマンドのオプション 

表10-3 audclearpropertyコマンドのオプション  

オプション 説明 

--file_max_size 最大監査ファイル・サイズ 
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オプション 説明 

ノート: 

詳細は、Oracle ASM 監査証跡の管理を参照してください。 

 

--file_max_age 最大監査ファイル有効期間 

ノート: 

詳細は、Oracle ASM 監査証跡の管理を参照してください。 

 

--use_def 値をリセットするか、デフォルト値に戻します。 

--os OS 監査証跡タイプのプロパティをクリアします。 

--uni 統合監査証跡タイプのプロパティをクリアします。 

 

  
 

ノート: 

監査ファイルの有効期間のデフォルト値は 5 日で、監査ファイルのサイズのデフォルト値は 10MB です。  

例 

次に、audclearpropertyコマンドの例を示します。  

次の例では、OS監査証跡タイプの監査ファイルのfile_max_sizeプロパティをデフォルト値に設定します。 

例10-3 ASMCMD audclearpropertyコマンドの使用方法 

ASMCMD> audclearproperty --file_max_size --use_def --os

次の例では、統合監査証跡タイプの監査ファイルのfile_max_ageプロパティをクリアするように指定しています。つまり、

file_max_ageプロパティをゼロに設定します。 

例10-4 ASMCMD audclearpropertyコマンドの使用方法 

ASMCMD> audclearproperty --file_max_age --uni

audcleartimestamp 

目的 

audsettimestampによって設定された最終アーカイブ・タイムスタンプをクリアします。 

構文および説明 

audcleartimestamp {--os  --inst <instancenumber> |--uni} 
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audcleartimestampコマンドのオプション 

表10-4 audcleartimestampコマンドのオプション  

オプション 説明 

--os OS 監査証跡タイプに設定された最終アーカイブ・タイムスタンプをクリアします。 

--uni 統合監査証跡タイプに設定された最終アーカイブ・タイムスタンプをクリアします。 

--inst <instancenumber> インスタンス番号 

例 

次に、audcleartimestampコマンドの例を示します。  

次の例では、OS監査証跡タイプのインスタンス番号1に設定された最終アーカイブ・タイムスタンプをクリアします。

例10-5 ASMCMD audcleartimestampコマンドの使用方法 

ASMCMD> audcleartimestamp --os --inst 1

次の例では、統合監査証跡タイプに設定された最終アーカイブ・タイムスタンプをクリアします。

例10-6 ASMCMD audcleartimestampコマンドの使用方法 

ASMCMD> audcleartimestamp --uni

audcreatejob 

目的 

指定した監査証跡タイプのパージ・ジョブを作成します。パージ・ジョブは、 --intで指定された頻度で実行され、監査ファイル

をパージします。  

構文および説明 

audcreatejob --name <job_name> --int <purge_int> {--os | --uni} [--use_ts] 

audcreatejobコマンドのオプション。 

表10-5 audcreatejobコマンドのオプション  

オプション 説明 

--name <job_name> パージ・ジョブの名前 

--int <purge_int> パージ間隔(時間) 
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オプション 説明 

--os OS 監査証跡タイプのパージ・ジョブ 

--uni 統合監査証跡タイプのパージ・ジョブ 

--use_ts 指定した場合、パージは audsettimestamp コマンドによって設定された最終アーカ

イブ・タイムスタンプに基づきます。 

例 

audcreatejobコマンドの例を次に示します。  

次の例では、OS監査証跡タイプに対してパージ間隔が10時間のOSAUD_PURGEというジョブを作成します。このジョブでは、監

査ファイルのパージ中に、audsettimestampを使用して前に設定したタイムスタンプを使用します(--use_tsが指定されている

ため)。 

例10-7 ASMCMD audcreatejobコマンドの使用方法 

ASMCMD> audcreatejob --name OSAUD_PURGE --int 10 --os --use_ts

次の例では、OS監査証跡タイプに対してパージ間隔が10時間のOSAUD_NOTSというジョブを作成します。このジョブでは、監査

ファイルのパージ中に、audsettimestampを使用して前に設定したタイムスタンプは使用しません(--use_tsが指定されていな

いため)。 

例10-8 ASMCMD audcreatejobコマンドの使用方法 

ASMCMD> audcreatejob --name OSAUD_NOTS --int 10 –os

auddropjob 

目的 

指定した監査パージ・ジョブを削除します。このコマンドには、監査トレール・タイプ情報は必要ありません。 

構文および説明 

auddropjob --name <job_name> 

auddropjobコマンドのオプション。 

表10-6 auddropjobコマンドのオプション  

オプション 説明 

--name <job_name> パージ・ジョブの名前 

例 
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次は、監査パージ・ジョブOSAUD_PURGEを削除します。 

例10-9 ASMCMD auddropjobコマンドの使用方法 

ASMCMD> auddropjob --name OSAUD_PURGE

audsetdebug 

目的 

指定したデバッグ・レベルにトレースを設定します。 

構文および説明 

audsetdebug {--debug | --error} 

audsetdebugコマンドのオプション。 

表10-7 audsetdebugコマンドのオプション  

オプション 説明 

--debug  すべてのデバッグ情報をトレースにダンプします。 

--error エラー情報のみをトレースにダンプします。 

 

  
 

ノート: 

デフォルトのデバッグ・レベルは"error"です。  

例 

次の例では、デバッグ・レベルを"debug"に設定します。 

例10-10 ASMCMD audsetdebugコマンドの使用方法 

ASMCMD> audsetdebug --debug

audsetjobinterval 

目的 

指定した監査パージ・ジョブのジョブ間隔を設定します。 

構文および説明 

audsetjobinterval --name <job_name>  --int <interval> 

audsetjobintervalコマンドのオプション。 

表10-8 audsetjobintervalコマンドのオプション  
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オプション 説明 

--name <job_name> 監査パージ・ジョブの名前 

--int <interval> 間隔(時間) 

例 

次の例では、監査クリーンアップ・ジョブOSAUD_PURGEの間隔を10時間に設定します。 

例10-11 ASMCMD audsetjobintervalコマンドの使用方法 

ASMCMD> audsetjobinterval --name OSAUD_PURGE --int 10

audsetjobstatus 

目的 

指定したパージ・ジョブのステータスを有効または無効の状態に設定します。 

構文および説明 

audsetjobstatus --name <job_name>  {--disable | --enable} 

audsetjobstatusコマンドのオプション。 

表10-9 audsetjobstatusコマンドのオプション  

オプション 説明 

--name <job_name> 監査パージ・ジョブ名 

--enable/--disable 指定されたジョブを有効または無効にします。 

 

  
 

ノート: 

監査パージ・ジョブを無効にすると、監査ファイルは定期的にパージされません。  

例 

次の例では、監査ジョブOSAUD_PURGEを無効にします。 

例10-12 ASMCMD audsetjobstatusコマンドの使用方法 

ASMCMD> audsetjobstatus --name OSAUD_PURGE --disable

audsetproperty 

目的 
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指定された監査証跡タイプに対して指定した監査プロパティの値を設定します。 

構文および説明 

audsetproperty {--file_max_size | --file_max_age } --val <value> {--os | --uni} 

audsetpropertyコマンドのオプション。 

表10-10 audsetpropertyコマンドのオプション  

オプション 説明 

--file_max_size  監査ファイルの最大サイズ 

ノート: 

file_max_size プロパティの値は[1,2000000] KB の範囲内にある必要がありま

す。  

 

--file_max_age 監査ファイルの最大有効期間 

ノート: 

file_max_age プロパティの値は、[1, 497]日の範囲内にある必要があります。  

 

--val <value> プロパティの値 

--os OS 監査証跡タイプのプロパティを設定します。 

--uni 統合監査証跡タイプのプロパティを設定します。 

例 

次に、audsetpropertyコマンドの例を示します。  

次の例では、OS監査証跡タイプの監査ファイルのfile_max_sizeプロパティを10KBに設定します。 

例10-13 ASMCMD audsetpropertyコマンドの使用方法 

ASMCMD> audsetproperty --file_max_size --val 10 --os

次の例では、統合監査証跡タイプの監査ファイルのfile_max_ageプロパティを10日に設定します。 

例10-14 ASMCMD audsetpropertyコマンドの使用方法 

ASMCMD> audsetproperty --file_max_age --val 10 --uni
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audsettimestamp 

目的 

指定した監査証跡タイプに最終アーカイブ・タイムスタンプを設定します。このタイムスタンプは、--useTimestampオプションを使

用して構成されている場合、監査パージ・ジョブおよびaudcleanaudittrailコマンドで使用されます。OS監査証跡タイプの場

合、インスタンス番号が必要です。  

構文および説明 

audsettimestamp {--os|--uni} [--inst <id>] <timestamp> 

audsettimestampコマンドのオプション。 

表10-11 audsettimestampコマンドのオプション  

オプション 説明 

--os OS 監査証跡タイプの最終アーカイブ・タイムスタンプ 

--uni 統合監査証跡タイプの最終アーカイブ・タイムスタンプ 

--inst <id> インスタンス番号 

<timestamp> タイムスタンプ 

例 

次の例では、インスタンス番号1のOS監査証跡タイプの最終アーカイブ・タイムスタンプを設定します。

例10-15 ASMCMD audsettimestampコマンドの使用方法 

ASMCMD> audsettimestamp --os --inst 1 22-AUG-2012 07:48:53

audshowtimestamp 

目的 

"audsettimestamp"コマンドを使用して設定した最終アーカイブ・タイムスタンプを表示します。  

構文および説明 

audshowtimestamp [{--os|--uni}] [-g] 

audshowtimestampコマンドのオプション。 

表10-12 audshowtimestampコマンドのオプション  

オプション 説明 
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オプション 説明 

--os OS 監査証跡タイプに設定された最新のアーカイブ・タイムスタンプを表示します。 

--uni 統合監査証跡タイプに設定された最終アーカイブ・タイムスタンプを表示します。 

-g クラスタ全体のタイムスタンプ情報を表示します。 

例 

次に、audshowtimestampコマンドの例を示します。  

次の例は、OS監査証跡タイプに設定された最終アーカイブ・タイムスタンプを示しています。 

例10-16 ASMCMD audshowtimestampコマンドの使用方法 

ASMCMD> audshowtimestamp --os

次の例は、OS監査証跡タイプのクラスタ全体のタイムスタンプ情報を示しています。

例10-17 ASMCMD audshowtimestampコマンドの使用方法 

ASMCMD> audshowtimestamp --os -g

 

関連項目: 

 V$ASM_AUDIT_LAST_ARCH_TSのデータベース・リファレンス  

lsaudcleanupjobs 

目的 

構成されている監査証跡のパージ・ジョブが表示されます。 

構文および説明 

lsaudcleanupjobs [--os |--uni] 

lsaudcleanupjobsコマンドのオプション。 

表10-13 lsaudcleanupjobsコマンドのオプション  

オプション 説明 

--os OS 監査証跡タイプに構成されているパージ・ジョブのみを表示します。 

--uni 統合監査証跡タイプに構成されているパージ・ジョブのみを表示します。 
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ノート: 

lsaudcleanupjobs は、監査証跡オプションが指定されていない場合に、OS 監査証跡タイプと統合監査証跡

タイプの両方に構成されているパージ・ジョブを表示します。  

例 

次の例では、OS監査証跡タイプに対して構成されている監査クリーンアップ・ジョブを問い合せます。

例10-18 ASMCMD lsaudcleanupjobsコマンドの使用方法 

ASMCMD> lsaudcleanupjobs --os

 

関連項目: 

 V$ASM_AUDIT_CLEANUP_JOBSのデータベース・リファレンス  

lsaudconfigparams 

目的 

指定した監査証跡タイプに構成されている監査証跡プロパティを表示します。 

構文および説明 

lsaudconfigparams [{--os|--uni}] 

lsaudconfigparamsコマンドのオプション。 

表10-14 lsaudconfigparamsコマンドのオプション  

オプション  説明  

--os OS 監査証跡タイプの監査証跡プロパティのみを表示します。 

--uni 統合監査証跡タイプの監査証跡プロパティのみを表示します。 

 

  
 

ノート: 

lsaudconfigparams は、監査証跡タイプ・オプションが指定されていない場合に、OS 監査証跡タイプと統合監

査証跡タイプの両方の監査構成プロパティを表示します。  

例 

次の例では、OS監査証跡タイプの監査構成パラメータを問い合せます。

例10-19 ASMCMD lsaudconfigparamsコマンドの使用方法 

ASMCMD> lsaudconfigparams --os
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関連項目: 

 V$ASM_AUDIT_CONFIG_PARAMSのデータベース・リファレンス  
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ASMCMDについて 

ASMCMDは、Oracle ASMインスタンス、ディスク・グループ、ディスク・グループのファイル・アクセス制御、ディスク・グループ内の

ファイルおよびディレクトリ、ディスク・グループのテンプレートおよびボリュームの管理に使用できるコマンドライン・ユーティリティです。  

ASMCMDユーティリティは、対話モードでも非対話モードでも実行できます。  

この項では、次の項目について説明します。  

 ASMCMDコマンドのタイプ 

 Oracle ASMファイル、ファイル名、ディレクトリおよびエイリアスについて 

 ASMCMDの実行の準備 

 対話モードでのASMCMDの実行 

 非対話モードでのASMCMDの実行 

 ヘルプの利用 

ASMCMDコマンドのタイプ 

ASMCMDコマンドのタイプは、表10-15にリストされています。 

表10-15 ASMCMDコマンドのタイプ 

カテゴリ コマンド 

Oracle ASM インスタンスの管理 コマンドのリストは、「ASMCMD インスタンス管理コマンド」を参照

してください。 

Oracle ASM クライアント・クラスタ コマンドのリストは、「ASMCMD メンバー・クラスタ管理コマンド」を

参照してください。 

Oracle ASM フィルタ・ドライバ管理 コマンドのリストについては、「ASMCMD Oracle ASM フィルタ・

ドライバ管理コマンド」を参照してください 

Oracle ASM 監査ファイル管理 コマンドのリストは、ASMCMD 監査ファイル管理コマンドを参照し

てください 

Oracle ASM ファイルの管理 コマンドのリストは、「ASMCMD ファイル管理コマンド」を参照してく

ださい 

Oracle ASM ディスク・グループの管理 コマンドのリストは、「ASMCMD ディスク・グループ管理コマンド」を

参照してください 
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カテゴリ コマンド 

Oracle ASM ファイル・グループの管理 コマンドのリストは、「ASMCMD ファイル・グループ管理コマンド」を

参照してください。 

Oracle ASM テンプレートの管理 コマンドのリストは、「ASMCMD テンプレート管理コマンド」を参照

してください 

Oracle ASM ファイル・アクセス制御 コマンドのリストは、「ASMCMD ファイル・アクセス制御コマンド」を

参照してください 

 

関連項目: 

Oracle ADVMボリュームを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、Oracle Automatic Storage Management 

Cluster File System管理者ガイド  

Oracle ASMファイル、ファイル名、ディレクトリおよびエイリアスについて 

ASMCMDでは、Oracle ASMのファイル、ディレクトリおよびエイリアスを使用します。ASMCMDを使用する前に、これらの一

般的な処理の概念がOracle ASMの環境にどのように適用されるかを理解しておく必要があります。  

この項では、次の項目について説明します。 

 システム生成のファイル名(完全修飾されたファイル名) 

 ディレクトリ 

 エイリアス 

 絶対パスおよび相対パス 

 ワイルドカード文字 

システム生成のファイル名(完全修飾されたファイル名) 

Oracle ASMで作成されたすべてのファイルには、システム生成のファイル名(完全修飾されたファイル名)が付けられます。これ

は、ローカル・ファイル・システムでの完全パス名と類似しています。  

Oracle ASMでは、次の形式に従ってファイル名が生成されます。 

+diskGroupName/databaseName/fileType/fileTypeTag.fileNumber.incarnation 

次に、完全修飾されたファイル名の例を示します。 

+data/orcl/CONTROLFILE/Current.256.541956473 

前述の完全修飾されたファイル名では、dataがディスク・グループ名、orclがデータベース名、CONTROLFILEがファイル・タイプと

なります。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ACFSG-GUID-07E90E70-406A-4273-B27F-9F2ED7C1C4BF
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ACFSG-GUID-07E90E70-406A-4273-B27F-9F2ED7C1C4BF
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ASMCMDではスラッシュ(/)のみがサポートされます。ファイル名の大文字と小文字は区別されませんが、保持されます。小文

字でパス名を入力すると、ASMCMDは小文字で保持します。 

Oracle ASMのファイル名の詳細は、完全修飾ファイル名形式を参照してください。  

ディレクトリ 

他のファイル・システムと同様、Oracle ASMディレクトリはファイルのコンテナであり、Oracle ASMディレクトリは他のディレクトリ

のツリー構造の一部になります。完全修飾されたファイル名は、ルートにプラス記号(+)が付いたディレクトリの階層で示されます。

ディスク・グループごとに、Oracle ASMによりディスク・グループ内で完全修飾されたファイル名の構造に対応するディレクトリ階

層が自動的に作成されます。この階層構造でのディレクトリを、システム生成のディレクトリと呼びます。  

ASMCMDでは、cd(ディレクトリ変更)コマンドを使用して、このディレクトリ階層を上下に移動できます。ASMCMDのls(ディレ

クトリのリスト)コマンドでは、現行ディレクトリの内容をリストし、pwdコマンドでは、現行ディレクトリ名を出力します。  

ASMCMDを起動すると、現行ディレクトリはルート(+)に設定されます。たとえば、dataおよびfraの2つのディスク・グループを持

つOracle ASMインスタンスの場合、ルート・ディレクトリを現行ディレクトリとしてlsコマンドを入力すると、出力結果は次のよう

になります。  

ASMCMD> ls 

data/ 

fra/ 

次に、Oracle ASMディレクトリ・ツリー(前述の完全修飾されたファイル名を参照)を移動する例を示します。 

ASMCMD> cd +data/orcl/CONTROLFILE 

ASMCMD> ls 

Current.256.541956473 

Current.257.541956475 

システム生成のディレクトリのサブディレクトリとして、独自のディレクトリを作成できます。これを行うには、ASMCMD mkdirコマ

ンドを使用します。ユーザー作成のディレクトリにもサブディレクトリを作成でき、システム生成のディレクトリおよびユーザー作成の

ディレクトリの両方の階層構造をcdコマンドを使用して移動できます。  

次の例では、ディスク・グループdataのorclの下にディレクトリmydirを作成します。  

ASMCMD> mkdir +data/orcl/mydir 

 

  
 

ノート: 

ディレクトリ orcl は、システム生成のディレクトリです。data の内容は、ディスク・グループ data の内容を表しま

す。  

-pフラグを付けてASMCMDを起動すると、ASMCMDでは、プロンプトの一部に常に現行ディレクトリが表示されます。詳細は、

ASMCMDプロンプトへの現行ディレクトリの表示を参照してください。  

ASMCMD [+] > cd data/orcl 

ASMCMD [+data/orcl] > 
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ASMCMDでは、ディレクトリの大文字と小文字は入力したとおりに保持されます。 

エイリアス 

エイリアスは、システム生成のファイル名への参照またはポインタとなるファイル名です。ただし、エイリアスはユーザーにわかりやすい

名前です。UNIXまたはLinuxコンピュータでのシンボリック・リンクと同様です。Oracle ASMファイル名の管理を簡略化するた

めにエイリアスを作成できます。エイリアスは、mkalias ASMCMDコマンドまたはSQL ALTER DISKGROUPコマンドを使用して作

成できます。  

エイリアスの完全パスの一部には、少なくともディスク・グループ名が含まれます。エイリアスは、ディスク・グループ・レベル、システム

生成またはユーザー作成の任意のサブディレクトリで作成できます。次にエイリアスの例を示します。 

+data/ctl1.f 

+data/orcl/ctl1.f 

+data/mydir/ctl1.f 

ASMCMDのls(ディレクトリのリスト)に-lフラグを付けて実行すると、各エイリアスは、参照するシステム生成のファイルとともにリ

ストされます。  

ctl1.f => +data/orcl/CONTROLFILE/Current.256.541956473 

エイリアスの詳細は、エイリアスOracle ASMファイル名形式を参照してください。  

絶対パスおよび相対パス 

引数としてファイル名またはディレクトリ名をとるASMCMDコマンドを実行する場合、名前は絶対パスまたは相対パスのいずれか

として使用できます。  

絶対パスは、ファイルまたはディレクトリの完全パスを示します。絶対パスはプラス記号(+)で始まり、その後にディスク・グループ

名、ディレクトリ・ツリー内の後続ディレクトリが続きます。絶対パスには、対象のファイルまたはディレクトリまでのディレクトリが含ま

れます。システム生成の完全なファイル名(完全修飾されたファイル名とも呼ばれる)は、ファイルへの絶対パスの例です。  

絶対パスを使用すると、現行ディレクトリがどこに設定されているかに関係なく、コマンドを実行してファイルまたはディレクトリにアク

セスできます。次のrmコマンドでは、ファイル名への絶対パスを使用しています。  

ASMCMD [+] > rm +data/orcl/datafile/users.259.555341963 

次のcdコマンドでは、ディレクトリへの絶対パスを使用しています。  

ASMCMD [+data/mydir] > cd +data/orcl/CONTROLFILE 

相対パスは、現行ディレクトリの部分を含まないファイル名またはディレクトリ名の部分でのみ構成されます。つまり、ファイルまた

はディレクトリへのパスは、現行ディレクトリに対する相対的な位置を示します。 

次の例で、rmコマンドは、相対パスであるファイルundotbs1.272.557429239で動作します。ASMCMDは、コマンド引数に現

行ディレクトリを追加し、このファイルへの絶対パスを取得します。この例では、これは

+data/orcl/DATAFILE/undotbs1.272.557429239です。  

ASMCMD [+] > cd +data 

ASMCMD [+data] > cd orcl/DATAFILE 
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ASMCMD [+data/orcl/DATAFILE] > ls 

EXAMPLE.269.555342243 

SYSAUX.257.555341961 

SYSTEM.256.555341961 

UNDOTBS1.258.555341963 

UNDOTBS1.272.557429239 

USERS.259.555341963 

ASMCMD [+data/orcl/DATAFILE] > 

 rm undotbs1.272.557429239 

また、ディレクトリへのパスを相対パスとして指定できます。cdコマンドに、現行ディレクトリへの相対パスを持つディレクトリ引数を

指定して、現行ディレクトリ・ツリー・ブランチの階層を上下に移動できます。  

また、ディレクトリ名のかわりに擬似ディレクトリ「.」および「..」を使用できます。「.」擬似ディレクトリは、現行ディレクトリです。

「..」擬似ディレクトリは、現行ディレクトリの親ディレクトリです。  

次に、相対ディレクトリ・パスおよび擬似ディレクトリの使用例を示します。 

ASMCMD [+data/orcl] > cd DATAFILE 

ASMCMD [+data/orcl/DATAFILE] >cd .. 

ASMCMD [+data/orcl] > 

ワイルドカード文字 

ワイルドカード文字の*および%は、絶対パスまたは相対パス内の0文字以上に一致します。絶対パスまたは相対パスは、完全

なディレクトリまたはファイル名の入力を保存します。これら2つのワイルドカード文字の動作は同じです。ワイルドカードは、cd、

du、find、ls、lsattr、lsdg、lsdsk、lsgrp、lsusr、rmなど、様々なASMCMDコマンドで使用できます。  

cdでワイルドカード文字を使用する場合、ワイルドカードのパターンと一致するのが1つのディレクトリのみの場合、cdはそのディレ

クトリを目的のディレクトリに変更します。ワイルドカードのパターンが複数のディレクトリと一致する場合、ASMCMDはディレクト

リを変更せず、エラーが戻されます。  

非対話モードでASMCMDコマンドを実行する場合、ほとんどのオペレーティング・システムで、ワイルドカード文字を引用符で囲

む必要があります。詳細は、非対話モードでのASMCMDの実行を参照してください。  

例10-20に、ワイルドカードの使用例を示します。 

例10-20 ASMCMDコマンドでのワイルドカードの使用方法 

ASMCMD [+] > cd +data/orcl/*FILE 

ASMCMD-08005: +data/orcl/*FILE: ambiguous 

ASMCMD [+] > cd +data/orcl/C* 

ASMCMD [+data/orcl/CONTROLFILE] > 

ASMCMD [+] > ls +fra/orcl/A% 

2009_07_13/ 

2009_07_14/ 

ASMCMD [+] >  ls +fra/orcl/ARCHIVELOG/2009% 

+fra/orcl/ARCHIVELOG/2009_07_13/: 

thread_1_seq_3.260.692103543 

thread_1_seq_4.261.692108897 

thread_1_seq_5.262.692125993 

thread_1_seq_6.263.692140729 

thread_1_seq_7.264.692143333 
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+fra/orcl/ARCHIVELOG/2009_07_14/: 

thread_1_seq_8.271.692158265 

thread_1_seq_9.272.692174597 

ASMCMD [+] > ls data/orcl/* 

+data/orcl/CONTROLFILE/: 

Current.260.692103157 

+data/orcl/DATAFILE/: 

EXAMPLE.265.692103187 

SYSAUX.257.692103045 

SYSTEM.256.692103045 

UNDOTBS1.258.692103045 

USERS.259.692103045 

+data/orcl/ONLINELOG/: 

group_1.261.692103161 

group_2.262.692103165 

group_3.263.692103169 

+data/orcl/PARAMETERFILE/: 

spfile.266.692103315 

+data/orcl/TEMPFILE/: 

TEMP.264.692103181 

spfileorcl.ora

ASMCMDの実行の準備 

ASMCMDユーティリティを実行する前に、この項の情報を確認してください。 

ASMCMDユーティリティは、対話モードでも非対話モードでも実行できます。ASMCMDを実行する前に、次の事柄を確認し

ます。 

 管理する予定のOracle ASMインスタンスがあるホストにログインします。  

オペレーティング・システム認証によって、SYSASMまたはSYSDBA権限を持つユーザーとしてログインする必要があり

ます。SYSASM権限は、Oracle ASMインスタンスを管理するために必要な接続です。  

 Oracle ASMインスタンスに接続するには、Oracle Gridインフラストラクチャ・ホーム(Oracle ASMホーム)のbinサブ

ディレクトリにあるASMCMDを実行します。  

Oracle ASMインスタンスを管理するには、SYSASMとして接続(デフォルトの接続)します。 

環境変数ORACLE_HOMEおよびORACLE_SIDがOracle ASMインスタンスを参照していることを確認します。オペレーティ

ング・システムによっては、Oracle ASMインスタンスに正しく接続するために、その他の環境変数を設定する必要があ

ります。  

Oracle Gridインフラストラクチャ・ホームのbinサブディレクトリがPATH環境変数に指定されていることを確認します。  

単一インスタンス・データベース用のOracle ASM SIDのデフォルト値は、+ASMです。Oracle Real Application 

Clusters環境では、すべてのノードでOracle ASM SIDのデフォルト値は、+ASMnode#です。  

 ほとんどのASMCMDコマンドを使用するには、Oracle ASMインスタンスが起動し、Oracle ASMディスク・グループが

マウントされていることを確認します。 

Oracle ASMインスタンスが実行されていない場合、ASMCMDは実行されますが、Oracle ASMインスタンスを必要

としないコマンドのみが実行されます。実行されるのは、startup、shutdown、lsdsk、helpおよびexitコマンドです。

その他のASMCMDコマンドを実行しようとすると、エラー・メッセージが表示されます。  
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 Oracle DatabaseホームのbinディレクトリにあるASMCMDを実行すると、データベース・インスタンスにはSYSDBAと

して接続できます。  

環境変数ORACLE_HOMEおよびORACLE_SIDがデータベース・インスタンスを参照していることを確認します。オペレーティ

ング・システムによっては、データベース・インスタンスに正しく接続するために、その他の環境変数を設定する必要があり

ます。  

SYSDBAとして接続するには、--privilegeオプションを入力する必要があります。  

この接続では、実行できる操作が制限されます。  

ディスク・グループを管理する場合、ディスク・グループ内のファイルの所有者であるデータベース・インスタンスのデータ

ベース・ホームからASMCMDを実行することをお薦めします。 

 

関連項目: 

 Oracle ASMインスタンスにアクセスする際の認証の詳細は、「Oracle ASMインスタンスにアクセスするための認証」  

 接続オプションの指定の詳細は、「接続タイプの指定」  

 権限と接続の詳細は、「Oracle ASMコンポーネントを管理するためのSYSDBA権限」  

 環境変数の設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 オペレーティング・システム認証の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

対話モードでのASMCMDの実行 

ASMCMDユーティリティの対話モードは、ASMCMDコマンドの入力が求められるシェルに似た環境で動作します。  

この項では、次の項目について説明します。 

 ASMCMDを起動するための構文 

 オプションなしでのASMCMDの実行 

 接続タイプの指定 

 verboseモードの指定 

 ASMCMDプロンプトへの現行ディレクトリの表示 

 ASMCMDのバージョン番号の表示 

ASMCMDを起動するための構文 

対話モードでのASMCMDを起動する構文は、次のとおりです。 

asmcmd [-V] 

asmcmd [--nocp] [-v {errors|warnings|normal|info|debug}] 

       [--privilege connection_type ] [-p] 

       [--inst instance_name] [--discover] 

表10-16に、ASMCMDオプションを示します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN-GUID-7842AF72-DA25-4559-A8E7-9883D0C63BF2
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11010
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表10-16 対話型のASMCMDオプション 

オプション 説明 

-V ASMCMD のバージョンを表示してから終了します。 

--nocp 接続プーリングを無効にします。接続プーリングの詳細は、『Oracle Database 管理

者ガイド』を参照してください。  

-v display_level ユーザーが問題を判断する助けとなり、ログインの要求時にメッセージファイルを書き込

む、いくつかのコマンドの詳細を表示します。表示レベルが指定されない場合は、

normal がデフォルトです。  

--privilege connection_type  Oracle ASM インスタンスまたはデータベース・インスタンスへのアクセス時に接続する

権限を指定します。SYSASM または SYSDBA を指定できます。デフォルトは SYSASM で、

Oracle ASM インスタンスを管理する場合に使用されます。  

-p プロンプトで現行ディレクトリが表示されます。 

--inst instance_name  特定の Oracle ASM インスタンスに接続することを指定します。 

--discover ORACLE_SID 環境変数からではなく、リスナーから取得した検出文字列を使用します。  

ORACLE_HOME環境変数とORACLE_SID環境変数は、ASMCMDが接続するインスタンスを判別します。ASMCMDは、ユー

ザーがOSASMグループのメンバーであることを要求するSQLPLUS / AS SYSASMと同じ方法でBequeath接続を確立します。  

Oracle Flex ASMが有効になっている場合、ASMCMDは、クラスタ内で実行されているOracle ASMインスタンスのいずれ

かに接続します。Oracle ASMインスタンスへの接続は、ORACLE_HOME環境変数とORACLE_SID環境変数に依存しません。

ASMCMDアラート・ログには、ASMCMDが接続しているインスタンスが表示されます。特定のOracle ASMインスタンスに接

続する場合は、--instオプションを使用します。  

ASMCMDは複数のオプションを指定して起動することができます。次に例を示します。 

asmcmd -p -v info 

この章のほとんどの例では、-pオプションを指定してASMCMDが起動されています。  

オプションなしでのASMCMDの実行 

オプションを指定せずに対話モードでASMCMDを実行するには:  

1. オペレーティング・システムのコマンド・プロンプトで、次のように入力します。 

asmcmd 

次のようにASMCMDコマンド・プロンプトが表示されます。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11000
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11000
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ASMCMD> 

2. ASMCMDコマンドを入力し、[Enter]を押します。コマンドが実行され、出力がある場合は表示され、ASMCMDによ

り次のコマンドの入力が求められます。  

3. タスクが完了するまでASMCMDコマンドの入力を続行します。  

4. exitまたはquitコマンドを入力してASMCMDを終了します。  

接続タイプの指定 

--privilegeオプションを指定して、接続タイプ(SYSASMまたはSYSDBAのいずれか)を選択できます。デフォルトはSYSASMで、

Oracle ASMインスタンスを管理する場合に使用されます。データベース・インスタンスに接続する場合は、SYSDBAとして接続し

ます。  

次に例を示します。 

$ asmcmd --privilege sysasm 

verboseモードの指定 

asmcmdコマンドで-vオプションを指定すると、ユーザーが問題を診断するのに役立ついくつかのコマンドとともに追加情報を表示

できます。次に例を示します。  

$ asmcmd -v debug 

asmcmd操作中はログインする必要があるというメッセージが表示される場合、メッセージはalert.logファイルまたはtrace.trc

ファイルに書き込まれます。  

alert.logファイルは、asmcmdが-v errors、-v warnings、または-v normalの表示レベルで開始されたときに作成または更

新されます。asmcmdが、-v infoまたは-v debugの表示レベルで開始されたときにtrace.trcファイルが作成または更新されま

した。  

デフォルトでは、alert.logは、$ORACLE_BASE/diag/asmcmd/user_username/hostname/alert/ディレクトリで作成された

ファイルです。デフォルトでは、trace.trcファイルは、$ORACLE_BASE/diag/asmcmd/user_username/hostname/trace/ディ

レクトリで作成されます。  

特定の状況では、$ORACLE_BASEと$ORACLE_HOMEは、alert.logファイルとtrace.trcファイルのデフォルト場所を上書きする

ように設定できます。  

ASMCMDプロンプトへの現行ディレクトリの表示 

asmcmdコマンドで-pオプションを指定すると、ASMCMDプロンプトに現行ディレクトリを表示できます。次に例を示します。  

$ asmcmd -p 

ASMCMD [+] > cd data 

ASMCMD [+data] > 

ASMCMDのバージョン番号の表示 

asmcmdの起動時に-Vオプションを指定すると、asmcmdバージョン番号を表示できます。バージョン番号が表示されると、asmcmd
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はすぐに終了します。  

次に例を示します。 

$ asmcmd -V 

  asmcmd version 19.0.0.0.0 

非対話モードでのASMCMDの実行 

非対話モードでは、ASMCMDの起動時にコマンドラインにコマンドおよびコマンド・オプションを含めることにより、単一の

ASMCMDコマンドを実行します。ASMCMDはコマンドを実行し、必要な場合は出力を生成し、終了します。非対話モードは、

特にスクリプトの実行に便利です。  

ほとんどのオペレーティング・システムでは、非対話モードでASMCMDコマンドを実行する場合、ワイルドカード文字を引用符で

囲む必要があります。  

非対話モードでASMCMDを実行するには、コマンド・プロンプトで次のように入力します。この場合、commandは任意の有効な

ASMCMDコマンドで、optionsはコマンド・オプションのリストです。  

asmcmd command options 

非対話モードでは、ASMCMDは表10-17に示すコードを戻します。 

表10-17 ASMCMDのリターン・コード 

タイプ リターン・コード 説明 

一般 0 コマンドに問題はありません。 

一般 1 内部エラーです。 

一般 255 または-1 コマンドにより戻された外部ユーザー・エラーです。 

lsdsk 0 結果にはメンバー・ディスクのみが含まれます。 

lsdsk 1 結果には候補ディスクのみが含まれます。 

lsdsk 2 結果にはメンバー・ディスクおよび候補ディスクの両方が含まれます。 

例10-21に、非対話モードでASMCMDを実行する方法を示します。1番目のコマンドでは、lsコマンドを実行してOracle 

ASMインスタンスのディスク・グループをリストします。2番目のコマンドでは、lsodコマンドの出力をmy_lsod_testファイルにリダイ

レクトします。3番目のコマンドでは、ワイルドカード文字のパターンを使用してlsdskを実行し、dataディスク・グループの特定の

ディスクをリストします。ほとんどのオペレーティング・システムでは、非対話モードでASMCMDコマンドを実行する場合、ワイルド

カード文字を引用符で囲む必要があることに注意してください。  

例10-22では、間違ったディスク・グループ名によりエラーが発生し、リターン・コード(255)が表示されます。  
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例10-23に、スクリプト内で非対話モードでASMCMDコマンドを実行する例を示します。 

例10-21 非対話モードでのASMCMDコマンドの実行 

$ asmcmd ls -l 

State    Type    Rebal  Name 

MOUNTED  NORMAL  N      DATA/ 

MOUNTED  NORMAL  N      FRA/ 

$ asmcmd lsod --suppressheader -G data > my_lsod_test 

$ asmcmd lsdsk -G data '/devices/diska*' 

Path 

/devices/diska1 

/devices/diska2 

/devices/diska3

例10-22 非対話モードでのASMCMDの実行時のリターン・コードの表示 

$ asmcmd ls -l dat 

ASMCMD-08001: diskgroup 'dat' does not exist or is not mounted 

$ echo $? 

255

例10-23 スクリプト内でのASMCMDコマンドの実行 

#!/bin/sh 

for ((i = 1; i <=3; i++)) 

 do 

   asmcmd lsdsk -G data '/devices/diska'$i 

done 

$ ./asmcmd_test_script 

Path 

/devices/diska1 

Path 

/devices/diska2 

Path 

/devices/diska3

ヘルプの利用 

ASMCMDに関する一般情報および使用可能なASMCMDコマンドのリストを表示するには、ASMCMDプロンプトまたは非対

話モードでのコマンドとして、helpと入力します。  

help commandと入力すると、オプションを指定したコマンドの実行方法に関する使用情報など、特定のコマンドのヘルプ・テキス

トを表示できます。  

次に、helpコマンドの使用例を示します。 

例10-24 ASMCMDヘルプ・テキストの表示 

ASMCMD [+] > help startup 

        startup [--nomount] [--restrict] [--pfile <pfile.ora>] 

  

        Start the ASM instance. 

  

        [--nomount]           specifies the nomount option. 
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        [--restrict]          start the instance in restricted mode. 

        [--pfile <pfile.ora>] specifies the location of the pfile.
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ASMCMDインスタンス管理コマンド 

このトピックでは、ASMCMDインスタンス管理コマンドの概要を示します。  

この項で示すコマンドの一部は、クラスタ構成のリソースであるGrid Plug and Play(GPnP)プロファイルに影響を及ぼします。

Oracle Restart構成では、プロファイルは、Grid Plug and Play(GPnP)プロファイルではなく実際にはリソース属性にありま

す。しかし、コマンドの機能はどちらの構成に対しても同じです。 

 

  
 

ノート: 

パスワード・ファイルの場所を変更した後、次の SQL 文を実行してパスワード・ファイル・メタデータ・キャッシュをフラッ

シュする必要があります。 

SQL> ALTER SYSTEM FLUSH PASSWORDFILE_METADATA_CACHE 

パスワード・ファイルの場所は、orapwd または ASMCMD pwcopy、pwcreate、pwdelete、pwmove、pwset コマ

ンドを実行することで変更できます。  

 

関連項目: 

Oracle Grid Infrastructureのインストールおよび構成の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの『Oracle Grid 

Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

表10-18に、Oracle ASMインスタンス管理コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-18 ASMCMDインスタンス管理コマンドの概要 

コマンド 説明 

dsget Oracle ASM インスタンスとそのクライアントで使用されるディスク検出文字列値を取

得します。 

dsset Oracle ASM インスタンスとそのクライアントで使用されるディスク検出文字列値を設

定します。 

lsct 現在の Oracle ASM クライアントに関する情報をリストします。 

lsop ディスク・グループまたは Oracle ASM インスタンスでの現行操作をリストします。 

lspwusr Oracle ASM パスワード・ファイルからユーザーをリストします。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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コマンド 説明 

orapwusr Oracle ASM パスワード・ユーザーを追加、削除または変更します。 

pwcopy 指定した場所にパスワード・ファイルをコピーします。 

pwcreate 指定した場所にパスワード・ファイルを作成します。 

pwdelete 指定した場所にあるパスワード・ファイルを削除します。 

pwget パスワード・ファイルの場所を戻します。 

pwmove パスワード・ファイルの場所を移動します。 

pwset パスワード・ファイルの場所を設定します。 

showclustermode Oracle ASM クラスタの現在のモードを表示します。 

showclusterstate クラスタの現在の状態を表示します。 

showpatches Oracle Grid Infrastructure ホームに適用されたパッチをリストします。 

showversion Oracle ASM クラスタのリリースおよびソフトウェアのパッチ・レベルを表示します。 

shutdown インスタンスを停止します。 

spbackup Oracle ASM SPFILE をバックアップします。 

spcopy Oracle ASM SPFILE をコピーします。 

spget Oracle ASM SPFILE の場所を取得します。 

spmove Oracle ASM SPFILE を移動します。 

spset Oracle ASM SPFILE の場所を設定します。 

startup インスタンスを起動します。 
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dsget 

目的 

Oracle ASMインスタンスとそのクライアントで使用されるディスク検出文字列値を取得します。 

構文および説明 

dsget [ --normal | --parameter | --profile [-f] ] 

dsgetコマンドの構文オプションの詳細は、表10-19を参照してください。 

表10-19 dsgetコマンドのオプション 

オプション 説明 

--normal Grid Plug and Play(GPnP)プロファイルの検出文字列と、Oracle ASM インスタン

スに設定されている検出文字列を取得します。プロファイルおよびパラメータ設定ごとに

1 行を戻します。これがデフォルトの設定です。 

--parameter Oracle ASM インスタンスの ASM_DISKSTRING パラメータ設定を取得します。  

--profile [-f]  検出文字列を GPnP プロファイルから取得します。-f を--profile とともに指定する

と、dsget は検出文字列をローカルの GPnP プロファイルから取得します。  

例 

次の例では、dsgetを使用してGPnPプロファイルおよびASM_DISKSTRINGパラメータから現在のディスク検出文字列値を取得し

ます。 

例10-25 ASMCMD dsgetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > dsget 

profile: /devices1/disk* 

parameter: /devices2/disk*

dsset 

目的 

Oracle ASMインスタンスとそのクライアントで使用されるディスク検出文字列値を設定します。 

指定するディスク文字列は、既存のマウント済ディスク・グループに対して有効である必要があります。更新された値はすぐに有

効になります。 

構文および説明 

dsset [ --normal | --parameter | --profile [-f] ] diskstring 
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dssetコマンドの構文オプションの詳細は、表10-20を参照してください。 

表10-20 dssetコマンドのオプション 

オプション 説明 

--normal Grid Plug and Play(GPnP)プロファイルと Oracle ASM インスタンスに検出文字

列を設定します。指定した検出文字列によって必要なディスク・グループおよび投票ファ

イルがすべて検出されることを Oracle ASM インスタンスで正常に検証された後に、更

新が行われます。インスタンスでサーバー・パラメータ・ファイル(SPFILE)を使用していな

い場合、このコマンドは失敗します。  

これがデフォルトの設定です。 

--parameter ディスク検出文字列によって現在マウントされているディスク・グループおよび投票ファイ

ルがすべて検出されることが検証された後に、ディスク文字列がメモリー内で更新される

ことを指定します。ディスク文字列は、SPFILE または GPnP プロファイルに永続的に記

録されません。 

--profile [-f]  必要なディスク・グループをすべて検出できるかどうかを Oracle ASM インスタンスで検

証せずに、GPnP プロファイルにプッシュされるディスク検出文字列を指定します。更新

は、クラスタを構成するすべてのノードに必ず伝播されます。  

-f を--profile とともに指定すると、クラスタ内の他のノードと同期せずに、指定した

ディスク文字列はローカルの GPnP プロファイルにプッシュされます。このコマンド・オプショ

ンは、ローカル・プロファイル・ファイルのみを更新します。このオプションはリカバリにのみ使

用します。Oracle Clusterware スタックが稼働している場合、コマンドは失敗しま

す。  

diskstring ディスク検出文字列の値を指定します。  

ディスク検出およびディスク検出文字列の詳細は、Oracle ASMディスク検出を参照してください。  

例 

次の例では、dssetを使用してディスク検出文字列の現在の値をGPnPプロファイルに設定します。 

例10-26 ASMCMD dssetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > dsset /devices1/disk*,/devices2/disk*

lsct 

目的 

V$ASM_CLIENTビューから現在のOracle ASMクライアントについての情報を表示します。Oracle DatabaseやOracle ASM



298 

動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)などのクライアントでは、ASMCMDが現在接続しているOracle ASMインスタンス

によって管理されるディスク・グループを使用します。  

構文および説明 

lsct [--suppressheader] [-g] disk_group 

次の表に、lsctコマンドのオプションを示します。 

表10-21 lsctコマンドのオプション 

オプション 説明 

-g GV$ASM_CLIENT ビューから選択します。出力には、GV$ASM_CLIENT.INST_ID が含まれます。  

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

disk_group ディスク・グループを指定します。 

クライアント情報は、指定したディスク・グループにのみリストされます。  

例 

次の例では、dataディスク・グループにアクセスするクライアントの情報を表示します。 

例10-27 ASMCMD lsctコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsct data 

DB_Name  Status    Software_Version  Compatible_version  Instance_Name  Disk_Group 

+ASM     CONNECTED       19.0.0.0.0          19.0.0.0.0  +ASM           DATA 

asmvol   CONNECTED       19.0.0.0.0          19.0.0.0.0  +ASM           DATA 

orcl     CONNECTED       19.0.0.0.0          19.0.0.0.0  orcl           DATA

lsop 

目的 

Oracle ASMインスタンス内のディスク・グループでの現行操作をリストします。 

構文および説明 

lsop 

lsopは、V$ASM_OPERATIONビューから情報を表示します。  

例 

次に、lsopコマンドの例を示します。この例では、現在のOracle ASMインスタンスのディスク・グループに対する操作をリストしま

す。 

例10-28 ASMCMD lsopコマンドの使用方法 
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ASMCMD [+] > lsop 

Group_Name  Dsk_Num  State  Power 

DATA        REBAL    WAIT   2    

ASMCMD [+] > lsop 

Group_Name  Dsk_Num  State  Power   

FRA         REBAL    REAP   3  

lspwusr 

目的 

ローカルのOracle ASMパスワード・ファイルからユーザーをリストします。 

構文および説明 

lspwusr [--suppressheader] 

表10-22に、lspwusrコマンドのオプションを示します。 

表10-22 lspwusrコマンドのオプション  

オプション 説明 

--suppressheader 出力で列のヘッダーを非表示にします。 

例 

次に、lspwusrコマンドの例を示します。この例では、ローカルのOracle ASMパスワード・ファイルに指定されている現在のユー

ザーをリストします。 

例10-29 ASMCMD lspwusrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lspwusr 

Username sysdba sysoper sysasm  

     SYS   TRUE    TRUE   TRUE  

 ASMSNMP   TRUE   FALSE  FALSE 

orapwusr 

目的 

Oracle ASMパスワード・ファイルのユーザーを追加、削除または変更します。 

構文および説明 

orapwusr { --add | --modify | --delete | grant {sysasm|sysdba|sysoper} |  

           --revoke {sysasm|sysdba|sysoper} } user 

表10-23に、orapwusrコマンドのオプションを示します。 

表10-23 orapwusrコマンドのオプション  
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オプション 説明 

--add パスワード・ファイルにユーザーを追加します。パスワードの入力も要求します。 

--modify 指定したユーザーのパスワードを変更します。 

--delete パスワード・ファイルからユーザーを削除します。 

--grant role ユーザーのロールを設定します。オプションは、sysasm、sysdba および sysoper です。  

--revoke role ユーザーのロールを削除します。オプションは、sysasm、sysdba および sysoper です。  

user 追加、削除または変更するユーザーの名前。 

orapwusrは、クラスタ内のすべてのノードでパスワードを更新しようとします。このコマンドを実行するにはSYSASM権限が必要

です。SYSDBAとしてログインしているユーザーは、このコマンドを使用してパスワードを変更することができません。  

例 

次に、orapwusrコマンドの例を示します。この例では、hruserをOracle ASMパスワード・ファイルに追加します。 

例10-30 ASMCMD orapwusrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > orapwusr --add hruser

pwcopy 

目的 

指定した場所に、Oracle ASMまたはデータベース・インスタンスのパスワード・ファイルをコピーします。 

構文および説明 

pwcopy [--asm |--dbuniquename string] source  destination [-f] 

表10-24に、pwcopyコマンドのオプションを示します。 

表10-24 pwcopyコマンドのオプション 

オプション 説明 

--asm --asm オプションは、ASMCMD がログインしている Oracle ASM インスタンスに、パス

ワード・ファイルを関連付けます。  

--dbuniquename string --dbuniquename string オプションは、パスワード・ファイルに関連付けられた一意の

データベース名を特定します。  
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オプション 説明 

source source 値は、既存のパスワード・ファイルが存在する場所を特定します。  

destination destination 値は、パスワード・ファイルをコピーする場所を特定します。  

-f —f オプションを使用すると、チェックなしでパスワード・ファイルをコピーできます。  

pwcopyは、あるディスク・グループから別のディスク・グループに、オペレーティング・システムからディスク・グループに、またはディス

ク・グループからオペレーティング・システムに、パスワード・ファイルをコピーします。—fオプションを指定すると、パスワード・ファイルを

同じディスク・グループにコピーできます。  

CRSDリソースを特定するには、–-asmまたは--dbuniquenameのいずれかが必要です。–-asmまたは--dbuniquenameのいず

れかがpwcopyコマンドに含まれている場合、ターゲット・ファイルは現在のパスワード・ファイルに設定されます。  

パスワードをコピーするディスク・グループのcompatible.asmディスク・グループ属性を12.1以上に設定する必要があります。  

Oracle ASMおよびデータベースのパスワード・ファイルを管理するには、SYSASMまたはSYSDBA権限が必要です。  

例 

次の例では、あるディスク・グループのOracle ASMパスワード・ファイルを別のディスク・グループにコピーします。pwcopyコマンドに

--asmオプションが含まれているため、ターゲット・ファイル(+fra/orapwasm_new)は現在のパスワード・ファイルに設定されます。 

例10-31 ASMCMD pwcopyコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > pwcopy --asm +DATA/orapwasm +FRA/orapwasm_new 

copying +DATA/orapwasm -> +FRA/orapwasm_new

pwcreate 

目的 

 

  
 

ノート: 

Oracle ASM をクラスタで構成している場合は、Oracle ASM パスワード・ファイルの作成に pwcreate を使用しな

いでください。クラスタ構成で Oracle ASM パスワード・ファイルにアクセスできない場合は、新しいファイルを作成する

のではなく、使用可能なバックアップを使用してパスワード・ファイルをリストアしてください。クラスタで共有 Oracle 

ASM パスワード・ファイルを再作成する方法の詳細、たとえばドキュメント 1929673.1 などを閲覧するには、My 

Oracle Support (https://support.oracle.com)の記事を参照してください。  

指定した場所に、Oracle ASMまたはOracle Databaseインスタンスのパスワード・ファイルを作成します。 

構文および説明 

pwcreate { --asm  |--dbuniquename string } [-f] [--format format] file_path [sys_password] 

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
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表10-25に、pwcreateコマンドのオプションを示します。 

表10-25 pwcreateコマンドのオプション 

オプション 説明 

--asm ASMCMD がログインしている Oracle ASM インスタンスに、パスワード・ファイルを関

連付けます。 

--dbuniquename string パスワード・ファイルに関連付けられている Oracle Database の一意の名前を指定し

ます。 

-f 既存のパスワード・ファイルを強制的に削除し、新しいパスワード・ファイルを作成しま

す。 

--format format パスワードを作成する形式を指定します。値は 12 および 12.2 です。指定しない場

合、12.2 がデフォルト値になります。  

file_path パスワード・ファイルを作成する場所を指定します。  

sys_password 初期 SYS パスワードを指定します。このオプションを省略すると、パスワードの入力を求

められます。  

pwcreateは、file_pathで指定したディスク・グループにパスワード・ファイルを作成します。初期SYSパスワードは、

sys_passwordによって指定されます。  

–-asmまたは--dbuniquenameのいずれかが必要です。パスワードを配置するディスク・グループのcompatible.asmディスク・グ

ループ属性を12.1以上に設定する必要があります。  

Oracle ASMおよびデータベースのパスワード・ファイルを管理するには、SYSASMまたはSYSDBA権限が必要です。  

詳細は、「ディスク・グループでの共有パスワード・ファイルの管理」を参照してください。  

例 

次の例では、Oracle ASMディスク・グループにOracle Databaseパスワード・ファイルを作成します。 

例10-32 ASMCMD pwcreateコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > pwcreate –-dbuniquename orcl '+data/ORCL/orapwdb' 

Enter password for SYS:

pwdelete 

目的 

Oracle ASMまたはデータベース・インスタンスのパスワード・ファイルを削除します。 
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構文および説明 

pwdelete { --asm |--dbuniquename string | file_path } 

表10-26に、pwdeleteコマンドのオプションを示します。 

表10-26 pwdeleteコマンドのオプション 

オプション 説明 

--asm --asm オプションは、ASMCMD がログインしている Oracle ASM インスタンスに、パス

ワード・ファイルを関連付けます。  

--dbuniquename string --dbuniquename string オプションは、パスワード・ファイルに関連付けられた一意の

データベース名を特定します。  

file_path file_path 値は、パスワード・ファイルが存在する場所を特定します。  

pwdeleteは指定したパスワード・ファイルを削除します。CRSDリソースを特定し、CRSDリソースからパスワードの場所を削除す

るには、–-asmまたは--dbuniquenameのいずれかが必要です。  

Oracle ASMおよびデータベースのパスワード・ファイルを管理するには、SYSASMまたはSYSDBA権限が必要です。  

例 

次の例では、ディスク・グループから指定したパスワード・ファイルを削除します。

例10-33 ASMCMD pwdeleteコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > pwdelete +FRA/orapwasm_bak

pwget 

目的 

Oracle ASMまたはデータベース・インスタンスのパスワード・ファイルの場所を戻します。 

構文および説明 

pwget { --asm | --dbuniquename string } 

表10-27に、pwgetコマンドのオプションを示します。 

表10-27 pwgetコマンドのオプション 

オプション 説明 

--asm --asm オプションは、ASMCMD がログインしている Oracle ASM インスタンスに、パス

ワード・ファイルを関連付けます。  
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オプション 説明 

--dbuniquename string --dbuniquename string オプションは、パスワード・ファイルに関連付けられた一意の

データベース名を特定します。  

pwgetは、–-asmで識別されるOracle ASMインスタンスまたは--dbuniquenameで識別されるデータベース・インスタンスのパス

ワード・ファイルの場所を戻します。  

Oracle ASMおよびデータベースのパスワード・ファイルを管理するには、SYSASMまたはSYSDBA権限が必要です。  

例 

次の例では、Oracle ASMパスワード・ファイルの場所を返します。

例10-34 ASMCMD pwgetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > pwget --asm 

+DATA/orapwasm

pwmove 

目的 

指定した場所に、Oracle ASMまたはデータベース・インスタンスのパスワード・ファイルを移動します。 

構文および説明 

pwmove { --asm | --dbuniquename string } source  destination [-f] 

表10-28に、pwmoveコマンドのオプションを示します。 

表10-28 pwmoveコマンドのオプション 

オプション 説明 

--asm --asm オプションは、ASMCMD がログインしている Oracle ASM インスタンスに、パス

ワード・ファイルを関連付けます。  

--dbuniquename string --dbuniquename string オプションは、パスワード・ファイルに関連付けられた一意の

データベース名を特定します。  

source source 値は、既存のパスワード・ファイルが存在する場所を特定します。  

destination destination 値は、パスワード・ファイルを移動する場所を特定します。  

-f —f オプションは、関連付けられたリソースのパスワード・ファイルをクリアし、新しいファイル

を登録します。  
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pwmoveは、あるディスク・グループから別のディスク・グループに、オペレーティング・システムからディスク・グループに、またはディス

ク・グループからオペレーティング・システムに、パスワード・ファイルを移動します。—fオプションを指定すると、パスワード・ファイルを

同じディスク・グループ内のファイルに移行できます。  

CRSDリソースを特定するには、–-asmまたは--dbuniquenameのいずれかが必要です。  

パスワードを移動するディスク・グループのcompatible.asmディスク・グループ属性を12.1以上に設定する必要があります。  

Oracle ASMおよびデータベースのパスワード・ファイルを管理するには、SYSASMまたはSYSDBA権限が必要です。  

例 

次の例では、あるディスク・グループから別のディスク・グループにパスワード・ファイルを移動します。

例10-35 ASMCMD pwmoveコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > pwmove --asm +FRA/orapwasm_bak +DATA/orapwasm 

moving +FRA/orapwasm_bak -> +DATA/orapwasm

pwset 

目的 

Oracle ASMまたはデータベース・インスタンスのパスワード・ファイルの場所を設定します。 

構文および説明 

pwset { --asm  | --dbuniquename string } file_path 

表10-29に、pwsetコマンドのオプションを示します。 

表10-29 pwsetコマンドのオプション 

オプション 説明 

--asm --asm オプションは、ASMCMD がログインしている Oracle ASM インスタンスに、パス

ワード・ファイルを関連付けます。  

--dbuniquename string --dbuniquename string オプションは、パスワード・ファイルに関連付けられた一意の

データベース名を特定します。  

file_path file_path 値は、パスワード・ファイルが存在する場所を特定します。  

pwsetは、Oracle ASMまたはデータベース・インスタンスのパスワード・ファイルの場所を、file_pathで指定した値に設定しま

す。CRSDリソースを特定するには、--dbuniquenameまたは–-asmのいずれかが必要です。  

Oracle ASMおよびデータベースのパスワード・ファイルを管理するには、SYSASMまたはSYSDBA権限が必要です。  

例 
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次の例では、ディスク・グループにOracle ASMパスワード・ファイルの場所を設定します。

例10-36 ASMCMD pwsetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > pwset --asm +DATA/orapwasm

showclustermode 

目的 

Oracle ASMクラスタの現在のモードを表示します。 

構文および説明 

showclustermode 

showclustermodeは、Oracle ASMクラスタの現在のモードを表示します。考えられる戻り値は、ASMクラスタ: Flexモード有

効またはASMクラスタ: Flexモード無効です。  

例 

次に、showclustermodeコマンドの使用例を示します。 

例10-37 ASMCMD showclustermodeコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > showclustermode 

ASM cluster : Flex mode disabled

showclusterstate 

目的 

クラスタの現在の状態を表示します。 

構文および説明 

showclusterstate 

showclusterstateは、Oracle ASMクラスタの現在の状態を表示します。戻される値は、Normal、In Rolling Patchまた

はIn Rolling Upgradeのいずれかのモードです。  

例 

次に、showclusterstateコマンドの使用例を示します。 

例10-38 ASMCMD showclusterstateコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > showclusterstate
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showpatches 

目的 

Oracle Grid Infrastructureホームで適用されたパッチをリストします。 

構文および説明 

showpatches [-l] 

次の表に、showpatchesコマンドのオプションを示します。 

表10-30 showpatchesコマンドのオプション 

オプション 説明 

—l パッチに関するすべての詳細を表示します。 

showpatchesは、Oracle Grid Infrastructureホームに適用されているパッチをリストします。  

例 

次に、showpatchesコマンドの使用例を示します。 

例10-39 ASMCMD showpatchesコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > showpatches -l 

Oracle ASM release patch level is [0] and no patches have been applied on the local node. The release 

patch string is [18.1.0.0.0].

showversion 

目的 

Oracle ASMクラスタのリリースおよびソフトウェアのパッチ・レベルを表示します。 

構文および説明 

showversion [[[--releasepatch] [--softwarepatch]] | [--active]] 

次の表に、showversionコマンドのオプションを示します。 

表10-31 showversionコマンドのオプション 

オプション 説明 

--releasepatch クラスタ・レベルのパッチ・バージョンを表示します。 

かわりに、asmcmd showversion --active を使用します。  
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オプション 説明 

--softwarepatch ローカル・ノードでのパッチ・レベルを表示します。  

かわりに、asmcmd showpatches -l を使用します。  

--active アクティブなバージョンとアクティブなパッチ・レベルを表示します。 

showversionは、Oracle ASMクラスタのリリースおよびソフトウェアのパッチ・レベルを表示します。リリースおよびソフトウェアの

パッチ・オプションは、Oracle ASMまたはOracle Grid Infrastructureホームのどちらがパッチ適用されているかに応じて異

なることがあります。  

 

  
 

ノート: 

Oracle Grid Infrastructure または Oracle ASM ホームにパッチを適用しているときは、releasepatch オプ

ションおよび softwarepatch オプションは異なる場合があります。標準モードのときは、これらのオプションは同じで

す。接続されている Oracle ASM インスタンスがない場合、リリース・パッチ情報は表示されません。  

例 

次に、showversionコマンドの使用例を示します。 

例10-40 ASMCMD showversionコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > showversion --active 

Oracle ASM active version on the cluster is [19.0.0.0.0]. The cluster upgrade state is [NORMAL]. The 

cluster active patch level is [0].

shutdown 

目的 

インスタンスを停止します。 

構文および説明 

shutdown [--target target_instance] [--normal | --abort|--immediate ] 

表10-32に、shutdownコマンドのオプションを示します。 

表10-32 shutdownコマンドのオプション 

オプション 説明 

--target target_instance ターゲット・インスタンスを指定します。target_instance の値は、Oracle ASM 

(ASM)インスタンス、IOServer (IOS)インスタンスまたは Oracle ASM プロキシ(APX)
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オプション 説明 

インスタンスのいずれかにできます。  

--normal 通常停止します。これはデフォルト・アクションです。 

--abort すべての既存の操作を停止します。 

--immediate 即時停止します。 

デフォルトのターゲット・インスタンスは、ORACLE_SID環境変数によって決まります。デフォルトのアクションは標準停止です。  

Oracle ASMインスタンスの停止を--abortオプションで試みる前に、Oracle ASMインスタンスを使用するデータベース・インス

タンスをすべて停止し、Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)ボリュームにマウントされているファイル・シス

テムをすべてディスマウントすることをお薦めします。  

Oracle ASMインスタンスの停止の詳細は、「Oracle ASMインスタンスの停止について」を参照してください。  

例 

次に、shutdownコマンドの例を示します。1つ目の例では、標準アクションでOracle ASMインスタンスの停止を実行します。2

つ目の例では、即時アクションで停止を実行します。3つ目の例では、すべての既存の操作の停止を実行します。 

例10-41 ASMCMD shutdownコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > shutdown --target ASM --normal 

ASMCMD [+] > shutdown --target ASM --immediate 

ASMCMD [+] > shutdown --target ASM --abort

spbackup 

目的 

Oracle ASM SPFILEをバックアップ・ファイルにバックアップします。 

構文および説明 

spbackup source destination 

表10-33に、spbackupコマンドのオプションを示します。 

表10-33 spbackupコマンドのオプション 

オプション 説明 

source ソース・ファイルの名前を指定します。 
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オプション 説明 

destination 宛先のファイルを指定します。 

spbackupは、ターゲット・ディスク・グループ内でSPFILEを作成せずに、同じまたは異なるディスク・グループ内でSPFILEの1つ

または複数のバックアップを作成する場合に使用する必要があります。  

spbackupを使用する場合、次のことに注意してください。  

 spbackupでは、Oracle ASM SPFILEをディスク・グループからディスク・グループまたはオペレーティング・システム・ファ

イルにバックアップできます。  

 spbackupでは、Oracle ASM SPFILEをオペレーティング・システム・ファイルからディスク・グループにバックアップできま

す。  

 spbackupでは、オープンされたOracle ASMインスタンスでOracle ASM SPFILEが使用されている場合、Oracle 

ASM SPFILEをバックアップできます。  

 spbackupでは、同じディスク・グループで内にOracle ASM SPFILEの複数のバックアップを作成できます。  

spbackupは、GPnPプロファイルに作用しません。作成されるバックアップ・ファイルは、特殊なファイル・タイプではなく、SPFILEと

して識別されません。このバックアップ・ファイルはspcopyを使用してコピーできません。このバックアップ・ファイルをディスク・グループ

間でコピーするには、ASMCMD cpコマンドを使用します。  

SPFILEファイルとして識別されるディスク・グループ内のバックアップ・ファイルのコピーを作成するには: 

1. ASMCMD cpコマンドを使用して、バックアップ・ファイルをディスク・グループからオペレーティング・システム・ファイルにコ

ピーします。「cp」を参照してください。  

2. ASMCMD spcopyコマンドを使用して、オペレーティング・システム・ファイルをディスク・グループにコピーします。

「spcopy」を参照してください。  

例 

次に、spbackupコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのSPFILEをバックアップします。2つ目の例で

は、SPFILEをdataディスク・グループからfraディスク・グループにバックアップします。 

例10-42 ASMCMD spbackupコマンドの使用方法 

ASMCMD> spbackup  +DATA/asm/asmparameterfile/registry.253.721810181 

                  +DATA/spfileBackASM.bak 

ASMCMD> spbackup  +DATA/asm/asmparameterfile/registry.253.721810181 

                  +FRA/spfileBackASM.bak

spcopy 

目的 

Oracle ASM SPFILEをソースの場所から宛先の場所のSPFILEにコピーします。 

構文および説明 

spcopy [-u] source destination 
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表10-34に、spcopyコマンドのオプションを示します。 

表10-34 spcopyコマンドのオプション 

オプション 説明 

-u Grid Plug and Play(GPnP)プロファイルを更新します。 

source ソース・ファイルの名前を指定します。 

destination 宛先を指定します。 

spcopyを使用する場合、次のことに注意してください。  

 spcopyでは、Oracle ASM SPFILEをディスク・グループから異なるディスク・グループまたはオペレーティング・システム・

ファイルにコピーできます。  

 spcopyでは、Oracle ASM SPFILEをオペレーティング・システム・ファイルからディスク・グループにコピーできます。  

 spcopyでは、オープンされたOracle ASMインスタンスでOracle ASM SPFILEが使用されている場合、Oracle 

ASM SPFILEをコピーできます。  

 spcopyでは、同じディスク・グループ内にOracle ASM SPFILEの複数のコピーを作成できません。その目的では

spbackupを使用できます。  

GPnPプロファイルを更新するには、spcopyに-uオプションを指定します。また、spcopyが-uオプションを指定せずに実行する場

合は、spsetを使用してGPnPプロファイルを更新することもできます。  

SPFILEをコピーし、GPnPプロファイルを更新した後で、新しい場所のSPFILEを使用するには、そのSPFILEを使用してインス

タンスを再起動します。Oracle ASMインスタンスが新しい場所のSPFILEを使用して稼働している場合は、ソースのSPFILE

を削除できます。 

spcopyを使用してOracle ASM SPFILEをディスク・グループにコピーするには、ターゲット・ディスク・グループの

COMPATIBLE.ASM属性を11.2以上に設定する必要があります。  

例 

次に、spcopyコマンドの例を示します。1つ目の例では、Oracle ASM SPFILEをdataディスク・グループからfraディスク・グ

ループにコピーします。2つ目の例では、Oracle ASM SPFILEをdataディスク・グループからあるオペレーティング・システムの場

所にコピーします。3つ目の例では、Oracle ASM SPFILEをあるオペレーティング・システムの場所からdataディスク・グループに

コピーし、-uオプションを指定してGPnPプロファイルを更新します。 

例10-43 ASMCMD spcopyコマンドの使用方法 

ASMCMD> spcopy  +DATA/asm/asmparameterfile/registry.253.721810181 

                +FRA/spfileCopyASM.ora 

ASMCMD> spcopy +DATA/asm/asmparameterfile/registry.253.721810181 

                $ORACLE_HOME/dbs/spfileCopyASM.ora 

ASMCMD> spcopy -u /oracle/product/11.2.0/grid/dbs/spfileTestASM.ora 

                  +DATA/ASM/spfileCopyASM.ora
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関連項目: 

 ASMCMD spsetコマンドの詳細は、「spset」  

 アップグレード後のOracle ASMインスタンスの初期化パラメータ・ファイルのコピーおよび移動の詳細は、「Oracle 

ASM初期化パラメータ・ファイルのバックアップ、コピーおよび移動について」  

 CREATE SPFILESQL文を使用したサーバー・パラメータの作成の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレン

ス』  

spget 

目的 

Oracle ASM SPFILEの場所をGrid Plug and Play(GPnP)プロファイルから取得します。 

構文および説明 

spget 

spgetによって取得される場所は、GPnPプロファイルに指定されている場所ですが、現在使用されているSPFILEの場所とはか

ぎりません。たとえば、再起動していないOracle ASMインスタンスに対してspsetまたは-uオプションを指定したspcopyによって

場所が最近更新されている場合があります。次にOracle ASMを再起動すると、この場所は、現在使用されているOracle 

ASM SPFILEを指します。  

例 

次に、spgetコマンドの例を示します。この例では、GPnPプロファイルからSPFILEの場所を取得して表示します。 

例10-44 ASMCMD spgetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > spget 

+DATA/ASM/ASMPARAMETERFILE/registry.253.813507611

spmove 

目的 

ソースから宛先にOracle ASM SPFILEを移動し、GPnPプロファイルを自動的に更新します。 

構文および説明 

spmove source destination 

表10-35に、spmoveコマンドのオプションを示します。 

表10-35 spmoveコマンドのオプション 

オプション 説明 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01315
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01315
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オプション 説明 

source ソース・ファイルを指定します。 

destination 宛先のファイルを指定します。 

spmoveを使用する場合、次のことに注意してください。  

 spmoveでは、オープン・インスタンスでPFILEまたは別のSPFILEを使用している場合、Oracle ASM SPFILEを移動

できます。SPFILEを移動した後で、新しい場所のSPFILEを使用するには、そのSPFILEを使用してインスタンスを再

起動します。  

 spmoveでは、オープンされたOracle ASMインスタンスでOracle ASM SPFILEが使用されている場合、Oracle 

ASM SPFILEを移動できません。  

アップグレード後のOracle ASMインスタンスの初期化パラメータ・ファイルのコピーおよび移動の詳細は、「Oracle ASM初期

化パラメータ・ファイルのバックアップ、コピーおよび移動について」を参照してください。  

spmoveを使用してOracle ASM SPFILEをディスク・グループに移動するには、ディスク・グループ属性COMPATIBLE.ASMを

11.2以上に設定する必要があります。  

例 

次に、spmoveコマンドの例を示します。1つ目の例では、Oracle ASM SPFILEをdataディスク・グループからあるオペレーティン

グ・システムの場所に移動します。2つ目の例では、SPFILEをあるオペレーティング・システムの場所からdataディスク・グループに

移動します。 

例10-45 ASMCMD spmoveコマンドの使用方法 

ASMCMD> spmove +DATA/spfileASM.ora 

               /oracle/product/11.2.0/grid/dbs/spfileMoveASM.ora 

ASMCMD> spmove /oracle/product/11.2.0/grid/dbs/spfile+ASM.ora 

               +DATA/ASM/spfileMoveASM.ora

spset 

目的 

Oracle ASM SPFILEの場所をGrid Plug and Play(GPnP)プロファイルに設定します。 

構文および説明 

spset location 

表10-36に、spsetコマンドのオプションを示します。 

表10-36 spsetコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

location Oracle ASM SPFILE の場所を指定します。この場所は、SPFILE へのフルパスで

す。 

例 

次に、spsetコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループ内のOracle ASM SPFILEコマンドの場所を設定し

ます。 

例10-46 ASMCMD spsetコマンドの使用方法 

ASMCMD> spset +DATA/asm/asmparameterfile/asmspfile.ora

startup 

目的 

デフォルトのインスタンスを起動します。  

構文および説明 

startup [--mount] [--nomount] [--restrict] [ --pfile pfile ] 

表10-37に、startupコマンドのオプションを示します。 

表10-37 startupコマンドのオプション 

オプション 説明 

--mount マウント操作を指定します。これはデフォルト・アクションです。 

--nomount ノーマウント操作を指定します。 

--restrict 制限モードを指定します。 

--pfile pfile Oracle ASM 初期化パラメータ・ファイル。 

このコマンドは、ORACLE_SID環境変数によって指定されたインスタンスを起動します。変数は、Oracle ASMインスタンス、

IOServerインスタンスまたはAPXプロキシ・インスタンスのいずれかに設定できます。  

Oracle ASMインスタンスに対するデフォルトのアクションは、ディスク・グループをマウントし、Oracle ASM動的ボリューム・マ

ネージャ(Oracle ADVM)のボリュームを使用可能にする起動です。  

例 

次に、startupコマンドの例を示します。この例では、ディスク・グループをマウントせずにOracle ASMインスタンス

(ORACLE_SID=+ASM)を起動し、asm_init.ora初期化パラメータ・ファイルを使用します。 
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例10-47 ASMCMD startupコマンドの使用方法 

ASMCMD> startup --nomount --pfile asm_init.ora

 

関連項目: 

 起動時にマウントされるディスク・グループの詳細は、「起動時のディスク・グループのマウントについて」  

 Oracle ASMインスタンスの起動の詳細は、「Oracle ASMインスタンスの起動について」  
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ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド 

このトピックでは、Oracle ASMリモート・インスタンスで使用されるASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンドの概要を示します。 

特に指定されないかぎり、ASMCMDクラスタ管理コマンドはOracle ASM-CSSクラスタで実行する必要があります。  

Oracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」を参照してください。  

表10-38に、ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-38 ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンドの概要 

コマンド 説明 

chcc メンバー・クラスタの構成を変更します。 

mkcc メンバー・クラスタの構成を作成します。 

lscc 構成済メンバー・クラスタをリストします。 

rmcc メンバー・クラスタの構成を削除します。 

 

関連項目: 

 クラスタのインストールおよびクラスタ名の要件の詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアッ

プグレード・ガイド』  

 メンバー・クラスタの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

chcc 

目的 

メンバー・クラスタの構成を変更します。 

構文および説明 

chcc cluster_name [--direct | --indirect] 

     [--version member_cluster_version] 

次の表に、chccコマンドのオプションを示します。 

表10-39 chccコマンドのオプション  

オプション 説明 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-6BA197F8-44D4-4663-8191-1CB24EF5F117
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オプション 説明 

cluster_name メンバー・クラスタの名前を指定します。 

--direct 直接ストレージ・アクセスを指定します。 

--indirect 間接ストレージ・アクセスを指定します。 

--version 

member_cluster_version 
メンバー・クラスタ・バージョンがストレージ・サーバー・バージョンと異なる場合、5 桁のメ

ンバー・クラスタ・バージョンを指定します。指定しないと、ストレージ・サーバー・バージョン

が使用されます。 

メンバー・クラスタのストレージ・アクセス方法を変更するには、次のステップを実行します。 

1. ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)のOracle Grid Infrastructureユーザーとして、chccコマンドを使用してメンバー・

クラスタ・ストレージ・アクセス構成を変更します。  

2. ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)のOracle Grid Infrastructureユーザーとして、mkccコマンドを使用してメンバー・

クラスタ構成を新しいクラスタ・マニフェスト・ファイルにエクスポートします。  

mkccコマンドを発行したときに報告される警告メッセージは無視してかまいません。  

3. 新しいクラスタ・マニフェスト・ファイルをエクスポートした後、メンバー・クラスタのノード上のrootユーザーとして、

rootcrs.shスクリプトを使用して新しいクラスタ・マニフェスト・ファイルをノードにコピーします。  

例 

次の例は、メンバー・クラスタの—–asmコンポーネントと––gimrコンポーネントに対して、ストレージ・アクセス方法を直接から間接

のOracle ASMストレージに変更する方法を示しています。 

例10-48 ASMCMD chccコマンドの使用方法 

ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)のOracle Grid Infrastructureユーザーとして、次のコマンドを実行します。 

$ asmcmd chcc memberCluster1 --indirect 

$ asmcmd mkcc memberCluster1 /export/cluster_manifest_new.xml --asm --gimr 

メンバー・クラスタのrootユーザーとして、次のコマンドを使用して新しいクラスタ・マニフェスト・ファイルをメンバー・クラスタにコピー

します。  

1. メンバー・クラスタ内のすべてのノードでrootcrs.shスクリプトを実行します。  

# rootcrs.sh --convertcluster STORAGE_ACCESS -manifestfile cluster_manifest_new.xml 

2. メンバー・クラスタの最後のノードで、-lastnodeオプションを指定してrootcrs.shスクリプトを実行します。  

# rootcrs.sh --convertcluster STORAGE_ACCESS -manifestfile cluster_manifest_new.xml -lastnode

lscc 

目的 
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構成済メンバー・クラスタをリストします。 

構文および説明 

lscc [--suppressheader] [-l] [cluster_name | --file wrap] 

次の表に、lsccコマンドのオプションを示します。 

表10-40 lsccコマンドのオプション  

オプション 説明 

–suppressheader 出力で列のヘッダーを非表示にします。 

-l すべての詳細を表示します。 

cluster_name メンバー・クラスタの名前を指定します。 

--file クラスタ・マニフェスト・ファイルのコンテンツに関する情報を表示します。 

wrap 資格証明のエクスポート先となる XML ファイルのフルパスを指定します。 

例 

次の例では、構成済メンバー・クラスタをリストします。

例10-49 ASMCMD lsccコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lscc 

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

           NAME        VERSION GUID 

================================================================================ 

 memberCluster1     12.2.0.0.0 78015b1e78756f88bf119fd8e5146df4 

 memberCluster2     12.2.0.0.0 3de3bbd75e9a7f17bfe027b477b5bcae 

================================================================================ 

ASMCMD [+] > lscc -l 

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

           NAME        VERSION GUID                             ASM GIMR TFA ACFS RHP 

=====================================================================================    

 memberCluster1     12.2.0.0.0 78015b1e78756f88bf119fd8e5146df4 YES  YES YES  YES YES 

 memberCluster2     12.2.0.0.0 3de3bbd75e9a7f17bfe027b477b5bcae YES  YES YES  YES  NO 

===================================================================================== 

ASMCMD [+] > lscc memberCluster1 --suppressheader 

 memberCluster1     12.2.0.0.0 78015b1e78756f88bf119fd8e5146df4 

ASMCMD [+] > lscc memberCluster1 --suppressheader -l 

 memberCluster1     12.2.0.0.0 78015b1e78756f88bf119fd8e5146df4 ASM,GIMR,TFA,ACFS,RHP

mkcc 

目的 
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メンバー・クラスタの構成を作成します。 

構文および説明 

mkcc cluster_name manifest_file [--direct] 

     [--version member_cluster_version] 

     [--guid member_cluster_guid] 

     [--gimr gimr_pdb/export_dir] 

     [--asm] [--gimr] [--rhp] [--acfs] [--tfa] 

次の表に、mkccコマンドのオプションを示します。 

表10-41 mkccコマンドのオプション  

オプション 説明 

cluster_name メンバー・クラスタの名前を指定します。 

manifest_file 資格証明のエクスポート先となる XML ファイルのフルパスを指定します。 

--direct 直接ストレージ・アクセスを指定します。指定しないと、ストレージ・アクセスは間接となり

ます。 

--version 

member_cluster_version 
メンバー・クラスタ・バージョンがストレージ・サーバー・バージョンと異なる場合、5 桁のメ

ンバー・クラスタ・バージョンを指定します。指定しないと、ストレージ・サーバー・バージョン

が使用されます。 

--guid member_cluster_guid メンバー・クラスタの 32 文字のグローバル一意識別子を指定します。このオプションを

指定すると、mkcc で新しい GUID は生成されません。指定した GUID にすでにクラス

タが構成されている場合、コマンドは失敗します。  

--gimr gimr_pdb/export_dir スタンドアロン・クラスタをメンバー・クラスタに変換する際の GIMR PDB のインポート元

のディレクトリを指定します。 

--asm Oracle ASM メンバー・クラスタの資格証明および構成を生成します。 

–-gimr Oracle GIMR メンバー・クラスタの資格証明および構成を生成します。 

–-rhp Oracle RHP メンバー・クラスタの資格証明および構成を生成します。 

–-acfs Oracle ACFS メンバー・クラスタの資格証明および構成を生成します。 

--tfa Oracle TFA メンバー・クラスタの資格証明および構成を生成します。 

メンバー・クラスタ名は、クラスタ名と同じルールに準拠する必要があります。名前は、企業全体で一意であり、長さは最短で1
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文字、最長で15文字であり、英数字を使用し、数字で始まらず、ハイフン(-)を含めることもできます。アンダースコア文字(_)

は使用できません。 

メンバー・クラスタ・コンポーネント・オプションを指定しないと、デフォルトでは、すべてのコンポーネントが構成され、それらの資格

証明は同じマニフェスト・ファイルに格納されます。 

GNS資格証明は、asmcmd mkccコマンドでは生成されません。メンバー・クラスタをGNSクライアントとして構成するには、次のコ

マンドを特権ユーザーとして実行し、GNSインスタンスのクライアント・データ構成をクラスタ・マニフェスト・ファイルにエクスポートし

ます。  

srvctl export gns -clientdata manifest_file -role CLIENT 

例 

次の例は、メンバー・クラスタの—–asmコンポーネントと––gimrコンポーネントの資格証明を作成し、それらの資格証明をクラスタ・

マニフェスト・ファイルにエクスポートします。 

例10-50 ASMCMD mkccコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mkcc memberCluster1 /tmp/member_cluster1.xml --version 12.2.0.0.0 --asm --gimr

rmcc 

目的 

メンバー・クラスタの構成を削除します。 

構文および説明 

rmcc cluster_name [-f] 

次の表に、rmccコマンドのオプションを示します。 

表10-42 rmccコマンドのオプション  

オプション 説明 

cluster_name メンバー・クラスタの名前を指定します。 

-f メンバー・クラスタの資格証明の削除の強制を指定します。 

例 

次の例では、メンバー・クラスタの構成を削除します。

例10-51 ASMCMD rmccコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > rmcc memberCluster1
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ASMCMD Oracle ASMフィルタ・ドライバ管理コマンド 

このトピックでは、ASMCMD Oracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)管理コマンドの概要を示します。 

 

関連項目: 

Oracle Grid Infrastructureのインストールおよび構成の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの『Oracle Grid 

Infrastructureインストレーション・ガイド』を参照してください。  

表10-43に、Oracle ASMフィルタ・ドライバ管理コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-43 ASMCMD Oracle ASMフィルタ・ドライバ管理コマンドの概要 

コマンド 説明 

afd_configure Oracle ASM フィルタ・ドライバを構成します。 

afd_deconfigure Oracle ASM フィルタ・ドライバを構成解除します。 

afd_di Oracle ASM フィルタ・ドライバのデータ整合性の状態を操作します。 

afd_dsget Oracle ASM フィルタ・ドライバの diskstring 値を取得します。 

afd_dsset Oracle ASM フィルタ・ドライバの diskstring 値を設定します。 

afd_filter 指定されたディスク・パスで Oracle ASM フィルタ・ドライバ・モードを設定します。 

afd_label Oracle ASM フィルタ・ドライバのラベルをディスクに設定します。 

afd_lsdsk Oracle ASM フィルタ・ドライバ・ディスクをリストします。 

afd_lslbl Oracle ASM フィルタ・ドライバのラベルが格納されているディスクをリストします。 

afd_refresh AFD 検出文字列を使用して、Oracle ASM フィルタ・ドライバのディスクをリフレッシュ

します。 

afd_scan Oracle ASM フィルタ・ドライバ・ディスクをスキャンします。 

afd_state Oracle ASM フィルタ・ドライバの状態を戻します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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コマンド 説明 

afd_unlabel 既存の Oracle ASM フィルタ・ドライバ・ラベルをクリアします。 

afd_configure 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバを構成します。 

構文および説明 

# asmcmd afd_configure  [-d | -e] [-f] 

次の表に、afd_configureコマンドのオプションを示します。 

表10-44 afd_configureコマンドのオプション 

オプション 説明 

-d Oracle ASMFD フィルタリング・モードを無効にします。 

-e Oracle ASMFD フィルタリング・モードを有効にします。 

-f Oracle ASMFD の構成を強制します。 

afd_configureコマンドを、rootユーザーとして非対話形式で実行する必要があります。ノードでコマンドを実行する前に、

Oracle Clusterwareをそのノードで停止する必要があります。afd_configureコマンドを実行した後、Oracle 

Clusterwareを各ノードで再起動します。afd_configureを実行すると、デフォルトのフィルタリング状態が有効になります。  

例 

次の例は、コマンドが実行されたノードにOracle ASMフィルタ・ドライバを構成します。例の$ORACLE_HOMEは、Oracle Grid 

Infrastructureホームを参照しています。 

例10-52 afd_configureコマンドの使用方法 

# $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_configure

 

関連項目: 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

 Oracle Grid Infrastructureのインストールおよび構成の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの

『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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afd_deconfigure 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバを構成解除します。 

構文および説明 

# asmcmd afd_deconfigure [-f] 

次の表に、afd_deconfigureコマンドのオプションを示します。 

表10-45 afd_deconfigureコマンドのオプション 

オプション 説明 

-f Oracle ASMFD の構成解除を強制します。 

afd_deconfigureコマンドを、rootユーザーとして非対話形式で実行する必要があります。ノードでコマンドを実行する前に、

Oracle Clusterwareをそのノードで停止する必要があります。afd_deconfigureコマンドを実行した後、Oracle 

Clusterwareを各ノードで再起動します。  

例 

次の例は、コマンドが実行されたノードでOracle ASMフィルタ・ドライバを構成解除します。例の$ORACLE_HOMEは、Oracle 

Grid Infrastructureホームを参照しています。 

例10-53 afd_deconfigureコマンドの使用方法 

# $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_deconfigure

 

関連項目: 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

 Oracle Grid Infrastructureのインストールおよび構成の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの

『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

afd_di 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)のデータ整合性の状態を操作します。 

構文および説明 

afd_di {-e | -d | -q} 

次の表に、afd_diコマンドのオプションを示します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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表10-46 afd_diコマンドのオプション 

オプション 説明 

-e Oracle ASMFD のデータ整合性を有効にします。 

-d Oracle ASMFD のデータ整合性を無効にします。 

-q Oracle ASMFD のデータ整合性を問い合せます。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」を参照してください。  

例 

次に、Oracle ASMFDドライバのデータ整合性を有効にするafd_diコマンドの使用例を示します。 

例10-54 ASMCMD afd_diコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_di -e

afd_dsget 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバのディスク検出文字列値を取得します。 

構文および説明 

afd_dsget 

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ」を参照してください。  

例 

次の例は、現在のOracle ASMフィルタ・ドライバのディスク検出文字列値を戻します。 

例10-55 afd_dsgetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_dsget 

AFD discovery string: /dev/rdsk/mydisks/*

afd_dsset 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバのディスク検出文字列値を設定します。 

構文および説明 

afd_dsset afd_diskstring 
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afd_dssetコマンドの構文オプションの詳細は、表10-47を参照してください。 

表10-47 afd_dssetコマンドのオプション 

オプション 説明 

afd_diskstring Oracle ASM フィルタ・ドライバのディスク検出文字列の値を指定します。  

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ」を参照してください。  

例 

次の例は、現在のOracle ASMフィルタ・ドライバのディスク検出文字列値を設定します。 

例10-56 afd_dssetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_dsset /dev/rdsk/mydisks/*

afd_filter 

目的 

指定されたディスク・パスでOracle ASMフィルタ・ドライバ・フィルタリング・モードを設定します。 

構文および説明 

afd_filter {-e | -d } [disk_path] 

afd_filterコマンドの構文オプションについては、次の表で説明します。 

表10-48 afd_filterコマンドのオプション 

オプション 説明 

-e Oracle ASM フィルタ・ドライバ・モードを有効にします。 

-d Oracle ASM フィルタ・ドライバ・モードを無効にします。 

disk_path ディスクへのパスを指定します。 

ディスク・パスを指定せずにコマンドを実行すると、ノード・レベルでフィルタリングが設定されます。  

例 

次の例では、afd_filterを使用して、指定されたディスク・パスでOracle ASMフィルタ・ドライバ・フィルタリングを有効にします。 

例10-57 afd_filterコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_filter -e /dev/sdq
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afd_label 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)のラベルを、指定されたディスクに設定します。 

構文および説明 

afd_label afd_label disk_path [--migrate | --rename] [--init] [--force] 

afd_labelコマンドの構文オプションの詳細は、表10-49を参照してください。 

表10-49 afd_labelコマンドのオプション 

オプション 説明 

afd_label Oracle ASM フィルタ・ドライバのラベルを指定します。  

disk_path ラベルが適用されるディスクへのパスを指定します。 

--migrate Oracle ASM フィルタ・ドライバのディスク・ラベルを disk_path 内のすべてのディスクに

移行するよう指定します。  

--rename 以前にラベル付けされたディスクへのラベル付けを指定します。 

--init 初期化ステージで Oracle ASMFD のラベルを設定することを指定します。このオプショ

ンは、Oracle ASMFD がすでにロードされている場合、使用できません。 

--force afd_label コマンドによりすべてのステップが実行されます。  

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」を参照してください。  

例 

次の例は、Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルを、指定したディスクに設定します。 

例10-58 afd_labelコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_label 'disk0' '/dev/rdsk/mydisks/disk0'

afd_lsdsk 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスクをリストします。 

構文および説明 
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afd_lsdsk [--all] 

次の表に、afd_lsdskコマンドのオプションを示します。 

表10-50 afd_lsdskコマンドのオプション 

オプション 説明 

--all クラスタ全体の Oracle ASMFD ディスクをすべてリストします。 

例 

次の例では、Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスクをリストします。 

例10-59 afd_lsdskコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_lsdsk 

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

Label                     Filtering   Path 

================================================================================ 

DISK0                       ENABLED   /dev/sdd 

DISK1                      DISABLED   /dev/sdm 

DISK2                       ENABLED   /dev/sdq

afd_lslbl 

目的 

指定された検出文字列を使用してオペレーティング・システムのディスクをスキャンし、Oracle ASMフィルタ・ドライバのラベルが

格納されているディスクをリストします。 

構文および説明 

afd_lslbl [disk_string] 

次の表に、afd_lslblコマンドのオプションを示します。 

表10-51 afd_lslblコマンドのオプション 

オプション 説明 

disk_string フィルタリング用のオプションのディスク・パス文字列を指定します。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」を参照してください。  

例 

次に、Oracle ASMFDのラベルが格納されているディスクをリストするafd_lslblコマンドの使用例を示します。 

例10-60 ASMCMD afd_lslblコマンドの使用方法 

ASMCMD [+]> afd_lslbl '/dev/sd*'  
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Label                 Duplicate  Path  

=======================================  

DISK0                 /dev/sdd  

DISK1                 /dev/sdm

afd_refresh 

目的 

AFD検出文字列を使用して、Oracle ASMフィルタ・ドライバのディスクをリフレッシュします。 

構文および説明 

afd_refresh [--all] 

次の表に、afd_refreshコマンドのオプションを示します。 

表10-52 afd_refreshコマンドのオプション 

オプション 説明 

–-all クラスタ全体のリフレッシュを指定します。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスクの所有者がrootユーザーの場合は、V$ASM_DISKビューでディスク・サイズが正確に表

示されるように、rootとしてafd_refresh --allを実行する必要があります。  

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」を参照してください。  

例 

次の例では、afd_refreshを使用してOracle ASMFDディスクをリフレッシュします。 

例10-61 ASMCMD afd_refreshコマンドの使用方法 

ASMCMD [+]> afd_refresh

afd_scan 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスクをスキャンします。 

構文および説明 

afd_scan [afd_diskstring] [--all] 

afd_scanコマンドの構文オプションの詳細は、表10-53を参照してください。 

表10-53 afd_scanコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

afd_diskstring Oracle ASM フィルタ・ドライバのディスク検出文字列の値を指定します。  

--all Oracle ASMFD ディスクについてクラスタ全体のスキャンを指定します。 

afd_scanは、指定した検出文字列を使用して、Oracle ASMフィルタ・ドライバのディスクをスキャンします。ディスク文字列を

指定せずにコマンドを実行した場合、afd_scanは、afd.confファイル内のOracle ASMフィルタ・ドライバのディスク検出文字

列値を使用します。  

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ」を参照してください。  

例 

次の例は、指定したディスク文字列を使用してOracle ASMフィルタ・ドライバのディスクをスキャンします。

例10-62 afd_scanコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_scan /dev/sd*

afd_state 

目的 

Oracle ASMフィルタ・ドライバの状態を戻します。 

構文および説明 

afd_state [--all] 

表10-54に、afd_stateコマンドのオプションを示します。 

表10-54 afd_stateコマンドのオプション 

オプション 説明 

--all --all オプションは、クラスタ全体のチェックを実行します。  

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ」を参照してください。  

例 

次の例は、Oracle ASMフィルタ・ドライバの現在の状態を戻します。

例10-63 afd_stateコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_state 

ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'DEFAULT' on host 'myhost'
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afd_unlabel 

目的 

指定されたOracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)のラベルをクリアします。 

構文および説明 

afd_unlabel afd_label {afd_label | 'disk_path'} [-f] [--init] 

afd_unlabelコマンドの構文オプションの詳細は、表10-55を参照してください。 

表10-55 afd_unlabelコマンドのオプション 

オプション 説明 

afd_unlabel クリアする既存の Oracle ASM フィルタ・ドライバのラベルを指定します。 

'disk_path' 既存のディスク・パスによって特定されたラベルをクリアすることを指定します。初期化ス

テージでディスクのラベル付けを解除する必要がある場合、ディスク・パスを使用するに

よってのみ実行できます。 

—f ディスクは Oracle ASM メンバー・ディスクであり、ディスクの保留中のオープンがない場

合、ラベルのクリアを強制します。 

--init 初期化ステージで Oracle ASMFD のラベルをクリアすることを指定します。このオプショ

ンは、Oracle ASMFD がすでにロードされている場合、使用できません。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理」を参照してください。  

例 

次の例は、既存のOracle ASMフィルタ・ドライバのラベルをクリアします。 

例10-64 afd_unlabelコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > afd_unlabel 'disk0'
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ASMCMDファイル管理コマンド 

このトピックでは、ASMCMDファイル管理コマンドの概要を示します。 

表10-56に、ASMCMDファイル管理コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-56 ASMCMDファイル管理コマンドの概要 

コマンド 説明 

amdu_extract ディスク・グループからファイルを抽出します。 

cd 現行ディレクトリを指定したディレクトリに変更します。 

cp ディスク・グループ間およびディスク・グループとオペレーティング・システム間でファ

イルをコピーできます。 

du 指定した Oracle ASM ディレクトリおよびすべてのサブディレクトリで、ファイルが

占有するディスク領域の合計を再帰的に表示します。 

find 指定したディレクトリ下で、指定した名前(ワイルドカードを使用)と一致するすべ

てのもののパスをリストします。 

ls Oracle ASM ディレクトリの内容、指定したファイルの属性またはすべてのディス

ク・グループの名前および属性をリストします。 

lsof オープン・ファイルをリストします。 

mkalias システム生成のファイル名のエイリアスを作成します。 

mkdir Oracle ASM ディレクトリを作成します。 

pwd Oracle ASM の現行ディレクトリのパスを表示します。 

rm 指定した Oracle ASM ファイルまたはディレクトリを削除します。 

rmalias エイリアスが指すファイルは保持したまま、指定したエイリアスを削除します。 

amdu_extract 

目的 
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ディスク・グループからファイルを抽出します。 

構文および説明 

amdu_extract diskgroup [--sys_filename] file_name disk_string

表10-57 amdu_extractコマンドのオプション  

オプション 説明 

diskgroup ファイルが配置されているディスク・グループの名前。 

--sys_filename このオプションを指定する場合、file_name が、ファイルのエイリアスではなく、システムの

Oracle ASM ファイル名を指す必要があります。  

file_name 抽出するファイルの名前。 

ファイル名は、次のいずれかである必要があります。 

 Oracle ASM エイリアス名 

 --sys_filename オプションが指定されている場合のシステム Oracle ASM

ファイル名  

ファイル名は、絶対パスまたは相対パスとして指定できます。 

disk_string Oracle ASM 検出ディスク文字列の値。 

amdu_extractは、Oracle ASMメタデータ・ダンプ・ユーティリティ(AMDU)コマンドを呼び出し、Oracle ASMエイリアス名を使

用してファイルを抽出します。  

例 

次に、データ・ディスク・グループからのファイルの抽出に使用するamdu_extractコマンドの例を示します。 

例10-65 ASMCMD amdu_extractコマンドの使用方法 

ASMCMD> amdu_extract data data/orcl/my_alias_filename /devices/disk*

cd 

目的 

現行ディレクトリを指定したディレクトリに変更します。 

構文および説明 

cd [dir] 



333 

表10-58に、cdコマンドのオプションを示します。 

表10-58 cdコマンドのオプション  

オプション 説明 

dir ディレクトリの名前。 

dirは、絶対パスまたは相対パス(疑似ディレクトリ.および..を含む)のいずれでも指定できます。dirにはワイルドカード文字を

使用できます。詳細は、「ワイルドカード文字」を参照してください。  

例 

次に、様々なディレクトリに変更する、cdコマンドの例を示します。 

例10-66 ASMCMD cdコマンドの使用方法 

ASMCMD [+data/hr] > cd +data/orcl 

ASMCMD [+data/orcl] > cd DATAFILE 

ASMCMD [+data/orcl/DATAFILE] >cd ..

cp 

目的 

Oracle ASMディスク・グループ間およびディスク・グループとオペレーティング・システム間でファイルをコピーできます。 

構文および説明 

cp src_file [--target target_type] [--service service_name] [--port port_num] [connect_str:]tgt_file 

次の表に、cpコマンドの構文オプションを示します。 

表10-59 cpコマンドのオプション  

オプション 説明 

--target target_type コピー操作のために ASMCMD が接続しなければならないインスタンスのターゲット・タイ

プを指定します。有効なオプションは ASM、IOS または APX です。  

--service service_name デフォルト+ASM ではない場合、Oracle ASM インスタンス名を指定します。 

--port port_num リスナー・ポート番号を指定します。デフォルトは、1521 です。 

connect_str リモート・インスタンスのための接続文字列を指定します。 

src_file コピーするソース・ファイルの名前。 
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オプション 説明 

tgt_file 作成されたターゲット・ファイル名のユーザー・エイリアス、またはエイリアスのディレクトリ

名。  

cpでは、2つのリモート・インスタンス間でファイルをコピーできません。ローカルOracle ASMインスタンスが、操作のソースまたは

ターゲットのいずれかである必要があります。  

cpコマンドを使用できるのは、次の場合です。  

 ディスク・グループからオペレーティング・システムへのファイルのコピー 

 ディスク・グループ間のファイルのコピー 

 オペレーティング・システムからディスク・グループへのファイルのコピー 

一部のファイル・タイプは、cpコマンドのソースまたは宛先にできません。これらのファイル・タイプには、OCRおよびSPFILEファイ

ル・タイプがあります。Oracle ASM SPFILEをバックアップ、コピーまたは移動するには、spbackup、spcopyまたはspmoveの各

コマンドを使用します。OCRバックアップ・ファイル・タイプをコピーするには、ディスク・グループからのソースである必要があります。  

コピーしたファイルがOracle ASMディスク・グループ内に存在する場合、これらのファイルの形式はリトル・エンディアン・システムと

ビッグ・エンディアン・システム間で移植できます。この形式はファイルの書込み時にOracle ASMによって自動的に変換されます。

Oracle ASM以外のファイルをOracle ASMディスク・グループにコピーしたりOracle ASMディスク・グループからコピーする場

合、ファイルを別のエンディアン・プラットフォームにコピーしてから、一般的に使用されているユーティリティの1つを使用してこのファ

イルを変換できます。 

ローカル・インスタンスのコピー(デフォルトの場合)には、connect_strは必要ありません。リモート・インスタンスのコピーの場合、

接続文字列を指定する必要があり、Oracle ASMによりエコーしないプロンプトでパスワードを入力するように求められます。

connect_strの書式は次のとおりです。  

user@host.SID 

connect_strパラメータではuser、hostおよびSIDは必須です。デフォルト・ポート番号は1521であり、--portオプションを使用

して変更できます。  

接続権限(SYSASMまたはSYSDBA)は、ASMCMDの起動時に--privilegeオプションの使用によって決まります。  

src_fileには、完全修飾ファイル名またはOracle ASMエイリアスのいずれかを指定する必要があります。  

ASMCMDコピー・プロセス中に、Oracle ASMサーバーは、次の形式でOracle Managed File (OMF)ファイルを作成しま

す。  

diskgroup/db_unique_name/file_type/file_name.## 

db_uniq_nameはASMに設定し、#は一連の数字です。コピー・プロセスで、ASMCMD cpは、宛先のディレクトリ構造を作成し、

その場所から、作成される実際のOMFファイルにユーザー・エイリアスを作成します。  

例 

次に、cpコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのファイルをオペレーティング・システム上にコピーします。
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2つ目の例では、オペレーティング・システム上のファイルをdataディスク・グループにコピーします。3つ目の例では、dataディスク・

グループのファイルをリモート・サーバーにコピーする方法を示します。ユーザーはパスワードの入力を求められます。 

例10-67 ASMCMD cpコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > cp +data/orcl/datafile/EXAMPLE.265.691577295 /mybackups/example.bak 

copying +data/orcl/datafile/EXAMPLE.265.691577295 -> /mybackups/example.bak 

ASMCMD [+] >  cp /mybackups/examples.bak  +data/orcl/datafile/myexamples.bak 

copying /mybackups/examples.bak -> +data/orcl/datafile/myexamples.bak 

ASMCMD [+] > cp +data/orcl/datafile/EXAMPLE.265.691577295 

sys@myserver.+ASM:/scratch/backup/myexamples.bak 

Enter Password:

 

関連項目: 

 ASMCMDを使用した接続オプションの詳細は、「接続タイプの指定」  

 接続文字列の詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』  

du 

目的 

指定したディレクトリおよびその下のディレクトリ・ツリー全体のファイルが使用する領域の合計を表示します。 

構文および説明 

du [--suppressheader] [dir] 

表10-60に、duコマンドの構文オプションを示します。 

表10-60 duコマンドのオプション 

オプション 説明 

dir ディレクトリの名前。 

--suppressheader 出力で列のヘッダーを非表示にします。 

dirを指定しない場合、現行ディレクトリに関する情報が表示されます。dirにはワイルドカード文字を使用できます。詳細は、

「ワイルドカード文字」を参照してください。  

次の2つの値が、いずれもMB単位で表示されます。  

 Used_MB: この値には、ミラーリングは含まれません。  

 Mirror_used_MB: この値には、ミラーリングが含まれます。  

たとえば、標準冗長性のディスク・グループに100MBのデータが含まれ、ディスク・グループの各ファイルが双方向にミラー化され

ている場合、Used_MBは100MBで、Mirror_used_MBは約200MBです。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=NETAG1011
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例 

次に、duコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループのorclディレクトリおよびorclディレクトリの下にあるすべて

のディレクトリで使用されているディスク領域を表示します。 

例10-68 ASMCMD duコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > du data/orcl 

Used_MB      Mirror_used_MB 

   1756                3519

find 

目的 

指定したディレクトリおよびそのサブディレクトリ内で、指定した名前パターン(ワイルドカードを使用)と一致するすべてのものの絶

対パスを表示します。 

構文および説明 

find [--type type] dir pattern 

表10-61に、findコマンドの構文オプションを示します。 

表10-61 findコマンドのオプション  

オプション 説明 

--type type 検索するターゲットのタイプ。 

dir 検索を開始するディレクトリ名。 

pattern ターゲットまたはワイルドカード・パターンの名前。 

このコマンドは、ディレクトリ・ツリー内の指定したディレクトリおよびその下のすべてのサブディレクトリで、指定したpatternを検索

します。patternの値には、ディレクトリ名またはファイル名を指定し、ワイルドカード文字を使用できます。詳細は、「ワイルドカー

ド文字」を参照してください。  

ASMCMD findコマンドでは、大文字と小文字は区別されません。  

コマンドの出力では、ディレクトリ名の末尾にスラッシュ(/)が付き、ファイル名とは区別されます。 

特定のタイプ(typeとして指定)のすべてのファイルを検索するには、--typeフラグを使用します。たとえば、typeにCONTROLFILE

を指定して、制御ファイルを検索できます。typeの有効な値を表5-1に示します。これらは、V$ASM_FILEビューのtype列のタイ

プ値です。  

例 

次に、findコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのundoで始まるファイルを検索します。2つ目の例
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では、+data/orclディレクトリのすべての制御ファイル(--type CONTROLFILE)の絶対パスを戻します。 

例10-69 ASMCMD findコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > find +data undo* 

+data/ORCL/DATAFILE/UNDOTBS1.258.691577151 

ASMCMD [+] >  find --type CONTROLFILE +data/orcl * 

+data/orcl/CONTROLFILE/Current.260.691577263

ls 

目的 

Oracle ASMディレクトリの内容、指定したファイルの属性またはすべてのディスク・グループの名前および属性をリストします。 

構文および説明 

ls [--suppressheader] [-lsdtLg][--absolutepath][--reverse] 

  [--permission][pattern] 

表10-62に、lsコマンドの構文オプションを示します。 

表10-62 lsコマンドのオプション 

オプション 説明 

(なし) ファイル名とディレクトリ名のみを表示します。 

-l ストライピング情報、冗長性情報、ファイルがシステム生成か(SYS 列の下に Y と表示)ユーザー

作成か(エイリアスのように、SYS 列の下に N と表示)など、ファイルの詳細な情報を表示します。

「ls -l +」コマンドで使用した場合は、ディレクトリ情報が表示されます。  

一部のファイル属性またはディスク・グループ属性は表示されません。ファイルまたはディスク・グ

ループのすべての列の値を表示するには、V$ASM_FILE および V$ASM_DISKGROUP ビューに問

い合せます。  

-s ファイル領域情報を表示します。 

-d pattern 引数の値がディレクトリの場合、ディレクトリの内容ではなく、ls ディレクトリの情報が

表示されます。通常は、-l フラグなどの別のフラグとともに使用します。  

--reverse リストのソート順を逆にします。 

-t 名前ではなくタイムスタンプで新しいものを先頭にリストをソートします。 

-L pattern 引数の値がエイリアスの場合は、ASMCMD により参照するファイルの情報が表示さ
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オプション 説明 

れます。通常は、-l フラグなどの別のフラグとともに使用します。  

--absolutepath リストされたファイルごとに、そのファイルを参照するエイリアスの絶対パス(ある場合)が表示され

ます。 

-g 出力には、GV$ASM_DISKGROUP.INST_ID が含まれます。  

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

--permission ファイルの権限を表示します(V$ASM_FILE.permission、V$ASM_FILE.owner、

V$ASM_FILE.usergroup、V$ASM_ALIAS.name)。  

pattern ファイル、ディレクトリまたはパターンの名前。 

コマンドのオプションを使用して、コマンドの出力を変更およびカスタマイズできます。表10-62に、オプションとその説明を示しま

す。ディスク・グループ情報の場合、このコマンドはデフォルトでV$ASM_DISKGROUP_STATビューに問い合せます。すべてのオプショ

ンを指定すると、属性が結合されて表示され、重複するものは削除されます。ls +と入力すると、最上位レベルのディレクトリ構

造が表示されます。  

patternには、ワイルドカード文字を含むファイル名、ディレクトリ名、またはパターンを指定できます。詳細は、「ワイルドカード文

字」を参照してください。  

 patternがディレクトリ名の場合、lsはフラグ設定に応じてディレクトリの内容を表示し、lsは各ディレクトリ・メンバーの

情報も表示します。ディレクトリ名の末尾にはスラッシュ(/)が付き、ファイル名とは区別して示されます。  

 patternに入力する値がファイル名である場合、lsはフラグ設定に応じてファイルを表示し、lsはファイルの情報も表示

します。ファイル名が相対パスで指定されている場合、ファイルは現行ディレクトリ内に格納されている必要があります。  

例 

次に、lsコマンド例を示します。この例では、ディレクトリに関する様々な情報とディレクトリの内容を表示します。 

例10-70 ASMCMD lsコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > ls +data/orcl/datafile 

EXAMPLE.265.691577295 

SYSAUX.257.691577149 

SYSTEM.256.691577149 

UNDOTBS1.258.691577151 

USERS.259.691577151 

ASMCMD [+] > ls -lt +data/orcl/datafile 

Type      Redund  Striped  Time             Sys  Name 

DATAFILE  MIRROR  COARSE   JUL 13 08:00:00  Y    EXAMPLE.265.691577295 

DATAFILE  MIRROR  COARSE   JUL 13 05:00:00  Y    SYSAUX.257.691577149 

DATAFILE  MIRROR  COARSE   JUL 13 02:00:00  Y    USERS.259.691577151 

DATAFILE  MIRROR  COARSE   JUL 13 02:00:00  Y    UNDOTBS1.258.691577151 

DATAFILE  MIRROR  COARSE   JUL 13 02:00:00  Y    SYSTEM.256.691577149 
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ASMCMD [+] > ls -l +data/orcl/datafile/sy* 

Type      Redund  Striped  Time             Sys  Name 

DATAFILE  MIRROR  COARSE   JUL 13 05:00:00  Y    SYSAUX.257.691577149 

DATAFILE  MIRROR  COARSE   JUL 13 02:00:00  Y    SYSTEM.256.691577149 

ASMCMD [+] > ls -s  +data/orcl/datafile 

Block_Size  Blocks      Bytes       Space  Name 

      8192   12801  104865792   214958080  EXAMPLE.265.691577295 

      8192   88321  723525632  1452277760  SYSAUX.257.691577149 

      8192   88321  723525632  1452277760  SYSTEM.256.691577149 

      8192    7681   62922752   131072000  UNDOTBS1.258.691577151 

      8192     641    5251072    12582912  USERS.259.691577151 

ASMCMD [+] > ls --permission  +data/orcl/datafile 

User  Group  Permission  Name 

              rw-rw-rw-  EXAMPLE.265.691577295 

              rw-rw-rw-  SYSAUX.257.691577149 

              rw-rw-rw-  SYSTEM.256.691577149 

              rw-rw-rw-  UNDOTBS1.258.691577151 

              rw-rw-rw-  USERS.259.691577151

lsof 

目的 

ローカル・クライアントのオープン・ファイルをリストします。 

構文および説明 

lsof [--suppressheader] {-G diskgroup|--dbname db| -C instance} 

表10-63に、lsofコマンドの構文オプションを示します。 

表10-63 lsofコマンドのオプション 

オプション 説明 

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

-G diskgroup 指定されたディスク・グループからのみファイルをリストします。 

--dbname db 指定されたデータベースからのみファイルをリストします。 

-C instance 指定されたインスタンスからのみファイルをリストします。 

例 

次に、lsofコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのオープン・ファイルをリストします。2つ目の例では、

Oracle ASMインスタンスのオープン・ファイルをリストします。 

例10-71 ASMCMD lsopコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsof -G data 

DB_Name  Instance_Name  Path                                           
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orcl     orcl           +data/orcl/controlfile/current.260.691577263   

orcl     orcl           +data/orcl/datafile/example.265.691577295      

orcl     orcl           +data/orcl/datafile/sysaux.257.691577149       

orcl     orcl           +data/orcl/datafile/system.256.691577149       

orcl     orcl           +data/orcl/datafile/undotbs1.258.691577151     

orcl     orcl           +data/orcl/datafile/users.259.691577151        

orcl     orcl           +data/orcl/onlinelog/group_1.261.691577267     

orcl     orcl           +data/orcl/onlinelog/group_2.262.691577271     

orcl     orcl           +data/orcl/onlinelog/group_3.263.691577275     

orcl     orcl           +data/orcl/tempfile/temp.264.691577287  

ASMCMD [+] > lsof -C +ASM  

DB_Name  Instance_Name  Path 

asmvol   +ASM           +data/VOLUME1.271.679226013 

asmvol   +ASM           +data/VOLUME2.272.679227351

mkalias 

目的 

指定したシステム生成のファイル名のエイリアスを作成します。 

構文および説明 

mkalias file alias 

表10-64に、mkaliasコマンドの構文オプションを示します。 

表10-64 mkaliasコマンドのオプション 

オプション 説明 

file システム生成のファイル名。 

alias ファイル名のエイリアス。 

aliasは、システム生成のファイルと同じディスク・グループに存在する必要があります。Oracle ASMファイルごとに作成できるエ

イリアスは、1つのみです。  

例 

次の例では、完全修飾ファイル名+data/orcl/DATAFILE/SYSAUX.257.721811945に対してsysaux.fエイリアスを作成しま

す。mkaliasコマンドに続いてls --absolutepathを実行し、結果をチェックします。 

例10-72 ASMCMD mkaliasコマンドの使用方法 

ASMCMD [+data/orcl/datafile] > mkalias SYSAUX.257.721811945 sysaux.f 

ASMCMD [+data/orcl/datafile] > ls --absolutepath 

none => EXAMPLE.265.721812093 

+DATA/ORCL/DATAFILE/sysaux.f => SYSAUX.257.721811945 

none => SYSTEM.256.721811945 

none => UNDOTBS1.258.721811945 

none => USERS.259.721811947 

sysaux.f
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mkdir 

目的 

現行ディレクトリにOracle ASMディレクトリを作成します。 

構文および説明 

mkdir dir [dir . . .] 

表10-65に、mkdirコマンドの構文オプションを示します。 

表10-65 mkdirコマンドのオプション 

オプション 説明 

dir 作成するディレクトリ名。 

mkdirが実行するディレクトリは、システムで作成されるか、またはユーザーによって作成できます。ルート(+)・レベルのディレクト

リは作成できません。  

例 

次に、mkdirコマンドの例を示します。この例では、ディスク・グループdataに、ディスク・グループ・レベルのディレクトリsubdir1およ

びsubdir2を作成します。 

例10-73 ASMCMD mkdirコマンドの使用方法 

ASMCMD [+data] > mkdir subdir1 subdir2 

ASMCMD [+data] > ls 

ASM/ 

ORCL/ 

subdir1/ 

subdir2/

pwd 

目的 

現行ディレクトリの絶対パスを表示します。 

構文および説明 

pwd 

例 

次に、pwdコマンドの例を示します。この例では、現行ディレクトリを表示します。 

例10-74 ASMCMD pwdコマンドの使用方法 

ASMCMD [+data/orcl/datafile] > pwd 
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+data/orcl/datafile

rm 

目的 

指定したOracle ASMファイルおよびディレクトリを削除します。 

構文および説明 

rm [-f|-r] pattern [pattern...] 

表10-66に、rmコマンドの構文オプションを示します。 

表10-66 rmコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r ファイルおよびサブディレクトリを再帰的に削除します。 

-f 確認を求めずにファイルおよびサブディレクトリを削除します。 

pattern ファイル、ディレクトリまたはワイルドカード・パターンの名前。 

patternがファイルまたはエイリアスの場合は、これらが現在使用中でない場合のみrmコマンドで削除できます。patternがディ

レクトリの場合は、(-rフラグを使用していなければ)そのディレクトリが空であり、システム生成のディレクトリではない場合のみrm

コマンドで削除できます。patternがエイリアスの場合は、エイリアスおよびエイリアスが参照するファイルの両方がrmによって削除

されます。エイリアスのみ削除し、エイリアスが参照するファイルを保持する場合は、rmaliasコマンドを使用します。  

 

  
 

ノート: 

システム生成ディレクトリ内のファイルをすべて削除すると、そのディレクトリは削除されます。親ディレクトリが空の

場合、親ディレクトリもすべて削除されます。 

patternには、ワイルドカード文字を指定できます。詳細は、「ワイルドカード文字」を参照してください。  

ワイルドカードを使用する場合、rmコマンドでは、(-rフラグを使用していなければ)空ではないディレクトリを除き、一致するものを

すべて削除します。再帰的に削除するには、-rフラグを使用します。-rオプションにより、空ではないディレクトリと、そのディレクト

リとその下のディレクトリ・ツリー全体の中にあるすべてのファイルとディレクトリを削除できます。-rフラグまたはワイルドカード文字を

使用すると、-fフラグを指定した場合を除き、rmコマンドを続行する前に削除を確認するプロンプトが表示されます。ワイルド

カード文字がエイリアスまたはエイリアスを持つシステム生成のファイルと一致する場合は、エイリアスおよびエイリアスが参照するシ

ステム生成のファイルの両方が削除されます。-rフラグを使用してワイルドカード・パターンと一致するエイリアスを削除する場合

は、エイリアスまたはエイリアスを含むシステム生成のファイルは、rmコマンドを実行するディレクトリ内に存在している必要がありま

す。  
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たとえば、+data/orcl/DATAFILE/System.256.146589651を指し示すユーザーのエイリアス+data/dir1/file.aliasがあ

る場合、rm -r +data/dir1コマンドを実行すると、+data/dir1/file.aliasおよび

+data/orcl/DATAFILE/System.256.146589651が削除されます。  

例 

次に、rmコマンドの例を示します。1つ目の例では、myexamples.bakファイルを削除します。2つ目の例では、subdir2ディレク

トリおよびその内容を削除します。 

例10-75 ASMCMD rmコマンドの使用方法 

ASMCMD [+data/orcl/datafile] > rm myexamples.bak 

ASMCMD [+data] > rm -r subdir2 

You may delete multiple files and/or directories.  

Are you sure? (y/n) y

rmalias 

目的 

エイリアスが参照するファイルは保持したまま、指定したエイリアスを削除します。 

構文および説明 

rmalias [-r] alias [alias...] 

表10-67に、rmaliasコマンドの構文オプションを示します。 

表10-67 rmaliasコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r エイリアスを再帰的に削除します。 

alias ファイル名またはディレクトリのエイリアス。 

-rフラグにより、現行ディレクトリおよびその下のディレクトリ・ツリー全体のすべてのエイリアスを削除できます。エイリアスを削除す

るとユーザー作成のディレクトリが空になる場合は、それらのディレクトリも削除されます。システム生成のファイルおよびディレクトリ

は削除されません。  

例 

次に、rmaliasコマンドの例を示します。この例では、エイリアスsysaux.fを削除しますが、そのエイリアスが参照するデータファイ

ルは保持します。 

例10-76 ASMCMD rmaliasコマンドの使用方法 

ASMCMD [+data/orcl/datafile] > rmalias sysaux.f
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ASMCMDディスク・グループ管理コマンド 

このトピックでは、ASMCMDディスク・グループ管理コマンドの概要を示します。 

表10-68に、ASMCMDディスク・グループ管理コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-68 ASMCMDディスク・グループ管理コマンドの概要 

コマンド 説明 

chdg ディスク・グループを変更(Exadata アプライアンスで追加、削除、リバランスまた

は移行)します。 

chkdg ディスク・グループをチェックまたは修復します。 

dropdg ディスク・グループを削除します。 

iostat ディスクの I/O 統計を表示します。 

lsattr ディスク・グループの属性をリストします。 

lsdg ディスク・グループおよびその情報をリストします。 

lsdsk Oracle ASM ディスクをリストします。  

lsod オープン・デバイスをリストします。 

md_backup マウントされているディスク・グループのメタデータのバックアップを作成します。 

md_restore メタデータのバックアップからディスク・グループをリストアします。 

mkdg ディスク・グループを作成します。 

mount ディスク・グループをマウントします。 

offline ディスクまたは障害グループをオフラインにします。 

online ディスクまたは障害グループをオンラインにします。 

rebal ディスク・グループをリバランスします。 
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コマンド 説明 

remap ディスク上の物理ブロックの範囲のデータを再配置します。 

setsparseparent スパース子ファイルの親を設定します。  

setattr ディスク・グループに属性を設定します。 

stamp ディスク、サイトおよび障害グループのラベルをディスク・ヘッダーにスタンプします。 

stamplist ディスク・ヘッダーのディスク、サイトおよび障害グループのラベルを表示します。 

umount ディスク・グループをディスマウントします。 

chdg 

目的 

XML構成ファイルに基づいてディスク・グループを変更します。 

構文および説明 

chdg { config_file.xml | 'contents_of_xml_file' } 

表10-69に、chdgコマンドの構文オプションを示します。 

表10-69 chdgコマンドのオプション  

オプション 説明 

config_file ディスク・グループの変更を含む XML ファイルの名前。chdg では、パスが指定されない

かぎり、ASMCMD が起動されたディレクトリ内の XML ファイルを検索します。  

有効なタグおよび XML 構成ファイルの例は、例 10-77 および例 10-78 を参照して

ください。  

contents_of_xml_file 一重引用符で囲んだ XML スクリプト。 

変更には次のものがあります。 

 ディスクの追加、削除およびサイズ変更 

 ディスク・グループの指数レベルのリバランスまたは置換 

指数レベルには、ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータと同じ値を設定できます  

 固定構成間でのExadataアプライアンスの移行 
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移行により、ディスク・グループ内の既存の各障害グループ(またはセル)にディスク(同数のディスク)がさらに追加されま

す。 

変更には、ディスクの既存ディスク・グループへの追加、既存ディスク・グループとの置換または既存ディスク・グループからの削除、

リバランスまたは置換の指数レベルの設定が含まれます。指数レベルには、ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータと同じ値を設

定できます。この変更には、ある固定アプライアンス構成からExadataアプライアンス上の別の固定アプライアンス構成への移行

も含まれます。移行により、ディスク・グループ内の既存の各障害グループ(またはセル)にディスク(同数のディスク)がさらに追加さ

れます。  

ディスク・グループにディスクを追加する場合、ASM_DISKSTRING初期化パラメータと同様の形式で、ディスク文字列を指定する

必要があります。  

障害グループはオプションのパラメータです。デフォルトでは、すべてのディスクが独自の障害グループに属します。  

ディスク・グループからのディスクの削除は、この操作によって実行できます。個々のディスクは、そのOracle ASMディスク名に

よって参照できます。障害グループに属するディスクのセットは、障害グループ名によって指定できます。 

ディスク・グループ内のディスクのサイズは、chdgによって変更できます。サイズ変更後にデータ格納に十分な領域がない場合、

サイズ変更操作は失敗します。  

例10-77に、chdgのXML構成ファイルについて基本構造および有効なタグとその属性を示します。 

例10-77 chdgのXML構成テンプレートのタグ 

<chdg> update disk clause (add/delete disks/failure groups) 

      name         disk group to change 

      power        power to perform rebalance or replace 

  

<add>  items to add are placed here 

</add> 

<replace>  items to replace are placed here 

</replace> 

<drop> items to drop are placed here 

</drop> 

<migrate> items to be migrated to another appliance configuration on EXADATA         

</migrate> 

<fg>  failure group 

      name         failure group name 

</fg> 

<dsk> disk 

      name         disk name 

      string       disk path 

      size         size of the disk to add 

      force        true specifies to use the force option 

</dsk> 

</chdg>

例1 

次に、chdgのXML構成ファイルの例を示します。このXMLファイルでは、dataというディスク・グループを変更します。障害グルー

プfg1を削除し、ディスクdata_0001も削除します。ディスク/dev/disk5を障害グループfg2に追加します。リバランス指数レベル

を3に設定します。 
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例10-78 chdgのサンプルXML構成ファイル  

<chdg name="data" power="3"> 

  <drop> 

    <fg name="fg1"></fg> 

    <dsk name="data_0001"/> 

  </drop> 

  <add> 

    <fg name="fg2"> 

      <dsk string="/dev/disk5"/> 

    </fg> 

  </add> 

</chdg>

例2 

次に、chdgのXML構成ファイルの別の例を示します。このXMLファイルでは、FG_01という名前の障害グループを移行します。 

例10-79 chdgのサンプルXML構成ファイル  

<chdg name="DATAC1 > 

       <migrate> 

         <add> 

            <fg name = "EXA04CEL01"> 

              <dsk string="o/192.168.10.18/DATAC1_CD_10_exa04cel01" name= "DATAC1_CD_10_exa04cel01" /> 

              <dsk string="o/192.168.10.18/DATAC1_CD_11_exa04cel01" name= "DATAC1_CD_11_exa04cel01" /> 

            </fg> 

            <fg name = "EXA04CEL02"> 

              <dsk string="o/192.168.10.20/DATAC1_CD_10_exa04cel02" name= "DATAC1_CD_10_exa04cel02" /> 

              <dsk string="o/192.168.10.20/DATAC1_CD_11_exa04cel02" name= "DATAC1_CD_11_exa04cel02" /> 

            </fg> 

            <fg name = "EXA04CEL03”" 

              <dsk string="o/192.168.10.22/DATAC1_CD_10_exa04cel03" name= "DATAC1_CD_10_exa04cel03" /> 

              <dsk string="o/192.168.10.22/DATAC1_CD_11_exa04cel03" name= "DATAC1_CD_11_exa04cel03" /> 

            </fg> 

         </add> 

       </migrate> 

</chdg>

例3 

次に、構成ファイルを指定する場合と、コマンドラインに構成情報を指定する場合のchdgコマンドの例を示します。 

例10-80 ASMCMD chdgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > chdg data_config.xml 

ASMCMD [+] > chdg '<chdg name="data" power="3"> 

        <drop><fg name="fg1"></fg><dsk name="data_0001"/></drop> 

        <add><fg name="fg2"><dsk string="/dev/disk5"/></fg></add></chdg>'

 

関連項目: 

 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

 ASM_DISKSTRING初期化パラメータの詳細は、「ASM_DISKSTRING」  
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 障害グループの詳細は、「Oracle ASMの障害グループ」  

 ディスクの削除の詳細は、「ディスク・グループからのディスクの削除」  

 ディスクのサイズ変更の詳細は、「ディスク・グループ内のディスクのサイズ変更」  

 ASMCMD mkdgを使用したディスク・グループの作成の詳細は、「mkdg」 

 ディスク・グループの変更の詳細は、「ディスク・グループの変更」  

 Oracle ASM appliance.mode属性の有効化 

chkdg 

目的 

ディスク・グループのメタデータをチェックまたは修復します。 

構文および説明 

chkdg [--repair] diskgroup 

表10-70に、chkdgコマンドの構文オプションを示します。 

表10-70 chkdgコマンドのオプション  

オプション 説明 

--repair ディスク・グループを修復します。 

diskgroup チェックまたは修復するディスク・グループの名前。 

chkdgでは、ディスク・グループのメタデータにエラーがないかチェックし、必要に応じてエラーを修復します。  

例 

次に、dataディスク・グループのチェックおよび修復に使用するchkdgコマンドの例を示します。 

例10-81 ASMCMD chkdgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > chkdg --repair data

dropdg 

目的 

ディスク・グループを削除します。 

構文および説明 

dropdg [-r [-f]] diskgroup 

表10-71に、dropdgコマンドの構文オプションを示します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SAGUG-GUID-E80B8D86-81C6-4EC1-B586-C0822F01D5B4


349 

表10-71 dropdgコマンドのオプション  

オプション 説明 

-f 操作を強制します。ディスク・グループがマウントできない場合にのみ適用できます。 

-r 再帰的に内容を含めます。 

diskgroup 削除するディスク・グループの名前。 

dropdgでは、既存のディスク・グループを削除します。ディスク・グループは、複数のノード上にマウントしないでください。  

例 

次に、dropdgの使用例を示します。1つ目の例では、ディスク・グループdata(ディスク・グループ内のすべてのデータを含む)を強

制的に削除します。2つ目の例では、ディスク・グループfra(ディスク・グループ内のすべてのデータを含む)を削除します。 

例10-82 ASMCMD dropdgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > dropdg -r -f data 

ASMCMD [+] > dropdg -r fra

iostat 

目的 

マウントされているディスク・グループ内のOracle ASMディスクのI/O統計を表示します。 

構文および説明 

iostat [--suppressheader] [-et] [--io] [--region]  

 [-G diskgroup] [interval] 

iostatでは、V$ASM_DISK_STATビューを使用してディスク・グループの統計をリストします。  

表10-72に、iostatコマンドの構文オプションを示します。 

表10-72 iostatコマンドのオプション 

オプション 説明 

-e エラー統計(Read_Err、Write_Err)を表示します。 

-G diskgroup ディスク・グループ名の統計を表示します。 

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 
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オプション 説明 

--io バイトではなく I/O 数で情報を表示します。 

-t 時間統計(Read_Time、Write_Time)を表示します。 

--region コールドおよびホットのディスク・リージョンに関する情報(Cold_Reads、

Cold_Writes、Hot_Reads、Hot_Writes)を表示します。 

ノート: 

ディスク・リージョンの属性はデフォルトではコールドであり、コールドは許可されている唯

一の設定です。つまり、Hot_Reads および Hot_Writes の値はゼロです。  

 

interval 間隔の値(秒単位)に基づいて統計表示をリフレッシュします。間隔表示を止めるには、

[Ctrl]を押しながら[C]を押します。 

表10-73に、ディスク・グループの統計を示します。ディスク・グループのすべての統計を表示するには、V$ASM_DISK_STATおよび

V$ASM_DISK_IOSTATビューを使用します。 

表10-73 iostatコマンド出力の属性の説明 

属性名 説明 

Group_Name ディスク・グループの名前。  

Dsk_Name ディスクの名前。 

Reads ディスクからの読取りバイト数。--io オプションを入力すると、値は I/O 数として表示されます。  

Writes ディスクへの書込みバイト数。--io オプションを入力すると、値は I/O 数として表示されます。  

Cold_Reads コールド・ディスク・リージョンからの読取りバイト数。--io オプションを入力すると、値は I/O 数

として表示されます。  

Cold_Writes コールド・ディスク・リージョンからの書込みバイト数。--io オプションを入力すると、値は I/O 数

として表示されます。  

Hot_Reads ホット・ディスク・リージョンからの読取りバイト数。--io オプションを入力すると、値は I/O 数とし

て表示されます。  

ノート: 
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属性名 説明 

ディスク・リージョンの属性はデフォルトではコールドであり、コールドは許可されている唯一の設

定です。つまり、Hot_Reads および Hot_Writes の値はゼロです。  

 

Hot_Writes ホット・ディスク・リージョンへの書込みバイト数。--io オプションを入力すると、値は I/O 数とし

て表示されます。  

ノート: 

ディスク・リージョンの属性はデフォルトではコールドであり、コールドは許可されている唯一の設

定です。つまり、Hot_Reads および Hot_Writes の値はゼロです。  

 

Read_Err ディスクの失敗した I/O 読取りリクエスト数。 

Write_Err ディスクの失敗した I/O 書込みリクエスト数。 

Read_Time TIMED_STATISTICS 初期化パラメータが TRUE に設定されている場合の、ディスクに対する読

取り要求の I/O 時間(秒)。FALSE に設定されている場合は 0。  

Write_Time TIMED_STATISTICS 初期化パラメータが TRUE に設定されている場合の、ディスクに対する書

込み要求の I/O 時間(秒)。FALSE に設定されている場合は 0。  

リフレッシュ間隔を指定しない場合、表示される数値は合計のバイト数またはI/O数を表します。リフレッシュ間隔を指定した場

合、表示される値(バイト数またはI/O数)は合計値ではなく、前の値から現在の値までの差分です。 

例 

次に、iostatコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのディスクI/O統計(合計バイト数)を表示します。

2つ目の例では、dataディスク・グループのディスクI/O統計(合計I/O操作数)を表示します。 

例10-83 ASMCMD iostatコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > iostat -G data 

Group_Name  Dsk_Name   Reads       Writes      

DATA        DATA_0000  180488192   473707520   

DATA        DATA_0001  1089585152  469538816   

DATA        DATA_0002  191648256   489570304   

DATA        DATA_0003  175724032   424845824   

DATA        DATA_0004  183421952   781429248   

DATA        DATA_0005  1102540800  855269888   

DATA        DATA_0006  171290624   447662592   

DATA        DATA_0007  172281856   361337344   

DATA        DATA_0008  173225472   390840320   

DATA        DATA_0009  288497152   838680576   

DATA        DATA_0010  196657152   375764480   

DATA        DATA_0011  436420096   356003840   

ASMCMD [+] > iostat --io -G data 
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Group_Name  Dsk_Name   Reads  Writes   

DATA        DATA_0000  2801   34918    

DATA        DATA_0001  58301  35700    

DATA        DATA_0002  3320   36345    

DATA        DATA_0003  2816   10629    

DATA        DATA_0004  2883   34850    

DATA        DATA_0005  59306  38097    

DATA        DATA_0006  2151   10129    

DATA        DATA_0007  2686   10376    

DATA        DATA_0008  2105   8955     

DATA        DATA_0009  9121   36713    

DATA        DATA_0010  3557   8596     

DATA        DATA_0011  17458  9269    

lsattr 

目的 

ディスク・グループの属性をリストします。 

構文および説明 

lsattr [--suppressheader][-G diskgroup ] [-lm] [pattern] 

表10-74に、lsattrコマンドの構文オプションを示します。 

表10-74 lsattrコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ディスク・グループ名。 

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

-l 名前とともに値を表示します。 

-m RO 列、Sys 列などの追加情報を表示します。 

pattern パターン表現を含む属性を表示します。 

 

  
 

ノート: 

COMPATIBLE.ASM が 11.1 以上に設定されているディスク・グループの属性のみが表示されます。  

ディスク・グループ属性に関する情報は、V$ASM_ATTRIBUTEビューから取得されます。ディスク・グループ属性の詳細は、「ディス

ク・グループ属性の管理」を参照してください  

RO(読取り専用)列では、ディスク・グループの作成時にのみ設定できる属性を特定します。Sys列では、システム作成の属性
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を特定します。  

ディスク・グループ・テンプレートの属性に関する情報を表示するには、「lstmpl」を参照してください。  

ディスク・グループ属性の設定方法は、「setattr」を参照してください。  

例 

次に、lsattrコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのすべての属性に関する情報を表示します。2つ

目の例では、fraディスク・グループの文字列compatを含む名前の属性のみを表示します。Linuxでの%および*の両方のワイル

ドカード文字の使用に注意してください。 

例10-84 ASMCMD lsattrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsattr -lm -G data 

Group_Name  Name                        Value         RO  Sys   

DATA        access_control.enabled      FALSE         N   Y     

DATA        access_control.umask        066           N   Y     

DATA        appliance._partnering_type  GENERIC       Y   Y     

DATA        ate_conversion_done         true          Y   Y     

DATA        au_size                     1048576       Y   Y     

DATA        cell.smart_scan_capable     FALSE         N   N     

DATA        cell.sparse_dg              allnonsparse  N   N     

DATA        compatible.advm             19.0.0.0.0    N   Y     

DATA        compatible.asm              19.0.0.0.0    N   Y     

DATA        compatible.rdbms            19.0.0.0.0    N   Y     

DATA        content.check               FALSE         N   Y     

DATA        content.type                data          N   Y     

DATA        content_hardcheck.enabled   FALSE         N   Y     

DATA        disk_repair_time            12.0h         N   Y     

DATA        failgroup_repair_time       24.0h         N   Y     

DATA        idp.boundary                auto          N   Y 

DATA        idp.type                    dynamic       N   Y     

DATA        logical_sector_size         512           N   Y     

DATA        phys_meta_replicated        true          Y   Y     

DATA        preferred_read.enabled      FALSE         N   Y     

DATA        scrub_async_limit           1             N   Y     

DATA        scrub_metadata.enabled      TRUE          N   Y     

DATA        sector_size                 512           N   Y     

DATA        thin_provisioned            FALSE         N   Y     

DATA        vam_migration_done          false         Y   Y 

ASMCMD [+] > lsattr -G fra -l %compat* 

Name              Value 

compatible.advm   19.0.0.0.0   

compatible.asm    19.0.0.0.0   

compatible.rdbms  19.0.0.0.0 

lsdg 

目的 

マウントされたディスク・グループおよびその情報をリストします。lsdgでは、デフォルトでV$ASM_DISKGROUP_STATに問い合せます。

--discoveryフラグが指定されている場合、かわりにV$ASM_DISKGROUPに問い合せます。また、出力には、ディスク・グループの

現行のリバランス操作の通知も含まれます。ディスク・グループが指定されている場合、lsdgからはそのディスク・グループに関す
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る情報のみが戻されます。  

構文および説明 

lsdg [--suppressheader] [-g] [--discovery] [pattern] 

表10-75に、lsdgコマンドのオプションを示します。 

表10-75 lsdgコマンドのオプション 

オプション 説明 

(なし) 表 10-76 のディスク・グループ属性を表示します。  

--discovery -g フラグも指定されている場合、V$ASM_DISKGROUP または GV$ASM_DISKGROUP から選択し

ます。Oracle ASM インスタンスがリリース 10.1 以下の場合、このオプションは常に有効で

す。lsdg を非接続モードで実行する場合、このフラグは無視されます。  

-g --discovery フラグも指定されている場合、GV$ASM_DISKGROUP_STAT または

GV$ASM_DISKGROUP から選択します。出力には、GV$ASM_DISKGROUP.INST_ID が含まれま

す。  

Rebal 属性値は、GV$ASM_OPERATION ビュー内の OPERATION 列の値から導出されます。

GV$ASM_OPERATION 内の PASS 列でも、リバランス操作を実行中かどうかが示されます。  

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

pattern 指定されたディスク・グループか、指定したパターンと一致するディスク・グループに関する情報の

みを戻します。詳細は、「ワイルドカード文字」を参照してください。  

表10-76に、各ディスク・グループの属性を示します。ディスク・グループのすべての属性を表示するには、

V$ASM_DISKGROUP_STATまたはV$ASM_DISKGROUPビューを使用します。  

 

関連項目: 

V$ASM_DISKGROUPビューに表示されるディスク・グループ情報の詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。 

表10-76 lsdgコマンド出力の属性の説明 

属性名 説明 

State ディスク・グループの状態。たとえば、BROKEN、CONNECTED、DISMOUNTED MOUNTED、

QUIESCING、または UNKNOWN。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30171
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属性名 説明 

Type ディスク・グループの冗長性。たとえば、NORMAL、HIGH、FLEX、または EXTERNAL。  

Rebal Y は、リバランス操作が進行中であることを示します。  

Sector セクター・サイズ(バイト)。 

Block ブロック・サイズ(バイト)。 

AU 割当て単位のサイズ(バイト)。 

Total_MB ディスク・グループのサイズ(MB)。 

Free_MB 冗長性を考慮しない場合のディスク・グループの空き領域(MB)。V$ASM_DISKGROUP ビューの

値です。  

Req_mir_free_MB ディスク・グループで許容できる最悪の障害が発生した後、完全な冗長性をリストアするために

ディスク・グループで使用可能にする必要のある領域の量。これは V$ASM_DISKGROUP ビューの

REQUIRED_MIRROR_FREE_MB 列の値です。  

Usable_file_MB ミラー化のために調整され、新しいファイルに使用可能な空き領域の量。V$ASM_DISKGROUP

ビューの値です。  

Offline_disks ディスク・グループ内のオフライン・ディスクの数。オフライン・ディスクは、最後に削除されます。 

Voting_files ディスク・グループに投票ファイルが含まれるかどうか(Y または N)を指定します。  

Name ディスク・グループ名。  

例 

次の例では、dataディスク・グループの属性を表示します。 

例10-85 ASMCMD lsdgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsdg data 

State    Type    Rebal  Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB 

MOUNTED  NORMAL  N         512   4096  4194304     12288     8835             1117            3859 

(continued) 

Offline_disks  Voting_files  Name 

            0             N  DATA
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lsdsk 

目的 

Oracle ASMディスクをリストします。 

構文および説明 

lsdsk [--suppressheader] [-kptgMI] [-G diskgroup ] 

   [ --member|--candidate] 

   [--discovery][--statistics][pattern] 

表10-77に、lsdskコマンドのオプションを示します。 

表10-77 lsdskコマンドのオプション 

オプション 説明 

(なし) V$ASM_DISK_STAT ビューの PATH 列を表示します。  

-k V$ASM_DISK ビューの TOTAL_MB、FREE_MB、OS_MB、NAME、FAILGROUP、LIBRARY、LABEL、

UDID、PRODUCT、REDUNDANCY および PATH 列を表示します。  

--statistics V$ASM_DISK ビューの READS、WRITES、READ_ERRS、WRITE_ERRS、READ_TIME、

WRITE_TIME、BYTES_READ、BYTES_WRITTEN および PATH 列を表示します。  

-p V$ASM_DISK ビューの GROUP_NUMBER、DISK_NUMBER、INCARNATION、MOUNT_STATUS、

HEADER_STATUS、MODE_STATUS、STATE および PATH 列を表示します。  

-t V$ASM_DISK ビューの CREATE_DATE、MOUNT_DATE、REPAIR_TIMER および PATH 列を表示し

ます。  

-g --discovery フラグも指定されている場合、GV$ASM_DISK_STAT または GV$ASM_DISK から

選択します。出力には、GV$ASM_DISK.INST_ID が含まれます。  

--discovery -g フラグも指定されている場合、V$ASM_DISK または GV$ASM_DISK から選択します。Oracle 

ASM インスタンスがリリース 10.1 以下の場合、このオプションは常に有効です。lsdsk を非接

続モードで実行する場合、このフラグは無視されます。  

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。  

-I Oracle ASM インスタンスから情報を抽出するのではなく、ディスク・ヘッダーで情報をスキャンし

ます。このオプションにより、非接続モードが強制されます。 
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オプション 説明 

-G diskgroup によって指定されたグループに属しているディスクにのみ結果を制限します。  

-M 全部ではなく一部のアクティブ・インスタンスで参照できるディスクを表示します。これらのディスク

がディスク・グループに含まれる場合、ディスクを参照できないインスタンスでは、そのディスク・グ

ループのマウントが失敗します。 

--candidate メンバーシップのステータスが CANDIDATE のディスクにのみ結果を制限します。  

--member メンバーシップのステータスが MEMBER のディスクにのみ結果を制限します。  

pattern 指定されたパターンと一致するディスクに関する情報のみを戻します。 

lsdskコマンドは、接続モードまたは非接続モードで実行できます。最初は常に接続モードが試行されます。-Iオプションにより、

非接続モードが強制されます。  

 接続モードのlsdskでは、V$ASM_DISK_STATおよびV$ASM_DISK動的ビューを使用してディスク情報を取得します。

V$ASM_DISK_STATビューがデフォルトで使用されます。  

 非接続モードのlsdskでは、ディスク・ヘッダーをスキャンしてディスク情報を取得します。このモードでは、情報によって使

用できないものがあり、オプションには組合せが無効なものがあります。  

 

  
 

ノート: 

Windows では非接続モードはサポートされていません。  

patternによって、指定したパターンと一致するディスクにのみ出力先を制限します。ワイルドカードおよびスラッシュ(/または\)は

パターンの一部として使用できます。patternは、コマンドの最後のオプションとして指定する必要があります。ワイルドカードの詳

細は、「ワイルドカード文字」を参照してください。  

-k、-p、-tおよび--statisticsオプションにより、ディスクごとに表示される情報量を変更します。任意の組合せのオプションを

指定すると、出力には、各フラグに関連付けられた属性の組合せが表示されます。  

例 

次に、lsdskコマンドの例を示します。1つ目と2つ目の例では、dataディスク・グループ内のディスクに関する情報を表示します。

3つ目の例では、候補ディスクに関する情報を表示します。 

例10-86 ASMCMD lsdskコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsdsk -t -G data 

Create_Date  Mount_Date  Repair_Timer  Path 

13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diska1 

13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diska2 

13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diska3 

13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diskb1 
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13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diskb2 

13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diskb3 

13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diskc1 

13-JUL-09    13-JUL-09   0             /devices/diskc2 

... 

ASMCMD [+] > lsdsk -p -G data /devices/diska* 

Group_Num  Disk_Num      Incarn  Mount_Stat  Header_Stat  Mode_Stat  State   Path 

        1         0  2105454210  CACHED      MEMBER       ONLINE     NORMAL  /devices/diska1 

        1         1  2105454199  CACHED      MEMBER       ONLINE     NORMAL  /devices/diska2 

        1         2  2105454205  CACHED      MEMBER       ONLINE     NORMAL  /devices/diska3 

ASMCMD [+] > lsdsk --candidate -p 

Group_Num  Disk_Num      Incarn  Mount_Stat  Header_Stat  Mode_Stat  State   Path 

        0         5  2105454171  CLOSED      CANDIDATE    ONLINE     NORMAL  /devices/diske1 

        0        25  2105454191  CLOSED      CANDIDATE    ONLINE     NORMAL  /devices/diske2 

        0        18  2105454184  CLOSED      CANDIDATE    ONLINE     NORMAL  /devices/diske3 

        0        31  2105454197  CLOSED      CANDIDATE    ONLINE     NORMAL  /devices/diskk1 

        0        21  2105454187  CLOSED      CANDIDATE    ONLINE     NORMAL  /devices/diskk2 

        0        26  2105454192  CLOSED      CANDIDATE    ONLINE     NORMAL  /devices/diskk3 

        0        14  2105454180  CLOSED      CANDIDATE    ONLINE     NORMAL  /devices/diskl1 

...

lsod 

目的 

オープンOracle ASMディスクをリストします。 

構文および説明 

lsod [--suppressheader] [-G diskgroup] [--process process] [pattern] 

表10-78に、lsodコマンドの構文オプションを示します。 

表10-78 lsodコマンドのオプション 

オプション 説明 

--suppressheader 出力で列のヘッダー情報を非表示にします。 

-G diskgroup オープン・ディスクを含むディスク・グループを指定します。 

--process process プロセスのリストをフィルタ処理するパターンを指定します。 

pattern ディスクのリストをフィルタ処理するパターンを指定します。 

リバランス操作(RBAL)はディスクをグローバルとローカルの両方でオープンするため、ディスクはRBALプロセスの出力に2回表示さ

れます。  

例 

次に、lsodコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループおよびLGWRプロセスに関連するオープン・デバイスを
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リストします。2つ目の例では、diskaパターンと一致するディスクのLGWRプロセスに関連するオープン・デバイスをリストします。 

例10-87 ASMCMD lsodコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsod -G data --process *LGWR* 

Instance Process                  OSPID Path 

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diska1  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diska2  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diska3  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diskb1  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diskb2  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diskb3  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diskd1  

ASMCMD [+] > lsod --process *LGWR* *diska* 

Instance Process                  OSPID Path 

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diska1  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diska2  

1        oracle@myserver02 (LGWR) 26593 /devices/diska3 

lsodコマンドの別の例は、例10-21を参照してください。  

md_backup 

目的 

md_backupコマンドは、1つ以上のディスク・グループのメタデータを含むバックアップ・ファイルを作成します。  

構文および説明 

md_backup backup_file  

    [-G 'diskgroup [,diskgroup,...]'] --acfs_sec_encr 

表10-79に、md_backupコマンドのオプションを示します。 

表10-79 md_backupコマンドのオプション 

オプション 説明 

backup_file メタデータを格納するバックアップ・ファイルを指定します。 

-G diskgroup バックアップの必要があるディスク・グループのディスク・グループ名を指定します。 

--acfs_sec_encr Oracle ACFS からのセキュリティ、暗号化または監査メタデータの情報をバックアップす

ることを指定します。 

デフォルトでは、マウントされているすべてのディスク・グループがバックアップ・ファイルに含まれます。バックアップ・ファイルは、ファイル

名にパスが指定されていない場合、現在の作業ディレクトリに保存されます。  

md_backupコマンドは、含まれているOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)のボリュームに関するOracle 

Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)のメタデータ情報(ストライプ・サイズ、冗長

性などの項目)をバックアップします。また、このコマンドは、Oracle ACFSファイル・システム構成メタデータ(圧縮属性、サイズ変
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更属性、ブロック・サイズ、作成したスナップショットなど)もバックアップします。その他のメタデータ属性および構成属性もバックアッ

プできますが、Oracle ACFSファイル・システム・データおよびOracle ACFS CRSリソース情報はバックアップされません。  

例 

1つ目の例は、ディスク・グループ・オプションを指定しないで実行する場合のバックアップ・コマンドの使用例です。この例では、マ

ウントされているすべてのディスク・グループをバックアップし、/scratch/backup/alldgs20100422ファイルにバックアップ・イメージ

を作成します。2つ目の例では、dataディスク・グループのバックアップを作成します。この例で作成されるメタデータ・バックアップは、

/scratch/backup/data20100422ファイルに保存されます。 

例10-88 ASMCMD md_backupコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > md_backup /scratch/backup/alldgs20100422 

Disk group metadata to be backed up: DATA 

Disk group metadata to be backed up: FRA 

Current alias directory path: ORCL/ONLINELOG 

Current alias directory path: ORCL/PARAMETERFILE 

Current alias directory path: ORCL 

Current alias directory path: ASM 

Current alias directory path: ORCL/DATAFILE 

Current alias directory path: ORCL/CONTROLFILE 

Current alias directory path: ASM/ASMPARAMETERFILE 

Current alias directory path: ORCL/TEMPFILE 

Current alias directory path: ORCL/ARCHIVELOG/2010_04_20 

Current alias directory path: ORCL 

Current alias directory path: ORCL/BACKUPSET/2010_04_21 

Current alias directory path: ORCL/ARCHIVELOG/2010_04_19 

Current alias directory path: ORCL/BACKUPSET/2010_04_22 

Current alias directory path: ORCL/ONLINELOG 

Current alias directory path: ORCL/BACKUPSET/2010_04_20 

Current alias directory path: ORCL/ARCHIVELOG 

Current alias directory path: ORCL/BACKUPSET 

Current alias directory path: ORCL/ARCHIVELOG/2010_04_22 

Current alias directory path: ORCL/DATAFILE 

Current alias directory path: ORCL/CONTROLFILE 

Current alias directory path: ORCL/ARCHIVELOG/2010_04_21 

ASMCMD [+] > md_backup /scratch/backup/data20100422 -G data 

Disk group metadata to be backed up: DATA 

Current alias directory path: ORCL/ONLINELOG 

Current alias directory path: ASM 

Current alias directory path: ORCL/CONTROLFILE 

Current alias directory path: ASM/ASMPARAMETERFILE 

Current alias directory path: ORCL/PARAMETERFILE 

Current alias directory path: ORCL 

Current alias directory path: ORCL/DATAFILE 

Current alias directory path: ORCL/TEMPFILE

md_restore 

目的 

md_restoreコマンドは、ディスク・グループのメタデータのバックアップをリストアします。  

構文および説明 
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md_restore  backup_file [--silent] 

 [--full|--nodg|--newdg -o 'old_diskgroup:new_diskgroup [,...]'] 

   [--acfs_sec_encr user:group |  

    --acfs_sec_encr user:group --acfs_audit user:mgr_group:auditor_group ] 

 [-S sql_script_file] [-G 'diskgroup [,diskgroup...]'] 

表10-80に、md_restoreコマンドのオプションを示します。 

表10-80 md_restoreコマンドのオプション 

オプション 説明 

backup_file メタデータ情報を backup_file から読み取ります。  

--silent  エラーを無視します。通常、md_restore でエラーが発生した場合は停止しま

す。このフラグを指定すると、エラーを無視します。  

--full ディスク・グループを作成し、メタデータをリストアすることを指定します。 

--nodg メタデータのみをリストアすることを指定します。 

--newdg -o 

old_diskgroup:new_diskgroup]  

メタデータのリストア時に別の名前を使用してディスク・グループを作成すること

を指定します。-o オプションは、--newdg とともに使用する必要があります。  

--acfs_sec_encr user:group セキュリティまたは暗号化(あるいはその両方)のメタデータをリストアします。コロ

ンで区切られたユーザーおよびグループをセキュリティ・メタデータのリストアに使

用します。メタデータのリストア時に、セキュリティまたは暗号化(あるいはその両

方)を初期化する必要があります。セキュリティまたは暗号化(あるいはその両

方)が事前に初期化されていない場合、--acfs_sec_encr オプションに渡さ

れたコロン区切りの値を使用してセキュリティを初期化します。暗号化は、

SSO ウォレットを使用して初期化します。  

--acfs_audit 

user:mgr_group:auditor_group 
Oracle ACFS ファイル・システムの監査メタデータ情報をリストアします。コロ

ン区切りの値を使用して監査コマンドを初期化および実行します。メタデータ

のリストア時に、監査を初期化する必要があります。監査が事前に初期化さ

れていない場合、--acfs_audit オプションに指定されたコロン区切りの値を

使用して監査レイヤーを初期化します。--acfs_audit オプションには、--

acfs_sec_encr オプションが必要です。  

-S sql_script_file コマンドを実行するかわりに、指定した SQL スクリプト・ファイルに SQL を書き

込みます。 

-G diskgroup リストアされるディスク・グループを選択します。ディスク・グループを定義しない
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オプション 説明 

場合、すべてのディスク・グループがリストアされます。 

例 

Oracle ACFS情報のリストア時には、次の点に注意してください。 

 ファイル・システムのメタデータをリストアする際、ユーザーIDは、メタデータのバックアップを作成したときにファイル・システ

ムを所有していたユーザーIDに設定する必要があります。このユーザーIDは、リストア・クラスタに存在します。 

 md_restoreは、Oracle ACFSメタデータ情報をリストアします。Oracle ACFSファイル・システムに関するメタデータの

リストアを実行するために、スクリプトが作成されます。このスクリプトは、ファイル・システムをフォーマットするためにrootと

して実行する必要があります。含まれているOracle ADVMボリュームに関するメタデータ(ストライプ・サイズや冗長性

など)がリストアされます。また、Oracle ACFSファイル・システム構成メタデータ(圧縮属性、サイズ変更属性、ブロック・

サイズ、作成したスナップショットなど)もリストアされます。Oracle ACFSファイル・システム・データおよびACFS CRSリ

ソース情報はリストアされません。  

 --silentオプションを使用すると同時に、単一のディスク・グループを指定していて、別のディスク・グループのOracle 

ADVMメタデータまたはOracle ACFSアクセラレータのために依存性がある場合、その依存性は削除されるため、後

でその依存性を手動で再作成する必要があります。  

 Oracle ACFSの暗号化またはセキュリティをリストアする際、ファイル・システム拡張属性(xattr)をユーザー・データとと

もにリストアする必要があります。ファイル・システム・アプリケーション・データとともにxattrを格納およびリストアする必要

があることを記録に残すことは非常に重要です。xattrがなければ、セキュリティまたは暗号化はありません。xattrは、

ファイルが属するセキュリティ・レルムを表します。xattrなしでは、ファイルはレルムなしの状態になります。逆にxattrが

あっても、セキュリティが初期化されていないファイルは、レルムなしの状態になります。 

 メタデータのリストア時に、以前に構成したスナップショットのリストが含まれるファイルが作成されます。ポイント・イン・タイ

ムの疎スナップショット・ビューは再作成できないため、スナップショット・データはリストアされません。 

 Oracle ACFSセキュリティが使用中で、ファイル・システムに関するメタデータ・セキュリティ情報がバックアップされていな

い場合、セキュリティ管理者はこの情報をメタデータ・バックアップ・ファイルの場所にコピーし、残りのディスク・グループ情

報でリストアできることがあります。 

 Oracle ACFSセキュリティおよび暗号化がリストアされる場合、ユーザーおよびパスワードが事前に初期化されることが

あります。されない場合は、指定されたユーザー名が表示されるデフォルトのパスワードとともに、Oracle ACFSセキュリ

ティおよび暗号化の初期化に使用されます。 

1つ目の例では、ディスク・グループdataをバックアップ・スクリプトからリストアして、コピーを作成します。2つ目の例では、既存の

ディスク・グループdataを選択し、そのメタデータをリストアします。3つ目の例では、ディスク・グループdataを完全リストアしますが、

作成される新しいディスク・グループの名前をdata2とします。4つ目の例では、override.sqlスクリプト・ファイルに定義されてい

るオーバーライドを適用した後、バックアップ・ファイルからリストアします。 

例10-89 ASMCMD md_restoreコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > md_restore –-full –G data –-silent /scratch/backup/alldgs20100422 

ASMCMD [+] > md_restore –-nodg –G data –-silent /scratch/backup/alldgs20100422 

ASMCMD [+] > md_restore –-newdg -o 'data:data2' --silent /scratch/backup/data20100422 

ASMCMD [+] > md_restore -S override.sql --silent /scratch/backup/data20100422
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mkdg 

目的 

XML構成ファイルに基づいてディスク・グループを作成します。 

構文および説明 

mkdg { config_file.xml | 'contents_of_xml_file' } 

表10-81に、mkdgコマンドの構文オプションを示します。 

表10-81 mkdgコマンドのオプション  

オプション 説明 

config_file 新規ディスク・グループの構成を含む XML ファイルの名前。mkdg では、パスが指定され

ないかぎり、ASMCMD が起動されたディレクトリ内の XML ファイルを検索します。有

効なタグおよび XML 構成ファイルの例は、例 10-90 および例 10-91 を参照してくだ

さい。  

contents_of_xml_file 一重引用符で囲んだ XML スクリプト。 

mkdgは、ディスク・グループの名前、冗長性、属性、およびディスク・グループを構成するディスクのパスを指定するXML構成ファ

イルにより、新規ディスク・グループを作成します。冗長性はオプションのパラメータです。デフォルトは標準冗長性です。冗長性

の一部のタイプでは、ディスクを障害グループにまとめる必要があります。ディスク・グループの障害グループを指定しない場合、

ディスク・グループ内の各ディスクは独自の障害グループに属します。  

mkdgコマンドは、ローカル・ノードのディスク・グループのみマウントします。  

ディスク・グループの作成時に、ディスク・グループ属性値のいくつかを設定できます。AU_SIZEやSECTOR_SIZEなどの一部の属性

は、ディスク・グループの作成時にのみ設定できます。  

例10-90に、mkdgのXML構成ファイルについて基本構造および有効なタグとその属性を示します。 

例10-90 mkdgのXML構成ファイルのタグ 

<dg>  disk group 

      name         disk group name 

      redundancy   normal, external, high 

  

<fg>  failure group 

      name         failure group name 

</fg> 

<dsk> disk 

      name         disk name 

      string       disk path 

      size         size of the disk to add 

      force        true specifies to use the force option 

</dsk> 

<a>   attribute 
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      name         attribute name 

      value        attribute value 

</a> 

</dg>

例 

次に、mkdgのXML構成ファイルの例を示します。この構成ファイルでは、normal冗長性でdataというディスク・グループを作成し

ます。2つの障害グループfg1およびfg2を作成します。各障害グループには、関連付けられたディスク文字列によって識別される

2つのディスクがあります。ディスク・グループの互換性属性をすべて19.0に設定します。 

例10-91 mkdgのサンプルXML構成ファイル 

<dg name="data" redundancy="normal"> 

  <fg name="fg1"> 

    <dsk string="/dev/disk1"/> 

    <dsk string="/dev/disk2"/> 

  </fg> 

  <fg name="fg2"> 

    <dsk string="/dev/disk3"/> 

    <dsk string="/dev/disk4"/> 

  </fg> 

  <a name="compatible.asm" value="19.0"/> 

  <a name="compatible.rdbms" value="19.0"/> 

  <a name="compatible.advm" value="19.0"/> 

</dg>

次に、mkdgコマンドの例を示します。1つ目の例では、ASMCMDが起動されたディレクトリ内のXML構成ファイルを使用して

mkdgを実行します。2つ目の例では、コマンドラインに情報を指定してmkdgを実行します。 

例10-92 ASMCMD mkdgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mkdg data_config.xml 

ASMCMD [+] > mkdg '<dg name="data"><dsk string="/dev/disk*"/></dg>'

 

関連項目: 

 ディスク・グループ属性の詳細は、「ディスク・グループ属性の管理」  

 ディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 ASMCMD chdgを使用したディスク・グループの変更の詳細は、「chdg」 

 ディスク・グループの作成の詳細は、「ディスク・グループの作成」  

mount 

目的 

ディスク・グループをマウントします。 

構文および説明 
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mount [--restrict] { [-a] | [-f] diskgroup[ diskgroup ...] } 

表10-82に、mountコマンドの構文オプションを示します。 

表10-82 mountコマンドのオプション  

オプション 説明 

diskgroup ディスク・グループの名前。 

-a すべてのディスク・グループをマウントします。 

--restrict 制限モードでマウントします。  

-f マウント操作を強制します。 

この操作により、1つ以上のディスク・グループがマウントされます。ディスク・グループは、強制または制限のオプションを指定してま

たは指定せずにマウントできます。ディスク・グループのマウントの詳細は、「ディスク・グループのマウントおよびディスマウント」を参

照してください。  

例 

次に、強制、制限およびすべてのオプションを使用するmountコマンドの例を示します。 

例10-93 ASMCMD mountコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mount -f data 

ASMCMD [+] > mount --restrict data 

ASMCMD [+] > mount -a

offline 

目的 

ディスク・グループに属しているディスクまたは障害グループをオフラインにします。 

構文および説明 

offline -G diskgroup  

 { -F failgroup |-D disk} 

 [-t {minutes | hours}] 

表10-83に、offlineコマンドの構文オプションを示します。 

表10-83 offlineコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-G diskgroup ディスク・グループ名。 

-F failgroup 障害グループ名。 

-D disk 1 つのディスク名を指定します。 

-t minutes | hours 指定されたディスクを削除するまでの時間を nm または nh として指定します。m は分を、

h は時間をそれぞれ指定します。たとえば、120m または 2h です。デフォルトでは時間単

位になります。  

障害グループが指定されている場合、そのグループに属するディスクはすべてオフラインになることを意味します。 

例 

次に、offlineコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのfailgroup1障害グループをオフラインにしま

す。2つ目の例では、ディスクの削除までの時間を1.5時間と指定し、dataディスク・グループのdata_0001ディスクをオフラインに

します。 

例10-94 ASMCMD offlineコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > offline -G data -F failgroup1 

ASMCMD [+] > offline -G data -D data_0001 -t 1.5h

online 

目的 

ディスク・グループに属するすべてのディスク、単一のディスクまたは障害グループをオンラインにします。 

構文および説明 

online -G diskgroup { -a | -F failgroup |-D disk}  

       [--power n] [-w] 

表10-84に、onlineコマンドの構文オプションを示します。 

表10-84 onlineコマンドのオプション 

オプション 説明 

-a ディスク・グループ内のすべてのオフライン・ディスクをオンラインにします。 

-G diskgroup ディスク・グループ名。 
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オプション 説明 

-F failgroup 障害グループ名。 

-D disk ディスク名。 

--power n ディスクの再同期およびディスク・グループのリバランスのためのリソースのレベルを決定す

る指数オプション(1 から 1024 まで)を指定します。値を大きくすると、ディスクの再同期

およびディスク・グループのリバランスが高速になります。デフォルトは 1 です。  

-w 待機オプション。ユーザーに制御を戻す前にディスク・グループをリバランスする間、

ASMCMD は待機することになります。デフォルトは、待機なしです。 

障害グループが指定されている場合、そのグループに属するディスクはすべてオンラインになることを意味します。 

例 

次に、onlineコマンドの例を示します。1つ目の例では、waitオプションを有効にして、dataディスク・グループのfailgroup1障

害グループのすべてのディスクをオンラインにします。2つ目の例では、dataディスク・グループのdata_0001ディスクをオンラインにし

ます。 

例10-95 ASMCMD onlineコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > online -G data -F failgroup1 -w  

ASMCMD [+] > online -G data -D data_0001

rebal 

目的 

ディスク・グループをリバランスします。 

構文および説明 

rebal [--default | --modify power] [--with phase,... | --without phase,...]  

                                        [--power power] [-w] diskgroup 

表10-85に、rebalコマンドの構文オプションを示します。 

表10-85 rebalコマンドのオプション 

オプション 説明 

–default リバランス指数をデフォルトに設定します。これは、ASM_POWER_LIMIT 初期化パラメー

タの値です。このオプションでは、リバランス操作は再起動されません。  

--modify power リバランス操作を再起動せずにリバランス指数を変更します。受け入れられる値は、
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オプション 説明 

ASM_POWER_LIMIT と同じです(0 から 1024)。値 0 の場合、リバランスは無効です。  

--with phase 指定したフェーズでリバランスのみを実行します。使用可能なフェーズは prepare、

balance および compact です。フェーズはカンマ 1 つで区切る必要があります。このオ

プションを指定する場合は、少なくとも 1 つのフェーズを指定する必要があります。  

--without phase 指定したフェーズでリバランスを実行しません。フェーズは prepare、balance および

compact です。フェーズはカンマ 1 つで区切る必要があります。このオプションを指定す

る場合は、少なくとも 1 つのフェーズを指定する必要があります。  

--power power 指数設定を指定します。受け入れられる値は、ASM_POWER_LIMIT と同じです(0 から

1024)。値 0 の場合、リバランスは無効です。  

-w 待機オプションを指定します。ASMCMD はユーザーに制御を戻す前にディスク・グルー

プをリバランスする間、待機します。デフォルトは、待機なしです。 

diskgroup 障害ディスク名を指定します。 

指数レベルには、ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータと同じ値を設定できます。値0の場合、リバランスは無効です。リバランス

指数が指定されていない場合、値はデフォルトでASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの設定になります。  

ASMCMD lsopコマンドを使用すると、リバランス操作が発生しているかどうかを判別できます。  

例 

次の例では、最初のrebalコマンドによって、指数レベルを4に設定してFRAディスク・グループをリバランスし、balanceおよび

compact・フェーズのみを実行します。2番目のrebalコマンドは、リバランス指数を1に設定してDATAディスク・グループをリバラン

スしますが、リバランス操作を再起動しません。 

例10-96 ASMCMD rebalコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > rebal --with balance,compact --power 4 FRA 

ASMCMD [+] > lsop 

Group_Name  Operation  State  Power 

FRA         REBAL      RUN    4    

      

ASMCMD [+] > rebal --modify 1 DATA

 

関連項目: 

 指数レベルの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」と「リバランス操作の調整」  

 ASMCMD lsopコマンドの詳細は、「lsop」  
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 ディスク・グループのリバランスの詳細は、「ディスク・グループの手動リバランス」  

remap 

目的 

ディスク上で使用できないブロックの範囲をマークし、その範囲に割り当てられたデータをすべて再配置します。  

構文および説明 

remap diskgroup disk block_range 

表10-86に、remapコマンドの構文オプションを示します。 

表10-86 remapコマンドのオプション 

オプション 説明 

diskgroup データの再配置が必要なディスクが属するディスク・グループの名前。  

ディスク データの再配置が必要なディスクの名前。名前は、V$ASM_DISK ビューの NAME 列と一

致する必要があります。  

block_range 再配置する物理ブロックの範囲。書式は start_range_number-

end_range_number です。  

remapコマンドでは、ブロックの再配置のみを行います。破損した内容を含むブロックの修正または修復は行いません。

SECTOR_SIZEディスク・グループ属性に基づいて、物理ブロック・サイズを使用します。  

例 

1つ目の例では、ディスク・グループDATAにあるディスクDATA_0001の5000から5999のブロックを再マップします。2つ目の例では、

ディスク・グループFRAにあるディスクFRA_0002の6230から6339のブロックを再マップします。

例10-97 ASMCMD remapコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > remap DATA DATA_0001 5000-5999 

ASMCMD [+] > remap FRA FRA_0002 6230-6339

setsparseparent 

目的 

スパース子ファイルの親を設定します。  

構文および説明 

setsparseparent child_file1 [child_file2 ...] parent_file 

次の表に、setsparseparentコマンドの構文オプションを示します。 



370 

表10-87 setsparseparentコマンドのオプション 

オプション 説明 

child_fileN 子ファイルの名前。 

parent_file 親ファイルの名前。 

setsparseparentコマンドの例を次に示します。最初の例は、データ・ディスク・グループの親ファイルをスパース・ディスク・グルー

プのスパース・ファイルに設定します。2つ目の例は、データ・ディスク・グループの親ファイルをスパース・ディスク・グループ内の複数

のスパース・ファイルに設定します。 

例10-98 ASMCMD setsparseparentコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > setsparseparent +SPARSEDG/child.1.10 +DATA/parent.1.f 

setting parent of +SPARSEDG/child.1.10 to +DATA/parent.1.f 

ASMCMD [+] > setsparseparent +SPARSEDG/child.1a.10 +SPARSEDG/child.1b.11 +SPARSEDG/child.1c.12 

+DATA/parent.1.f 

setting parent of +SPARSEDG/child.1a.10 to +DATA/parent.1.f 

setting parent of +SPARSEDG/child.1b.11 to +DATA/parent.1.f 

setting parent of +SPARSEDG/child.1c.12 to +DATA/parent.1.f

setattr 

目的 

Oracle ASMディスク・グループの属性を設定します。 

構文および説明 

setattr -G diskgroup attribute_name attribute_value 

表10-88に、setattrコマンドの構文オプションを示します。 

表10-88 setattrコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ディスク・グループ名。 

attribute_name 属性の名前。 

attribute_value 属性の値 

COMPATIBLE.ASM属性は、他のディスク・グループの互換性属性を拡張する前に拡張する必要があります。また、その値は他の

ディスク・グループの互換性属性の値以上である必要があります。  

ディスク・グループ属性の詳細は、「ディスク・グループ属性の管理」を参照してください。  
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例 

次に、setattrコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループのディスク・グループ属性COMPATIBLE.ASMを設

定します。2つ目の例では、dataディスク・グループのディスク・グループ属性COMPATIBLE.RDBMSを設定します。 

例10-99 ASMCMD setattrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > setattr -G data compatible.asm 19.0 

ASMCMD [+] > setattr -G data compatible.rdbms 19.0

stamp 

目的 

ディスク、サイトおよび障害グループのラベルをディスク・ヘッダーにスタンプします。 

構文および説明 

stamp --dscstr disk_discovery_string  

      [--site site_name --failgroup failgroup_name] 

      [--disk disk_label] [-f] 

次の表に、stampコマンドのオプションを示します。 

表10-89 stampコマンドのオプション 

オプション 説明 

--dscstrdisk_discovery_string ラベルをスタンプするディスクを識別するディスク検出文字列を指定します。 

--site site_name  サイト・ラベル名を指定します。 

--failgroup failgroup_name 障害グループ・ラベルを指定します。サイト・ラベルを指定した場合は必須です。 

--disk disk_label ディスク・ラベルを指定します。 

-f アクションの強制を指定します。 

ASMCMD stampを使用すると、ユーザーは、ディスク、サイトおよび障害グループのラベルをディスク・ヘッダーにスタンプできます。

stampの使用は、ディスク・グループのインストールおよび作成時に、ラベル情報を個別に指定するより効率的です。  

サイト・ラベルおよび障害グループ・ラベルは、ディスク・グループの作成および変更時にサイト名および障害グループ名に使用さ

れます。ディスク・ラベルは、Oracle ASMフィルタ・ドライバ(AFD)およびOracle ASMライブラリとともに使用するためだけのもの

です。 

ラベルの指定は少なくとも1つ(-—siteと--failgroupまたは--disk)必要です。  

例 
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次に、/dev/sd*ディスク検出文字列で識別されたディスクに対するASMCMD stampコマンドの使用例を示します。 

例10-100 ASMCMD stampの使用方法 

ASMCMD [+] > stamp --dscstr "/dev/sd*" --site "SALTLAKE-CENTER" --failgroup "fg1" --disk "DISK1"

stamplist 

目的 

ディスク・ヘッダーのディスク、サイトおよび障害グループのラベルを表示します。 

構文および説明 

stamp --dscstr disk_discovery_string  {[--site] [--failgroup] [--disk]} 

次の表に、stamplistコマンドのオプションを示します。 

表10-90 stamplistコマンドのオプション 

オプション 説明 

--dscstrdisk_discovery_string ラベルを表示するディスクを識別するディスク検出文字列を指定します。 

--site  サイト・ラベル名を表示します。 

--failgroup 障害グループ・ラベルを表示します。 

--disk ディスク・ラベルを表示します。 

-—site、--failgroup、--diskのオプションうち少なくとも1つを指定する必要があります。  

例 

次に、/dev/sd*ディスク検出文字列で識別されたディスクのサイト、障害グループおよびディスクのラベルを表示するASMCMD 

stamplistコマンドの使用例を示します。 

例10-101 ASMCMD stamplistの使用方法 

 ASMCMD [+] > stamplist --dscstr "/dev/sd*" --site --failgroup --disk

umount 

目的 

ディスク・グループをディスマウントします。 

構文および説明 

umount { -a | [-f] diskgroup } 
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表10-91に、umountコマンドの構文オプションを示します。 

表10-91 umountコマンドのオプション  

オプション 説明 

diskgroup ディスク・グループの名前。 

-a マウントされているすべてのディスク・グループをディスマウントします。これらのディスク・グ

ループは、V$ASM_DISKGROUP ビューの出力に表示されます。  

-f ディスマウント操作を強制します。 

例 

次に、umountコマンドの例を示します。1つ目の例では、Oracle ASMインスタンスでマウントされているすべてのディスク・グルー

プをディスマウントします。2つ目の例では、dataディスク・グループのディスマウントを強制します。 

例10-102 ASMCMD umountコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > umount -a 

ASMCMD [+] > umount -f data
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ASMCMDファイル・グループ管理コマンド 

このトピックでは、Oracle ASMファイル・グループおよび割当て制限グループの管理を可能にするASMCMDコマンドの概要を

示します。 

次の表に、ASMCMDファイル・グループ・コマンドおよび割当て制限グループ・コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-92 ASMCMDファイル・グループ・コマンドの概要 

コマンド 説明 

chfg XML 構成ファイルまたは XML スクリプトに基づいてディスク・グループ内のファイル・グ

ループを変更します。 

chqg ディスク・グループ内の割当て制限グループを変更します。 

lsfg ディスク・グループ内のファイル・グループをリストします。 

lsqg ディスク・グループ内の割当て制限グループをリストします。 

mkfg XML 構成ファイルまたは XML スクリプトに基づいてディスク・グループ内にファイル・グ

ループを作成します。 

mkqg ディスク・グループに割当て制限グループを追加します。 

mvfg 指定された割当て制限グループにディスク・グループ内のファイル・グループを移動しま

す。 

mvfile ファイルを、ファイルが格納されている同じディスク・グループ内の指定されたファイル・グ

ループに移動します。 

rmfg ディスク・グループから既存のファイル・グループを削除します。 

rmqg ディスク・グループから割当て制限グループを削除します。 

 

関連項目: 

 Oracleファイル・グループの詳細は、「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」  

 ファイル・グループおよび割当て制限グループの情報が含まれるV$ASMビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレン

ス』を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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 SQL文によるOracle ASMファイル・グループおよび割当て制限グループの管理の詳細は、『Oracle Database 

SQL言語リファレンス』  

chfg 

目的 

XML構成ファイルまたはXMLスクリプトに基づいてディスク・グループ内のファイル・グループの属性を変更します。 

構文および説明 

chfg { config_file.xml | 'contents_of_xml_script' } 

次の表に、chfgコマンドのオプションを示します。 

表10-93 chfgコマンドのオプション 

オプション 説明 

config_file.xml ファイル・グループの変更が格納されている XML ファイルの名前。chfg は、パスが指定

されないかぎり、ASMCMD の現行作業ディレクトリ内で XML ファイルを検索します。  

contents_of_xml_script.xml 一重引用符で囲まれた XML スクリプトの内容。 

XML構成ファイルまたはXMLスクリプトのルート要素は<file_group>タグであり、次の属性を保持します。  

 name: ファイル・グループ名  

 dg: ファイル・グループが属するディスク・グループ名  

次のタグを使用してプロパティを設定できます。 

 name: プロパティ名  

 value: プロパティ値  

 file_type: プロパティ・ファイル・タイプ(オプション)  

 template: Oracle ASMテンプレート名(オプション)  

次に、chfgのXML構成ファイルの例を示します。この構成ファイルにより、ディスク・グループdg_data1のfilegroup1というファイ

ル・グループが変更されます。このファイル・グループは、割当て制限グループquotagroup1に関連付けられます。  

<filegroup name="filegroup1" dg="dg_data1"> 

  <p name="quota_group" value="quotagroup1"/> 

</filegroup> 

Oracle ASMファイル・グループの詳細は、「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」を参照してください。  

例 

次に、XML構成ファイルおよびXMLスクリプトを使用したchfgコマンドの使用例を示します。 

例10-103 chfgコマンドの使用方法 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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ASMCMD [+] > chfg config_file.xml 

ASMCMD [+] > chfg '<filegroup name="filegroup1" dg="dg_data1">  

                  <p name="redundancy" value="high"/>  

                  </filegroup>'

chqg 

目的 

ディスク・グループ内の割当て制限グループを変更します。 

構文および説明 

chqg -G disk_group quota_group property value 

次の表に、chqgコマンドのオプションを示します。 

表10-94 chqgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G disk_group ディスク・グループを指定します。 

quota_group 割当て制限グループを指定します。 

property プロパティ名を指定します。 

value プロパティの値を指定します。 

chqgコマンドは、指定されたディスク・グループ内の指定された割当て制限グループの指定されたプロパティを変更します。

Oracle ASMファイル・グループおよび割当て制限グループの詳細は、「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」を参

照してください。  

次に、chqgコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループ内の割当て制限グループquota_grp1のquotaプロ

パティを変更します。2つ目の例では、dataディスク・グループ内の割当て制限グループquota_grp2のquotaプロパティを変更し

ます。 

例10-104 chqgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > chqg -G data quota_grp1 quota 200G 

ASMCMD [+] > chqg -G data quota_grp2 quota UNLIMITED

lsfg 

目的 

ディスク・グループ内のファイル・グループをリストします。  
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構文および説明 

lsfg [-G disk_group] [--filegroup file_group] [--suppressheader] 

次の表に、lsfgコマンドのオプションを示します。 

表10-95 lsfgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G disk_group ディスク・グループを指定します。 

—filegroupfile_group ファイル・グループを指定します。 

—suppressheader コマンド出力のヘッダーを非表示にします。 

ディスク・グループ・オプションが指定されている場合、lsfgは指定されているディスク・グループ内のファイル・グループに関する情

報のみ戻します。ファイル・グループ・オプションが指定されている場合、lsfgはそのファイル・グループに関する情報のみを戻しま

す。  

ファイル・グループに関する情報は、V$ASM_FILEGROUPビューおよびV$ASM_FILEGROUP_PROPERTYビューから取得されます。  

次に、lsfgコマンドの使用例を示します。例の1つ目のコマンドは、DATAディスク・グループ内のファイル・グループFG1のプロパティ

を表示します。2つ目のコマンドは、DATAディスク・グループ内のすべてのファイル・グループとそのプロパティをリストします。 

例10-105 lsfgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsfg -G DATA 

File Group         Disk Group  Quota Group  Used Quota MB  Client Name  Client Type   

DEFAULT_FILEGROUP  DATA        GENERIC      0                                         

VOLUME1            DATA        GENERIC      3123           VOLUME1      VOLUME        

ORCL               DATA        GENERIC      5488           ORCL         DATABASE 

ASMCMD [+] > lsfg -G DATA --filegroup ORCL 

File Group  Disk Group  Property           Value       File Type                   

ORCL        DATA        PRIORITY           MEDIUM                                  

ORCL        DATA        STRIPING           COARSE      CONTAINER                   

ORCL        DATA        REDUNDANCY         HIGH        CONTROLFILE                 

ORCL        DATA        STRIPING           FINE        CONTROLFILE                 

ORCL        DATA        REDUNDANCY         MIRROR      DATAFILE                    

ORCL        DATA        STRIPING           COARSE      DATAFILE    

...

lsqg 

目的 

ディスク・グループ内の割当て制限グループをリストします。 

構文および説明 

lsqg [-G disk_group] [--quotagroup quota_group] [--suppressheader] 
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次の表に、lsqgコマンドのオプションを示します。 

表10-96 lsqgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G disk_group ディスク・グループを指定します。 

—quotagroupquota_group 割当て制限グループを指定します。 

—suppressheader コマンド出力のヘッダーを非表示にします。 

ディスク・グループ・オプションが指定されている場合、lsqgは指定されているディスク・グループ内の割当て制限グループに関する

情報のみ戻します。割当て制限グループ・オプションが指定されている場合、lsqgはその割当て制限グループに関する情報の

みを戻します。  

ファイル・グループに関する情報は、V$ASM_QUOTAGROUPビューから取得されます。  

次に、lsqgコマンドの使用例を示します。例の1つ目のコマンドは、DATAディスク・グループ内のファイル・グループQG1のプロパティ

を表示します。2つ目のコマンドは、DATAディスク・グループ内のすべての割当て制限グループとそのプロパティをリストします。3つ

目のコマンドは、現行Oracle ASMインスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループ内の名前がQG1である割当て制

限グループをすべてリストします。4つ目のコマンドは、現行Oracle ASMインスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グ

ループ内の割当て制限グループをすべてリストします。 

例10-106 lsqgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsqg -G DATA --quotagroup QG1 

Used_Quota_MB  Quota_Limit_MB 

100            200 

ASMCMD [+] > lsqg -G DATA 

Quotagroup_Num  Quotagroup_Name  Used_Quota_MB  Quota_Limit_MB 

1               GENERIC          12357          262143 

2               QG1              100            200 

3               QG2              400            420 

ASMCMD [+] > lsqg --quotagroup QG1 

Group_Num  Quotagroup_Num  Used_Quota_MB  Quota_Limit_MB 

1          2               100            200 

3          5               821            1024 

ASMCMD [+] > lsqg 

Group_Num  Quotagroup_Num  Quotagroup_Name  Used_Quota_MB  Quota_Limit_MB 

1          1               GENERIC          12357          262143 

1          2               QG1              100            200 

1          3               QG2              400            420 

2          1               GENERIC          54000          262143 

3          1               GENERIC          11             262143 

3          5               QG1              821            1024

mkfg 

目的 
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XML構成ファイルまたはXMLスクリプトに基づいてディスク・グループ内にファイル・グループを作成します。 

構文および説明 

mkfg { config_file.xml | 'contents_of_xml_script' } 

次の表に、mkfgコマンドのオプションを示します。 

表10-97 mkfgコマンドのオプション 

オプション 説明 

config_file.xml ファイル・グループの構成情報が格納されている XML ファイルの名前。mkfg は、パスが

指定されないかぎり、ASMCMD の現行作業ディレクトリ内で XML ファイルを検索しま

す。  

contents_of_xml_script.xml 一重引用符で囲まれた XML スクリプトの内容。 

XML構成ファイルまたはXMLスクリプトのルート要素は<file_group>タグであり、次の属性を保持します。  

 name: ファイル・グループ名  

 dg: ファイル・グループが属するディスク・グループ名  

 client_type: database、cluster、volume  

 client_name: データべス、CDB、PDB、クラスタまたはボリュームの名前  

次のタグを使用してプロパティを設定できます。 

 name: プロパティ名  

 value: プロパティ値  

 file_type: プロパティ・ファイル・タイプ(オプション)  

 template: Oracle ASMテンプレート名(オプション)  

次に、mkfgのXML構成ファイルの例を示します。この構成ファイルにより、sampleというデータベースについて、ディスク・グループ

dg_data1にfilegroup1というファイル・グループが作成されます。このファイル・グループは、割当て制限グループquotagroup1

に関連付けられます。このファイル・グループ内のファイルは、冗長性がミラーに設定されます(高冗長性の制御ファイルを除く)。

その他すべての属性は、デフォルト値に設定されます。  

<filegroup name="filegroup1" dg="dg_data1" client_type="database" client_name="sample"> 

  <p name="redundancy" value="mirror"/> 

  <p name="redundancy" value="high" file_type="controlfile"/> 

  <p name="quota_group" value="quotagroup1"/> 

</filegroup> 

Oracle ASMファイル・グループの詳細は、「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」を参照してください。  

例 

次に、XML構成ファイルおよびXMLスクリプトを使用したmkfgコマンドの使用例を示します。 
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例10-107 mkfgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mkfg config_file.xml 

ASMCMD [+] > mkfg '<filegroup name="filegroup1" dg="dg_data1" client_type="database" 

client_name="sample">  

                   </filegroup>'

mkqg 

目的 

ディスク・グループに割当て制限グループを追加します。 

構文および説明 

mkqg -G disk_group quota_group [property] [value] 

次の表に、chqgコマンドのオプションを示します。 

表10-98 mkqgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G disk_group ディスク・グループを指定します。 

quota_group 割当て制限グループを指定します。 

property プロパティ名を指定します。 

value プロパティの値を指定します。 

mkqgコマンドは、オプションの指定されたプロパティで指定された割当て制限グループを指定されたディスク・グループに追加しま

す。Oracle ASMファイル・グループおよび割当て制限グループの詳細は、「Oracle ASMフレックス・ディスク・グループの管理」

を参照してください。  

次に、mkqgコマンドの例を示します。1つ目の例では、プロパティを指定せずに割当て制限グループquota_grp1をdataディスク・

グループに追加します。2つ目の例では、quotaプロパティを指定して割当て制限グループquota_grp2をdataディスク・グループ

に追加します。 

例10-108 mkqgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mkqg -G data quota_grp1 

ASMCMD [+] > mkqg -G data quota_grp2 quota 100G

mvfg 

目的 



381 

指定された割当て制限グループにディスク・グループ内のファイル・グループを移動します。 

構文および説明 

mvfg -G disk_group --filegroup file_group quota_group 

次の表に、mvfgコマンドのオプションを示します。 

表10-99 mvfgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G disk_group ディスク・グループを指定します。 

—filegroupfile_group ファイル・グループを指定します。 

quota_group 割当て制限グループを指定します。 

次に、mvfgコマンドの例を示します。この例では、DATAディスク・グループ内のファイル・グループFG1を割当て制限グループQG1に

移動します。

例10-109 mvfgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mvfg -G DATA --filegroup FG1 QG1

mvfile 

目的 

ファイルを、ファイルが格納されている同じディスク・グループ内の指定されたファイル・グループに移動します。 

構文および説明 

mvfile file_name --filegroup file_group 

次の表に、mvfileコマンドのオプションを示します。 

表10-100 mvfileコマンドのオプション 

オプション 説明 

file_name 移動するファイルを指定します。 

—filegroup file_group ファイル・グループ名を指定します。 

次のmvfileコマンドは、指定したOracle ASMファイルを指定したファイル・グループに移動します。 

例10-110 mvfileコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mvfile +data/orcl/controlfile/Current.260.684924747 --filegroup FG1 
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ASMCMD [+fra/orcl/archivelog/flashback] > mvfile log_7.264.684968167 --filegroup FG1

rmfg 

目的 

ディスク・グループから既存のファイル・グループを削除します。 

構文および説明 

rmfg [-r] disk_group file_group  

次の表に、rmfgコマンドのオプションを示します。 

表10-101 rmfgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r  再帰的な操作を指定します。 

disk_group ディスク・グループを指定します。 

file_group ファイル・グループを指定します。 

-rオプションは、内容を含めた再帰的な削除を指定します。ファイル・グループに格納されているディスク・グループ内のファイルは

すべて、ファイル・グループの削除と同時に削除されます。このオプションは、ファイルが格納されているファイル・グループを削除す

る場合に指定する必要があります。このオプションを省略し、ファイル・グループが空でない場合、ASMCMDはエラーを戻し、ファ

イル・グループは削除されません。  

次に、rmfgコマンドの使用例を示します。例の1つ目のコマンドは、DATA1ディスク・グループからファイル・グループFG1を削除しま

す。2つ目のコマンドは、DATA2ディスク・グループからファイル・グループFG2とその内容をすべて削除します。 

例10-111 rmfgコマンドの使用方法 

 ASMCMD [+] > rmfg DATA1 FG1 

 ASMCMD [+] > rmfg -r DATA2 FG2

rmqg 

目的 

ディスク・グループから割当て制限グループを削除します。 

構文および説明 

rmqg -G disk_group quota_group  

次の表に、rmqgコマンドのオプションを示します。 
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表10-102 rmqgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G disk_group ディスク・グループを指定します。 

quota_group 割当て制限グループを指定します。 

次に、rmqgコマンドの使用例を示します。例のコマンドは、DATA1ディスク・グループから割当て制限グループQG1を削除します。 

例10-112 rmqgコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > rmqg -G DATA QG1
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ASMCMDテンプレート管理コマンド 

このトピックでは、ASMCMDテンプレート管理コマンドの概要を示します。 

表10-103に、ASMCMDテンプレート管理コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-103 ASMCMDテンプレート管理コマンドの概要 

コマンド 説明 

chtmpl テンプレートの属性を変更します。 

lstmpl ディスク・グループ・テンプレートをリストします。 

mktmpl ディスク・グループにテンプレートを追加します。 

rmtmpl ディスク・グループからテンプレートを削除します。 

chtmpl 

目的 

テンプレートの属性を変更します。 

構文および説明 

chtmpl -G diskgroup { [--striping {coarse|fine}] 

 [--redundancy {high|mirror|unprotected} ] } template 

表10-104に、chtmplコマンドの構文オプションを示します。 

表10-104 chtmplコマンドのオプション  

オプション 説明 

-G diskgroup ディスク・グループの名前。 

template 変更するテンプレートの名前。 

--striping {coarse | fine}  ストライプ化の指定。coarse または fine のいずれか。  

--redundancy { high | mirror | 

unprotected}  

冗長性の指定。high、mirror または unprotected のいずれか。  

--stripingまたは--redundancyのうち、1つ以上のオプションが必要です。  
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テンプレートの更新の詳細は、「ディスク・グループ・テンプレートの変更」を参照してください。  

例 

次に、chtmplコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループのmytemplateテンプレートを更新します。冗長性属

性をhighに、ストライプ化属性をfineに設定します。 

例10-113 ASMCMD chtmplコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > chtmpl -G data --redundancy high --striping fine mytemplate 

lstmpl 

目的 

すべてのディスク・グループのすべてのテンプレート、または指定したディスク・グループのテンプレートをリストします。 

構文および説明 

lstmpl [--suppressheader] [-l] [-G diskgroup] [pattern] 

表10-105に、lstmplコマンドの構文オプションを示します。 

表10-105 lstmplコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ディスク・グループ名を指定します。 

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

-l すべての詳細を表示します。 

pattern パターン表現に一致するテンプレートを表示します。 

テンプレート属性の詳細は、「テンプレート属性」を参照してください。  

例 

次に、lstmplコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループのテンプレートの詳細をすべて表示します。 

例10-114 ASMCMD lstmplコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lstmpl -l -G data 

Group_Name  Group_Num  Name                       Stripe  Sys  Redund  PriReg  MirrReg   

DATA        1          ARCHIVELOG                 COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          ASMPARAMETERFILE           COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          AUDIT_SPILLFILES           COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          AUTOBACKUP                 COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          AUTOLOGIN_KEY_STORE        COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          BACKUPSET                  COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 
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DATA        1          CHANGETRACKING             COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          CONTROLFILE                FINE    Y    HIGH    COLD    COLD 

DATA        1          DATAFILE                   COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          DATAGUARDCONFIG            COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          DUMPSET                    COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          FLASHBACK                  COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          FLASHFILE                  COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          INCR XTRANSPORT BACKUPSET  COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          KEY_STORE                  COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          OCRFILE                    COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          ONLINELOG                  COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          PARAMETERFILE              COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          TEMPFILE                   COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          VOTINGFILE                 COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          XTRANSPORT                 COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD 

DATA        1          XTRANSPORT BACKUPSET       COARSE  Y    MIRROR  COLD    COLD

mktmpl 

目的 

ディスク・グループにテンプレートを追加します。 

構文および説明 

mktmpl -G diskgroup [--striping {coarse|fine}] 

 [--redundancy {high|mirror|unprotected}] template 

表10-106に、mktmplコマンドの構文オプションを示します。 

表10-106 mktmplコマンドのオプション  

オプション 説明 

-G diskgroup ディスク・グループの名前。 

template 作成するテンプレートの名前。 

--striping {coarse | fine}  ストライプ化の指定。coarse または fine のいずれか。  

--redundancy { high | mirror | 

unprotected}  

冗長性の指定。high、mirror または unprotected のいずれか。  

テンプレートの追加の詳細は、「ディスク・グループへのテンプレートの追加」を参照してください。  

例 

次に、mktmplコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループにmytemplateテンプレートを追加します。新しいテン

プレートの冗長性をmirrorに、ストライプ化をcoarseに設定します。 

例10-115 ASMCMD mktmplコマンドの使用方法 
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ASMCMD [+] > mktmpl -G data --redundancy mirror --striping coarse mytemplate

rmtmpl 

目的 

ディスク・グループからテンプレートを削除します。 

構文および説明 

rmtmpl -G diskgroup template 

表10-107に、rmtmplコマンドの構文オプションを示します。 

表10-107 rmtmplコマンドのオプション  

オプション 説明 

-G diskgroup ディスク・グループの名前。 

template 削除するテンプレートの名前。 

テンプレート属性の詳細は、「テンプレート属性」を参照してください。  

例 

次に、rmtmplコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループからmytemplateテンプレートを削除します。 

例10-116 ASMCMD rmtmplコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > rmtmpl -G data mytemplate
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ASMCMDファイル・アクセス制御コマンド 

このトピックでは、ASMCMD Oracle ASMファイル・アクセス制御コマンドの概要を示します。 

Oracle ASMファイル・アクセス制御の詳細は、「ディスク・グループのOracle ASMファイル・アクセス制御の管理」を参照してく

ださい。  

ASMCMDでユーザーを管理する場合、ユーザーは既存のオペレーティング・システム・ユーザーで、そのユーザー名には対応する

オペレーティング・システム・ユーザーIDが含まれている必要があります。ただし、Oracle ASMインスタンスと同じクラスタ内のユー

ザーのみを検証できます。 

 

  
 

ノート: 

ファイルの所有権を変更する場合、ファイルの所有権の変更後でも、ファイルが開いている間は、ファイルの前の

所有者を削除できません。 

表10-108に、ASMCMD Oracle ASMファイル・アクセス制御コマンドと簡単な説明を示します。 

表10-108 ASMCMDファイル・アクセス制御コマンドの概要 

コマンド 説明 

chgrp ファイルまたはファイルのリストのユーザー・グループを変更します。 

chmod ファイルまたはファイルのリストの権限を変更します。 

chown ファイルまたはファイルのリストの所有者を変更します。 

groups ユーザーが属するユーザー・グループをリストします。 

grpmod ユーザーを既存のユーザー・グループに対して追加または削除します。 

lsgrp ユーザー・グループをリストします。  

lsusr ディスク・グループ内のユーザーをリストします。 

mkgrp 新規ユーザー・グループを作成します。 

mkusr ディスク・グループにユーザーを追加します。 

passwd ユーザーのパスワードを変更します。 
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コマンド 説明 

rmgrp ユーザー・グループを削除します。  

rmusr ディスク・グループからユーザーを削除します。 

rpusr ユーザーをディスク・グループ内の別のユーザーに置き換えます。 

chgrp 

目的 

ファイルまたはファイルのリストのユーザー・グループを変更します。  

構文および説明 

chgrp usergroup file [file ...] 

表10-109に、chgrpコマンドの構文オプションを示します。 

表10-109 chgrpコマンドのオプション  

オプション 説明 

usergroup ユーザー・グループの名前。 

file ファイルの名前。 

ファイル所有者またはOracle ASM管理者のみがこのコマンドを使用できます。ユーザーがファイル所有者である場合、このコマ

ンドが成功するには、ユーザーがグループの所有者かメンバーのいずれかであることが必要です。 

このコマンドには、1つのファイル名または空白で区切られた複数のファイル名を指定できます。  

オープン・ファイルのユーザー・グループ設定を変更した場合、ファイルで現在実行中の操作は、古いユーザー・グループ設定を使

用して完了します。再認証が必要な場合、新しい設定が有効になります。  

例 

次に、chgrpコマンドの例を示します。この例では、指定されたファイルのOracle ASMユーザー・グループを変更します。 

例10-117 ASMCMD chgrpコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > chgrp asm_data +data/orcl/controlfile/Current.260.684924747 

ASMCMD [+fra/orcl/archivelog/flashback] > chgrp asm_fra log_7.264.684968167 log_8.265.684972027

chmod 

目的 
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ファイルまたはファイルのリストの権限を変更します。 

構文および説明 

chmod mode file [file ...] 

modeの書式は、次のいずれかです。  

 { ugo | ug | uo | go | u | g | o | a } {+|- } {r|w |rw}  

aはすべてのユーザーに対する権限を、uはファイルの所有者に対する権限を、gはグループ権限を、oはその他のユー

ザーに対する権限を指定します。  

 { 0|4|6} {0|4|6} {0|4|6}  

1桁目は所有者権限、2桁目はグループ権限、3桁目はその他の権限を指定します。  

表10-110に、chmodコマンドの構文オプションを示します。 

表10-110 chmodコマンドのオプション  

オプション 説明 

6 読取り/書込み権限 

4 読取り専用権限 

0 権限なし 

u 所有者権限。r または w とともに使用します。 

g グループ権限。r または w とともに使用します。 

o その他のユーザー権限。r または w とともに使用します。 

a すべてのユーザー権限。r または w とともに使用します。 

+ 権限を追加します。r または w とともに使用します。 

- 権限を削除します。r または w とともに使用します。 

r 読取り権限 

w 書込み権限 

file ファイルの名前 
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このコマンドには、1つのファイル名または空白で区切られた複数のファイル名を指定できます。  

ファイル権限は、読取り/書込み、読取り専用および権限なしにのみ設定できます。ファイル権限を書込み専用に設定すること

はできません。 

オープン・ファイルの権限設定を変更した場合、ファイルで現在実行中の操作は、古い権限設定を使用して完了します。再認

証が必要な場合、新しい設定が有効になります。  

ファイルに対する権限を表示するには、--permissionオプションを指定したASMCMD lsコマンドを使用します。「ls」を参照し

てください。  

例 

次に、chmodコマンドの例を示します。この例では、指定されたファイルの権限を変更します。 

例10-118 ASMCMD chmodコマンドの使用方法 

ASMCMD [+fra/orcl/archivelog/flashback] > chmod ug+rw log_7.264.684968167 log_8.265.684972027 

ASMCMD [+fra/orcl/archivelog/flashback] > chmod 640 log_7.264.684968167 log_8.265.684972027 

ASMCMD [+] > ls --permission +fra/orcl/archivelog/flashback 

User      Group      Permission  Name 

grid      asm_fra     rw-r-----  log_7.264.684968167 

grid      asm_fra     rw-r-----  log_8.265.684972027

chown 

目的 

ファイルまたはファイルのリストの所有者を変更します。  

構文および説明 

chown user[:usergroup ] file [file ...] 

表10-111に、chownコマンドの構文オプションを示します。 

表10-111 chownコマンドのオプション  

オプション 説明 

user 新規所有者となるユーザーの名前。  

usergroup ユーザーが属するユーザー・グループの名前。 

file ファイルの名前。 

通常、userはデータベース・インスタンス・ホームを所有するユーザーです。Oracle ASMファイル・アクセス制御では、データベー

スの識別にオペレーティング・システム(OS)名を使用します。  

このコマンドには、1つのファイル名または空白で区切られた複数のファイル名を指定できます。  
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オープン・ファイルの所有権設定を変更した場合、次が適用されます。  

 ファイルで現在実行中の操作は、古い所有権およびユーザー・グループ設定を使用して完了します。再認証が必要な

場合、新しい設定が有効になります。 

 ファイルの新しい所有者は、クラスタ内のすべてのインスタンスがローリング方式で再起動するまで、ディスク・グループから

削除できません。 

Oracle ASM管理者のみがこのコマンドを使用できます。  

例 

次に、chownコマンドの例を示します。この例では、指定されたファイルの所有者をoracle1オペレーティング・システム・ユーザー

に変更します。 

例10-119 ASMCMD chownコマンドの使用方法 

ASMCMD [+fra/orcl/archivelog/flashback] > chown oracle1 log_7.264.684968167 log_8.265.684972027 

ASMCMD [+fra/orcl/archivelog/flashback] > chown oracle1:asm_fra log_9.264.687650269

groups 

目的 

指定されたユーザーが属するすべてのユーザー・グループをリストします。 

構文および説明 

groups diskgroup user 

表10-112に、groupsコマンドの構文オプションを示します。 

表10-112 groupsコマンドのオプション  

オプション 説明 

diskgroup ユーザーが属するディスク・グループの名前。 

user ユーザー名です。 

例 

次に、groupsコマンドの例を示します。この例では、oracle1ユーザーが属するdataディスク・グループのユーザー・グループを表

示します。 

例10-120 ASMCMD groupsコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > groups data oracle1 

asm_data
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grpmod 

目的 

オペレーティング・システム(OS)ユーザーを既存のOracle ASMユーザー・グループに対して追加または削除します。  

構文および説明 

grpmod { --add | --delete } diskgroup usergroup user [user...] 

表10-113に、grpmodコマンドの構文オプションを示します。 

表10-113 grpmodコマンドのオプション  

オプション 説明 

--add ユーザーをユーザー・グループに追加することを指定します。 

--delete ユーザーをユーザー・グループから削除することを指定します。 

diskgroup ユーザー・グループが属するディスク・グループの名前。 

usergroup ユーザー・グループの名前。 

user ユーザー・グループに対して追加または削除するユーザーの名前。 

ユーザー・グループの所有者のみがこのコマンドを使用できます。このコマンドを実行するにはSYSASM権限が必要です。 

このコマンドには、1つのオペレーティング・システム・ユーザー名または空白で区切られた複数のユーザー名を指定できます。通

常、オペレーティング・システム・ユーザーはデータベース・インスタンス・ホームの所有者です。 

例 

次に、grpmodコマンドの例を示します。1つ目の例では、fraディスク・グループのasm_fraユーザー・グループにoracle1および

oracle2ユーザーを追加します。2つ目の例では、dataディスク・グループのasm_dataユーザー・グループからoracle2ユーザーを

削除します。 

例10-121 ASMCMD grpmodコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > grpmod –-add fra asm_fra oracle1 oracle2 

ASMCMD [+] > grpmod –-delete data asm_data oracle2

lsgrp 

目的 

すべてのOracle ASMユーザー・グループ、または指定されたパターンと一致するグループのみをリストします。  
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構文および説明 

lsgrp [--suppressheader][-a] [ -G diskgroup ] [ pattern ] 

表10-114に、lsgrpコマンドの構文オプションを示します。 

表10-114 lsgrpコマンドのオプション 

オプション 説明 

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

-a すべての列をリストします。 

-G diskgroup 指定されたディスク・グループ名に結果を制限します。 

pattern パターン表現と一致するユーザー・グループを表示します。 

例 

次に、lsgrpコマンドの例を示します。1つ目の例では、asm%パターンと一致する名前のユーザー・グループに関する情報の一部

を表示します。2つ目の例では、すべてのユーザー・グループに関する情報を全部表示します。 

例10-122 ASMCMD lsgrpコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsgrp asm% 

DG_Name  Grp_Name   Owner 

FRA      asm_fra    grid 

DATA     asm_data   grid 

ASMCMD [+] > lsgrp -a 

DG_Name  Grp_Name   Owner     Members 

FRA      asm_fra    grid      oracle1 

DATA     asm_data   grid      oracle1 oracle2

lsusr 

目的 

ディスク・グループ内のOracle ASMユーザーをリストします。  

構文および説明 

lsusr [--suppressheader][-a] [-G diskgroup ] [ pattern ] 

表10-115に、lsusrコマンドの構文オプションを示します。 

表10-115 lsusrコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-a すべてのユーザーと、ユーザーが属するディスク・グループをリストします。 

--suppressheader 列ヘッダーを非表示にします。 

-G diskgroup 指定されたディスク・グループ名に結果を制限します。 

pattern パターン表現と一致するユーザーを表示します。 

例 

次に、lsusrコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループ内のユーザーと、ユーザーに割り当てられたオペレーティ

ング・システムIDを表示します。 

例10-123 ASMCMD lsusrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > lsusr -G data 

User_Num OS_ID OS_Name  

3        1001  grid 

1        1021  oracle1 

2        1022  oracle2

mkgrp 

目的 

新しいOracle ASMユーザー・グループを作成します。 

構文および説明 

mkgrp diskgroup usergroup [user] [user...] 

表10-116に、mkgrpコマンドの構文オプションを示します。 

表10-116 mkgrpコマンドのオプション  

オプション 説明 

diskgroup ユーザー・グループが追加されるディスク・グループの名前。 

usergroup 追加するユーザー・グループの名前。最大文字数は 30 です。 

user ユーザー・グループに追加するデータベース・ユーザーの名前。 

必要に応じて、新しいユーザー・グループのメンバーとして含めるユーザーのリストを指定できます。 

例 
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次に、mkgrpコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループにasm_dataユーザー・グループを作成し、作成した

ユーザー・グループにoracle1およびoracle2ユーザーを追加します。 

例10-124 ASMCMD mkgrpコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mkgrp data asm_data oracle1 oracle2

mkusr 

目的 

オペレーティング・システム(OS)ユーザーをディスク・グループに追加します。  

構文および説明 

mkusr diskgroup user 

表10-117に、mkusrコマンドの構文オプションを示します。 

表10-117 mkusrコマンドのオプション 

オプション 説明 

diskgroup ユーザーが追加されるディスク・グループの名前を指定します。 

user 追加するユーザーの名前。 

追加するユーザーは、有効なオペレーティング・システム・ユーザーである必要があります。SYSASMとして認証されたユーザーのみ

がこのコマンドを実行できます。  

例 

次に、mkusrコマンドの例を示します。1つ目の例では、dataディスク・グループにoracle1ユーザーを追加します。2つ目の例で

は、fraディスク・グループにoracle2ユーザーを追加します。 

例10-125 ASMCMD mkusrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > mkusr data oracle1 

ASMCMD [+] > mkusr fra oracle2

passwd 

目的 

ユーザーのパスワードを変更します。 

構文および説明 

passwd user 
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表10-118に、passwdコマンドの構文オプションを示します。 

表10-118 passwdコマンドのオプション 

オプション 説明 

user ユーザー名です。 

Oracle ASMパスワード・ファイルにユーザーが存在しない場合は、エラーが発生します。ユーザーは、まず現在のパスワードを要

求され、次に新しいパスワードを要求されます。このコマンドを実行するにはSYSASM権限が必要です。 

例 

次に、passwdコマンドの例を示します。この例では、oracle2ユーザーのパスワードを変更します。 

例10-126 ASMCMD passwdコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > passwd oracle2 

Enter old password (optional):  

Enter new password: ******

rmgrp 

目的 

ディスク・グループからユーザー・グループを削除します。  

構文および説明 

rmgrp diskgroup usergroup 

表10-119に、rmgrpコマンドの構文オプションを示します。 

表10-119 rmgrpコマンドのオプション  

オプション 説明 

diskgroup ユーザー・グループが属するディスク・グループの名前。 

usergroup 削除するユーザー・グループの名前。 

グループを削除すると、有効なユーザー・グループのないファイルがいくつか残る可能性があります。それらのファイルが必ず有効な

グループを持つようにするには、ファイルを有効なユーザー・グループに明示的に更新します。「chgrp」を参照してください。  

このコマンドはユーザー・グループの所有者が実行する必要があり、実行するにはSYSASM権限が必要です。 

例 

次に、rmgrpコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループからasm_dataユーザー・グループを削除します。 
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例10-127 ASMCMD rmgrpコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > rmgrp data asm_data

rmusr 

目的 

オペレーティング・システム(OS)ユーザーをディスク・グループから削除します。 

構文および説明 

rmusr [-r] diskgroup user 

表10-120に、rmusrコマンドの構文オプションを示します。 

表10-120 rmusrコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r ユーザーの削除と同時に、そのユーザーが所有するディスク・グループ内のすべてのファイ

ルを削除します。 

diskgroup ユーザーが削除されるディスク・グループの名前を指定します。 

user 削除するユーザーの名前。 

このコマンドを実行するにはSYSASM権限が必要です。 

例 

次に、rmusrコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループからoracle2ユーザーを削除します。 

例10-128 ASMCMD rmusrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > rmusr data oracle2

rpusr 

目的 

オペレーティング・システム(OS)ユーザーをディスク・グループ内の別のユーザーに置き換えます。 

構文および説明 

rpusr diskgroup user1 user2 

表10-121に、rpusrコマンドの構文オプションを示します。 

表10-121 rpusrコマンドのオプション 
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オプション 説明 

diskgroup ディスク・グループ名を指定します。 

user1 置き換えられるユーザーの名前。 

user2 ディスク・グループ内の既存のユーザーを置き換えるユーザーの名前。 

rpusrコマンドは、オペレーティング・システム・ユーザーをOracle ASMディスク・グループ内の別のユーザーに置き換えます。置

換ユーザーは、現在ディスク・グループのユーザー・リストにあるユーザーにしないでください。  

コマンドが成功すると、現在のユーザーが以前に所有していたすべてのファイルが、置換ユーザーによって所有されるようになりま

す。現在のユーザーは、ディスク・グループのユーザー・リストから自動的に削除されます。現在のユーザーをディスク・グループに戻

すことは可能ですが、このユーザーはどのファイルも所有しません。  

オープン・ファイルの所有権を変更すると、クラスタ内のすべてのインスタンスが再起動するまで、新しい所有者をその所有者の

ファイルで削除できません。 

このコマンドを実行するにはSYSASM権限が必要です。 

例 

次に、oracle1ユーザーをdataディスク・グループ内のoracle2ユーザーに置き換えるrpusrコマンドの例を示します。 

例10-129 ASMCMD rpusrコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > rpusr data oracle1 oracle2
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第III部 Oracle Automatic Storage Management 

Cluster File System  

第III部では、Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)およびOracle 

ASM Dynamic Volume Manager (Oracle ADVM)について、次の章で説明します。 

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMの概要 

 ビューを使用したOracle ACFS情報の表示 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSの管理 

 ASMCAによるOracle ACFSおよびOracle ADVMの管理 

 ASMCMDによるOracle ADVMの管理 

 コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理 
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11 Oracle ACFSおよびOracle ADVMの概要  

Oracle ASM Cluster File System (Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)

では、ストレージ管理の重要なコンポーネントを提供します。 

この章では、Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)のコンポーネントと

Oracle ASM Dynamic Volume Manager (Oracle ADVM)について説明します。  

この章では、Oracle ACFSおよびOracle ADVMの機能の概念および概要について説明します。内容は次のとおりです。  

 Oracle ACFSの概要 

 Oracle ACFSの概要の理解 

 Oracle ACFSの管理の理解 

 Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要 

 

関連項目: 

 SQL*Plusを使用したボリュームの管理の詳細は、ディスク・グループでのOracle ADVMボリュームの管理を参照して

ください。  

 Oracle ACFS機能とディスク・グループの属性設定の詳細は、互換性属性設定により使用可能になるOracle 

ACFS機能を参照してください。  

 Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用したOracle ACFSの管理の詳細は、ASMCAによるOracle 

ACFSおよびOracle ADVMの管理を参照してください。  

 ビューを使用したOracle ACFS情報の取得の詳細は、「ビューを使用したOracle ACFS情報の表示」を参照してく

ださい。  

 ボリューム管理コマンドの詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」を参照してください。  

 Oracle ACFSのオペレーティング・システム・ユーティリティの詳細は、「コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管

理」を参照してください。  
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Oracle ACFSの概要 

Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)は、マルチプラットフォームのス

ケーラブルなファイル・システムであり、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)の機能を拡張して、

すべてのカスタマ・ファイルをサポートするストレージ管理テクノロジです。  

Oracle ACFSでは、実行可能ファイル、データベース・データファイル、データベース・トレース・ファイル、データベース・アラート・ロ

グ、アプリケーション・レポート、BFILEおよび構成ファイルなど、Oracle Databaseファイルおよびアプリケーション・ファイルがサ

ポートされます。他にも、ビデオ、オーディオ、テキスト、イメージ、設計図、その他の汎用アプリケーションのファイル・データがサ

ポートされます。Oracle ACFSは、LinuxおよびUNIXの場合はPOSIX標準に準拠し、Windowsの場合はWindows標

準に準拠しています。 

次の図に示すように、Oracle ACFSファイル・システムはOracle ASMと通信し、Oracle ASMストレージを使用して構成され

ます。

図11-1 Oracle ACFSのストレージ・レイヤー 

 

Oracle ACFSでは、次のことを可能にするOracle ASM機能を利用します。 

 Oracle ACFSの動的なファイル・システムのサイズ変更 

 Oracle ASMディスク・グループ・ストレージへの直接アクセスによるフォーマンスの最大化 

 I/Oの並列性向上によるOracle ASMディスク・グループ・ストレージ全体でのOracle ACFSの分散の平均化 

 Oracle ASMミラー化保護メカニズムによるデータの信頼性の確保 

Oracle ACFSでは、Oracle ASMインスタンスおよびディスク・グループのステータス更新やディスク・グループのリバランスなどの

Oracle ASMの状態遷移に関与するために、Oracle ASMインスタンスとの通信を確立し、維持します。Oracle ACFSおよ

びOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)を備えたOracle Automatic Storage Managementでは、

すべてのカスタマ・データをサポートし、Oracle Restart(スタンドアロン)構成とクラスタ構成の両方で、複数のベンダー・プラット

フォームおよびオペレーティング・システム環境にわたってOracleストレージ管理ツールおよびサービスの共通セットを提供します。 

Oracle ACFSは、Oracle Clusterwareテクノロジと密接に結びついており、Clusterwareクラスタ・メンバーシップの状態遷
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移と、Oracle Clusterwareリソースベースの高可用性(HA)管理に直接関与します。さらに、Oracleのインストール、構成、

検証および管理ツールが、Oracle ACFSをサポートするために更新されました。  

Oracle ACFSは、ネイティブ・オペレーティング・システム・ファイル・システム・ツールと標準のアプリケーション・プログラミング・インタ

フェース(API)を使用してアクセスと管理ができます。Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用して、Oracle 

ACFSを管理することもできます。Oracle ACFSには、業界標準のネットワーク・アタッチド・ストレージ(NAS)ファイル・アクセス・

プロトコルであるネットワーク・ファイル・システム(NFS)および共通インターネット・ファイル・システム(CIFS)を使用してアクセスで

きます。ただし、Oracle ACFS Linux、SolarisまたはAIXサーバーと接続している場合、Windows上のCIFSクライアントは

ACLを使用できませんが、Windows上のOracle ACFSと接続している場合はACLを使用できます。 

ファイル・データの共有に加えて、Oracle ACFSではストレージ管理サービスを提供します。たとえば、Oracle Grid 

Infrastructureのクラスタ全体のマウント・レジストリ、オンライン・ファイル・システムの動的サイズ変更、各ファイル・システムの

領域使用効率のよい複数のスナップショットなどがあります。 

Oracle ACFSは、次の機能を提供して、Oracle全体のストレージ管理に貢献します。  

 Oracle ASMおよびOracle Clusterwareテクノロジと統合された汎用のスタンドアロン・サーバーおよびクラスタ・ファ

イル・システム・ソリューション 

 ネイティブ・オペレーティング・システムまたはサード・パーティ・ファイル・システムのソリューションに代わる、複数のベンダー・

プラットフォームおよびオペレーティング・システムにわたるファイル・システム機能の共通セット 

 スタンドアロン内およびクラスタ全体で共有されるOracle Databaseホーム、すべてのOracle Databaseファイルお

よびアプリケーション・データ 

 均一で一貫した共有ファイル・アクセスと、すべてのカスタマ・アプリケーション・ファイルに対するクラスタ全体でのネーミン

グ 

 Oracle Clusterware高可用性リソースとの統合 

Oracle ACFSは、大容量の記憶域と多数のクラスタ・ノードに対応します。多数のファイル・システムおよびファイルを効率的に

管理し、エクサバイト対応のファイルおよびファイル・システム容量により、小型ファイルと大型ファイルの両方をサポートします。

Oracle ACFSの最適化された高速ディレクトリ検索により、何百万ものファイルを持つ大型ディレクトリを検索できます。 

Oracle ACFSでは、疎ファイルがサポートされます。Oracle ACFS疎ファイルは、NFSサーバーおよび関連付けられたOracle 

ACFSファイル・システムによって、一般に適切な順序で受信されなかったNFSクライアント書込み操作に大きな利点を与えます。

通常、アプリケーションがファイルの終端を越えて書き込む場合、ストレージが割り当てられ、古いファイルの終端を越えて、また

新しい書込みの先頭にゼロが挿入されます。この機能を使用すると、ゼロが挿入されるのではなく、ファイルにホールが残ります。

ホールが読み取られると、Oracle ACFSでは、このようなホールをメモリー内のゼロで埋めます。疎ファイル機能は、NFSパフォー

マンスにも、このタイプの書込みを意図的に実行するその他のアプリケーションのパフォーマンスおよびディスク使用率にも有益で

す。さらに、仮想マシンの一部のイメージ・ファイルなど、本質的にスパースである(つまり、大量の未使用領域がある)ファイルに

とって時間とストレージの削減という利点もあります。疎ファイルのサポートについては、COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性

を12.2以上に設定する必要があります。  

Oracle ACFSファイル・システムは通常、すべてのクラスタ・ノードにマウントされてクラスタの単一ネームスペースを提供し、各

ノードが、マウントされたファイル・システムに対して同じビューとアクセス機能を保持するようにします。メンバーに障害が発生した

場合、別のクラスタ・メンバーが、障害の発生したメンバーにかわり、未処理のメタデータ・トランザクションをただちにリカバリします。
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リカバリ後に、他のアクティブ・クラスタ・メンバーとリモート・クライアント・システムによるアクセスが再開されます。 

次のリストに、Oracle ACFSに関する重要な情報を示します。 

 すべてのアプリケーションでは、write()サイズを大きくすると(8K以上など)、Oracle ACFSのパフォーマンスは最適にな

ります。 

 最高のパフォーマンスを実現するために、Linuxシステム上のディスク・グループのディスク用の期限I/Oスケジューラを使

用します。  

 Oracle ACFSファイル・システムをWindows上で作成する場合、Windowsドメイン・ユーザーとしてログオンします。

また、Windows上のOracle ACFSファイル・システムでファイルを作成する場合、Windowsドメイン・ユーザーとして

ログインして、ファイルがすべてのノードによってアクセス可能であることを確認する必要があります。  

 Windowsプラットフォーム上のクラスタ・ノード間でファイル・システムを使用する場合、ベスト・プラクティスは、ドメイン・

ユーザーを使用しているファイル・システムをマウントして、セキュリティ識別子がクラスタ・ノード間で同じであることを確認

することです。ファイルおよびディレクトリへのアクセス権限を定義する際に使用されるWindowsセキュリティ識別子は、

ユーザーを識別する情報を使用します。ローカル・ユーザーは、ローカル・ノードのコンテキストでのみ認識されます。

Oracle ACFSは、ファイル・システムへのデフォルトのアクセス権限を設定するため、最初のファイル・システムのマウント

時にこの情報を使用します。 

Oracle ACFSでは、Oracle ASMの管理に関連付けられたファイル(Oracle Grid Infrastructureホーム内およ

びOracle ASMの診断ディレクトリ内のファイルなど)は、サポートされません。 

 Oracle ACFSでは、Oracle Cluster Registry(OCR)および投票ファイルはサポートしません。 

 Oracle ACFSの機能では、ASMおよびADVMのディスク・グループの互換性属性が11.2以上に設定されていることが必

要です。  

 Oracle DatabaseホームにOracle ACFSのファイル・システムを使用するには、Oracle 11gリリース2 (11.2)以

上のリリースである必要があります。  

 

  
 

ノート: 

次の機能は Oracle ACFS 19c で非推奨になりました。＊ 

 Oracle ACFS レプリケーション・バージョン 1 の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.3)以上では、Oracle ACFS レプリケーション・プロトコル・バージョン 1 は非推奨

になりました。レプリケーション・プロトコル・バージョン 1 は、Oracle ACFS 12c リリース 2 (12.2.0.1)で導

入されたスナップショットベースのレプリケーション・バージョン 2 に置き換えられました。  

 Solaris および Windows での Oracle ACFS 暗号化の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.3)からは、Solaris および Microsoft Windows オペレーティング・システムで

Oracle ACFS の暗号化が非推奨になりました。Oracle Solaris および Microsoft Windows での

Oracle ACFS 暗号化は、RSA テクノロジに基づいています。RSA テクノロジのリタイアが通知されました。

Linux では代替テクノロジを使用するため、Oracle ACFS 暗号化は Linux で引き続きサポートされ、この
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非推奨に影響を受けません。  

 Windows での Oracle ACFS の使用の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Microsoft Windows での Oracle ACFS の使用は非推奨に

なりました。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての

機能の中核となるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。Microsoft Windows での

Oracle ACFS ファイル・システムの使用は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があ

ります。ユース・ケースに応じて、現在の Oracle ACFS ファイル・システムを置き換えるために、Oracle 

Automatic Storage Management (Oracle ASM)、Oracle Database ファイル・システム

(DBFS)または Microsoft Windows の共有に移行することをお薦めします。 

 Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および Oracle ACFS 監査の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および ACFS 監査は非推奨

になりました。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべて

の機能の中核となるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊Oracle ACFS セキュリ

ティ(Vault)および Oracle ACFS 監査は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があ

ります。 

 メンバー・クラスタでの Oracle ACFS の使用(ACFS リモート)の非推奨 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、メンバー・クラスタでの Oracle ACFS の使用(ACFS リモート)は

非推奨になりました。メンバー・クラスタでの Oracle ACFS の使用(ACFS リモート)は非推奨であり、将来

のリリースで削除される可能性があります。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることに

より、オラクル社では、すべての機能の中核となるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できま

す。＊ 

 クラスタ・ドメインの非推奨 - メンバー・クラスタ 

Oracle Grid Infrastructure 19c (19.5)以降、Oracle クラスタ・ドメイン・アーキテクチャに含まれるメ

ンバー・クラスタは非推奨になりました。Oracle メンバー・クラスタは非推奨であり、将来のリリースでサポート

されなくなる可能性があります。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラク

ル社では、すべての機能の中核となるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。Oracle

クラスタ・ドメインは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)とメンバー・クラスタで構成されます。メンバー・クラスタ

が非推奨になったことは、DSC と使用しているクラスタリングに影響を及ぼしますが、他の本番クラスタにサー

ビスをホストする機能には影響しません。次回のソフトウェアまたはハードウェアのアップグレードで、クラスタ・ド

メイン - メンバー・クラスタを使用しない構成に移行することをお薦めします。 

 

関連項目: 

 Oracle ADVMの概要は、「Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要」  

 Oracle Clusterware高可用性リソースの詳細は、「Oracle ClusterwareリソースとOracle ACFSの管理」  
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 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 Oracle ACFSの管理および監視の詳細は、「コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理」と「ビューを使用した

Oracle ACFS情報の表示」  

 ファイル・システムがOracleベースの下にマウントされる場合のOracleベース権限の詳細は、Windowsプラットフォー

ム用の『Oracle Databaseインストレーション・ガイド』を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
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Oracle ACFSの概要の理解 

この項では、Oracle ACFSの主なコンポーネントの概要について説明します。内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFSについて 

 Oracle ACFSマウント・モデルとネームスペースについて 

 Oracle ACFSおよびデータベースのデータファイルについて 

 Oracle ACFSとOracle Databaseホームについて 

 Oracle ASM動的ボリューム・マネージャについて 

 Oracle ACFSドライバ・モデルについて 

 Oracle ACFSマウント・レジストリについて 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSについて 

 Oracle ACFSスナップショットについて 

 Oracle ACFSとバックアップおよびリストアについて 

 Oracle ACFSとOracle ASMの統合について 

 Windows上のOracle ACFSおよび外部表について 

Oracle ACFSについて 

Oracle ACFSは、すべてのカスタマ・ファイルをサポートする、スタンドアロン・サーバーおよびクラスタ全体の汎用ファイル・システ

ムとして設計されています。ユーザーとアプリケーションは、ネイティブ・オペレーティング・システムのファイル・システム・アプリケーショ

ン・プログラミング・インタフェース(API)とコマンドライン・インタフェース(CLI)ツールを使用して、Oracle ACFSにアクセスし、管理

できます。ユーザーは、Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)を使用して、Oracle ACFSを管理すること

もできます。  

Oracle ACFSは、64ビットのファイルおよびファイル・システムのデータ構造サイズで大型ファイルをサポートしているため、64ビッ

ト・プラットフォームではファイルおよびファイル・システム容量がエクサバイト対応になります。可変エクステントに基づく記憶域の割

当ておよび高パフォーマンス・ディレクトリにより、高速パフォーマンスと、各クラスタ・メンバーからOracle ACFSファイル・データへ

のダイレクト・ストレージ・パスを提供する共有ディスク構成が実現します。ファイル・システムの整合性と高速リカバリは、Oracle 

ACFSメタデータ・チェックサムとジャーナルの使用により実現します。Oracle ACFSは、マルチノード共有ファイル・システム・モデ

ルとして設計され、各クラスタ・メンバーからOracle ACFSファイル・データへの一貫性がありキャッシュに格納されるダイレクト・ス

トレージ・パスを提供します。 

Oracle ACFSファイルシステムは通常、クラスタ全体のアクセス用に構成されます。ファイル・システム、ファイルおよびディレクトリ

は、すべてのクラスタ・メンバーから見えてアクセス可能であり、どのクラスタ・メンバーからも同じパス名を使用して、ユーザーやアプ

リケーションが参照できます。この設計により、クラスタ・メンバー全体にわたってアプリケーション・デプロイを簡略化でき、複数イン

スタンス・クラスタ・アプリケーションと、変更されていないスタンドアロン・サーバー・アプリケーションの高可用性(HA)フェイルオー

バーの両方が容易になります。 
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Oracle ACFSでは、クラスタ構成全体に対して単一のシステム・ファイル・アクセス・セマンティクを提供します。すべてのクラスタ・

メンバー上のアプリケーションとユーザーには、Oracle ACFSのクラスタ全体のユーザーおよびメタデータ・キャッシュの一貫性メカ

ニズムによってサポートされる、Oracle ACFSの共有ファイル・データの同じビューが常に提供されます。 

Oracle ACFSマウント・モデルとネームスペースについて 

Oracle ACFSは、リーフにファイルを持つツリー構造のネームスペースに編成されたファイルとサブディレクトリを含む階層ファイル・

システムとして設計されています。ネームスペースの設計は、スタンドアロン・サーバー構成とクラスタ構成のいずれでも、単一ファ

イルシステム・ネーミング・モデルです。この設計により各クラスタ・メンバーは、同じパス名を使用して共有ファイルをクラスタ・アプリ

ケーションに提供でき、マルチノードのアプリケーションおよびユーザー・アクセスと、ファイル・システム全体の管理を簡略化できます。

Oracle ACFSマウント・モデルは、ノード・ローカル・マウントと、追加のカスタマ要件に対処するためのクラスタ構成におけるクラス

タ・ノード・サブセット・マウントにも対応します。  

Oracle ACFSファイル・システムは、Oracle Grid Infrastructureの起動および停止時に適切に処理されていることを確認

するためにOracle Clusterwareリソースを使用して管理されたOracle Clusterwareになることがベスト・プラクティスです。  

mountコマンドを明示的に使用できます。ただし、リソースが作成されている場合、ファイル・システムがすでにマウントされている

可能性があります。  

Oracle ACFSおよびデータベースのデータファイルについて 

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS でのデータ・ファイルのベスト・プラクティスは、データ・ファイルを格納する Oracle ACFS ファイル・シス

テムのクラスタワイド・リソースを使用することです。  

データベース・インストールの完了後にデータ・ファイルを追加する場合、新しい Oracle ACFS ファイル・システムをリ

スト表示するようにデータベース依存性を変更する必要があります。これができない場合、アプリケーションの信頼性

に関するエラーが発生します。依存性リストでファイル・システムを指定するには、SRVCTL データベース・オブジェク

ト・コマンドを使用して、リソースが使用する Oracle ACFS パスを変更します。 

Oracle Grid Infrastructure18cクラスタおよびスタンドアロン(Oracle Restart)構成のOracle ACFSでは、Oracle 

Databaseリリース11.2.0.4以上のすべてのデータベース・ファイルがサポートされます。Oracle ACFSは、データベースとともに

使用するように、特にデータベースのテストと開発にOracle ACFSスナップショットを活用するように構成できます。クラスタ構成

でのデータベース・ファイルをサポートするには、Oracle ACFSファイル・システムを含むディスク・グループに対して、

COMPATIBLE.ADVM属性を12.1以上に設定する必要があります。Oracle Restart構成で、すべてのデータベース・ファイルをサ

ポートするには、COMPATIBLE.ADVM属性を12.2.0.1以上に設定する必要があります。  

Windowsでのデータベース・データ・ファイルのサポートは、Oracle Grid 12cリリース1 (12.1.0.2)以降可能です。

Windowsでデータベース・ファイルをサポートするには、COMPATIBLE.ADVM属性を12.1.0.2以上に設定する必要があります。  

Oracle Exadata (Linux)でのデータベース・データファイルのサポートは、Oracle Grid 12cリリース1(12.1.0.2)から開始
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されます。ただし、Oracle ACFSには現在、データベース操作を直接ストレージにプッシュする機能はありません。  

Oracle Grid Infrastructure 12.1.0.2のOracle ACFSではさらに、Oracle Exadata (Linux)ストレージでOracle 

Database 10gリリース2 (10.2.0.4および10.2.0.5)のすべてのデータベース・ファイルがサポートされます。Oracle 

ExadataストレージでサポートするOracle Database 10gリリース2 (10.2.0.4および10.2.0.5)のデータベース・ファイルは、

次の条件を満たしている必要があります。  

 DBCAでOracle Databaseを作成する際、REMOTE_LISTENER初期化パラメータをyour_scan_vip:1521に設定

する必要があります。それ以外の場合、DBCAは作成プロセスで失敗します。  

 データベース・インスタンス・リソースのすべての起動および停止依存性を変更して、Oracle Clusterwareの起動時

にリソースが起動するようにします。  

次のリストに、データベース・ファイルによるOracle ACFSの使用に関する重要な情報を示します。 

 Oracle ACFSのサポートには、Oracle ASMによってサポートされるすべてのファイル・タイプが含まれます。  

 Oracle ACFSにデータベース・データファイルを格納する場合、FILESYSTEMIO_OPTIONS初期化パラメータをsetall

に設定する必要があります。他の設定はサポートされません。データベース・データファイルを使用して最適なパフォーマ

ンスを実現するには、データファイルを保持するOracle ADVMボリュームを含むディスク・グループのASMおよびADVM互

換性属性を12.1以上に設定します。12.1.0.2より前に作成されたボリュームでは、ストライプ列を1に設定するか、ス

トライプ列を8に設定してストライプ幅を1 MBに設定します。12.1.0.2以上の実行中に作成されたボリュームは、すでに

高パフォーマンス構成(ストライプ列は8、ストライプ幅は1MB)にデフォルト設定されています。  

 スナップショットを使用して最適なデータベース・パフォーマンスを得るには、ADVM互換性属性を12.1以上に設定した後

で、スナップショットを作成する必要があります。  

 最適なパフォーマンスのために、Oracle ACFSで、データベースのブロック・サイズおよび表領域のブロック・サイズを4K

以上にします。 

 Oracle Exadata使用時の最適なパフォーマンスのためには、4Kのメタデータ・ファイル・システムを使用します。  

 Oracle ACFSでは、ブロック・サイズが2Kのデータベースはサポートされていません。 

 データベース・ファイルが格納されているOracle ACFSファイル・システムを、DNFSクライアントからそれらのファイルにア

クセスするためのNFSを経由してエクスポートしないでください。この構成はサポートされていません。 

 データファイルが自動的に拡張されるように構成されている場合、拡張操作が頻繁に発生しないように増分サイズは

十分な大きさである必要があります。頻繁な自動拡張は、パフォーマンスに悪影響を及ぼします。 

 ベース・ファイル・システムとスナップショット間で記憶域を共有するため、スナップショットでワークロードを実行すると、ベー

ス・ファイルで実行中のプライマリ・ワークロードのリソースが低減されます。プライマリ・ワークロードに影響を与えずに

Oracle ACFSスナップショットでテスト・シナリオを実行するには、ファイル・システムをコピーしてから、コピーしたファイル・

システムで作成されたスナップショットで、ワークロードのテストを実行します。 

 Oracle ACFSでは、Oracle Databaseデータファイル、表領域ファイル、制御ファイル、REDOログ、アーカイブ・ログ、

RMANバックアップ、データ・ポンプのダンプセットまたはフラッシュバック・ファイルの暗号化またはレプリケーションはサポー

トされません。Oracle ACFSでデータベース・データファイルを暗号化するには、Oracle Advanced Securityをお

薦めします。Oracle Advanced Securityでは、表領域全体のデータファイルを暗号化する、透過的データ暗号化

(TDE)が提供されます。Oracle Data GuardおよびOracle GoldenGateには、Oracle ACFS上のデータベー

ス・ファイルに対する他のレプリケーション・オプションがあります。 
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 スナップショットまたはファイル・システムのベースとストレージを共有するデータベースは、アクティブなオンライン・トランザク

ション処理(OLTP)のワークロード下で断片化されていく可能性があります。この断片化により、順次スキャンにおいてボ

リューム内のデータの場所が不連続になることがあります。Oracle ACFSでは、このようなファイルをバックグラウンドで自

動的にデフラグします。断片化はacfsutil defrag dirおよびfileコマンドによってレポートされますが、acfsutil 

info fileコマンドを使用して表示することもできます。また、自動デフラグの実行が速さに欠ける場合に、acfsutil 

defrag dirおよびfileコマンドを使用すると、ファイルのオンデマンド・デフラグが可能になります。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSのリソースの詳細は、「Oracle ACFSリソースの作成」  

 Oracle ASMでサポートされるファイル・タイプの詳細は、「Oracle ASMでサポートされるファイルのタイプ」  

 ボリュームの作成の詳細は、「volcreate」  

 mkfs -iを使用したメタデータ・ブロック・サイズの設定の詳細は、「mkfs」 

 acfsutil defragコマンドとacfsutil infoコマンドの詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ」  

 REMOTE_LISTENER初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

 リソース依存性の詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

 透過的データ暗号化(TDE)の詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照  

 Oracle ACFSでのデータベース・ファイルの他のレプリケーション・オプションの詳細は、『Oracle Data Guard概要お

よび管理』  

 Oracle ACFS上のデータベース・ファイルに対する他のレプリケーション・オプションについては、Oracle GoldenGate

のドキュメント(https://www.oracle.com/middleware/technologies/goldengate.html)  

Oracle ACFSとOracle Databaseホームについて 

Oracle ACFSファイル・システムは、Oracle Databaseホームとして構成できます。  

クラスタにデータベースをインストールする場合、データベース・ホームの共有Oracle ACFSファイル・システムを使用する必要が

あります。Oracle ACFSのファイル・システムは、Oracle 11gリリース2(11.2)以上のOracle Databaseホームに使用でき

ます。  

Oracle Softwareをインストールする際には、各オペレーティング・システムのユーザーに関連した個別のOracleベース

(ORACLE_BASE)である必要があります。たとえば、グリッドユーザーとデータベースユーザーに対しては、別のOracleベースである

必要があります。  

Oracle ACFSファイル・システム上にOracle Databaseベース・ディレクトリ(データベース用のORACLE_BASE)およびホーム・

ディレクトリ(データベース用のORACLE_HOME)を配置できます。Oracle Databaseベース・ディレクトリ(データベース用の

ORACLE_BASE)を、Oracle Grid Infrastructureのベース・ディレクトリ(グリッド用のORACLE_BASE)にしないでください。また、

Oracle Grid Infrastructureのベース・ディレクトリ(グリッド用のORACLE_BASE)の下に配置しないでください。  

Oracle Grid Infrastructureをインストールするまで、Oracle ACFSファイル・システムは作成されないため、Oracle Grid 

Infrastructureベース・ディレクトリ(グリッド用ORACLE_BASE)およびホーム・ディレクトリ(グリッド用ORACLE_HOME)をOracle 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10183
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD91288
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ASOAG600
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SBYDB00010
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SBYDB00010


411 

ACFSファイル・システム上に配置できません。  

同一のマウント・ポイントの下には、Oracle ACFS上に1つ以上のOracle Databaseホームを作成でき、各ホームは別の

Oracle ACFSファイル・システムを使用して作成します。 

Oracle Grid Infrastructureソフトウェアのインストール後、Oracle Universal Installer (OUI)を使用してOracle 

Databaseソフトウェアをインストールする前に、Oracle Databaseホームとして使用するために構成するOracle ACFSファイ

ル・システムを作成できます。 

このスタンバイ・ファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS ファイル・システムに Oracle Database ホームが含まれる場合、または Oracle Database が

ファイル・ストレージにファイル・システムを使用する場合、ファイル・システムには Oracle ACFS ファイル・システム・リ

ソースが必要です。Oracle ASM コンフィギュレーション・アシスタントを使用してマウント・ポイントを設定しない場

合、サーバー制御ユーティリティ(SRVCTL)コマンドを使用して Oracle Database 依存性を設定する必要があり

ます。  

Oracle Grid Infrastructureクラスタウェア構成では、データベース・ホームにOracle ACFSを使用する場合、クラスタワイド

Oracle ACFSリソースが必要になります。データベース所有者がリソースを操作できるようにするには、リソースの作成時に所有

者を許可されたユーザーとして指定する必要があります。データベース所有者は、srvctl add filesystemの-uオプション、ま

たはacfsutil registryコマンドで指定できます。LinuxまたはUNIX環境でリソースを追加する場合、ルート権限が必要で

す。  

Oracle ACFSファイル・システムおよびリソースの作成後、Oracle ACFSベースのデータベース・ホーム・マウント・ポイントの場

所を、Oracle Universal Installer (OUI)データベース・ソフトウェアのインストール時にディレクトリを参照して選択することで、

Oracle Databaseホームの場所として選択できます。 

srvctl start filesystemコマンドを使用して、手動でOracle ACFSファイル・システムをマウントできます。  

 

  
 

ノート: 

作成後に Oracle ACFS ファイル・システムを Oracle Database に追加する場合、Oracle Database リソース

依存性リストでこれらを指定する必要があります。これができない場合、アプリケーションの信頼性に関するエラーが

発生します。依存性リストでファイル・システムを指定するには、SRVCTL データベース・オブジェクト・コマンドを使用

して、リソースが使用する Oracle ACFS パスを変更します。 

Oracle ACFSファイル・システムは、アプリケーションのホームとして使用するために構成することもできます。ただし、Oracle 

ACFSファイル・システムは、Oracle Clusterware、Oracle ASM、Oracle ACFSおよびOracle ADVMコンポーネントのソ

フトウェアが含まれるOracleベース・ディレクトリやOracle Grid Infrastructureホームには使用できません。 

Oracle ACFSでOracle Databaseホームが共有されている場合にOracle RAC環境内のOracle ACFSファイル・システム
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上の競合を減らすために、Oracle Database監査オペレーティング・システム・ファイルをノード固有として構成する必要があり

ます。ノード固有として設定するには、各データベース・インスタンスの構成ファイル内のAUDIT_FILE_DEST初期化パラメータが、

すべてのデータベース・インスタンス用の1つの場所ではなく、固有の場所を指すようにする必要があります。  

たとえば、Oracle名をTESTに設定しているデータベースを使用し、各データベース・インスタンス(TEST1やTEST2など)の

AUDIT_FILE_DEST初期化パラメータの場所がこのインスタンスのノード固有の場所を指すようにする場合、次のSQL文を実行

できます。  

SQL> ALTER SYSTEM SET AUDIT_FILE_DEST='$ORACLE_BASE/admin/adump/TEST/@'  

     SCOPE=SPFILE SID='*'; 

前述の例では、@は、各インスタンスのORACLE_SIDに展開します。前述の例でORACLE_BASEが/acfsmountsに設定された場

合、この値はORACLE_BASE変数のかわりに使用されている可能性があります。  

 

関連項目: 

 ファイル・システムを作成するOracle ACFSコマンドの詳細は、「コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理」  

 ASMCAの使用の詳細は、「データベース用のOracle ACFSファイル・システムの作成」  

 Oracle ACFSのリソースの詳細は、「Oracle ACFSリソースの作成」  

 SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイドおよびOracle Real 

Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

 Oracle Databaseソフトウェアのインストールおよびストレージ・オプションと、Oracleベースおよびホーム・ディレクトリに

関するOptimal Flexible Architecture (OFA)推奨事項については、『Oracle Databaseインストレーション・ガ

イド』  

 Oracle Grid Infrastructureソフトウェアおよびストレージ・オプションのインストールの詳細は、使用している環境の

『Oracle Grid Infrastructureインストレーション・ガイド』を参照してください。  

 Oracle Managed Filesの使用の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。  

 AUDIT_FILE_DEST初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。  

Oracle ASM動的ボリューム・マネージャについて 

Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)は、ボリューム管理サービスと、クライアントとの標準ディスク・デバイ

ス・ドライバ・インタフェースを提供します。ファイル・システムと他のディスクベース・アプリケーションからは、相手がベンダー・オペレー

ティング・システム上の他のストレージ・デバイスである場合と同様に、I/OリクエストがOracle ADVMボリューム・デバイスに送信

されます。  

Oracle ADVMの詳細は、「Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要」を参照してください  

Oracle ACFSドライバ・モデルについて 

Oracle ACFSファイル・システムは、動的にロード可能なベンダー・オペレーティング・システム(OS)ファイル・システム・ドライバと、

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN003
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10004
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サポートされているオペレーティング・システム・プラットフォームごとに開発されているツール・セットとしてインストールされます。ドラ

イバは仮想ファイル・システム(VFS)として実装され、特定のファイル・システムに対するすべてのファイルおよびディレクトリ操作を

処理します。  

 

  
 

ノート: 

ドライバで発生したエラーは、ネイティブ・オペレーティング・システム・コンソールおよびシステム・イベント・ログ出力に

書き込まれます。Oracle ACFS I/O 障害コンソール・メッセージの理解を参照してください。  

Oracle ACFSマウント・レジストリについて 

Oracle ACFSマウント・レジストリは、Oracle Grid Infrastructureクラスタ構成をサポートしますが、Oracle Restart構

成はサポートしません。  

継続して(再起動されても)マウントされるファイル・システムは、Oracle ACFSマウント・レジストに登録できます。クラスタ構成で

は、登録済のOracle ACFSファイル・システムは、クラスタ全体のマウント表と同様に、マウント・レジストリによって自動的にマウ

ントされます。ただし、登録済のOracle ACFSファイル・システムの自動マウントは、Oracle Restart構成ではサポートされま

せん。  

デフォルトでは、Oracle ACFSマウント・レジストリに挿入されたOracle ACFSファイル・システムは、レジストリ追加後に追加さ

れるクラスタ・メンバーを含め、すべてのクラスタ・メンバーに自動的にマウントされます。ただし、Oracle ACFSマウント・レジストリ

は、スタンドアロンおよびマルチノード(クラスタ・ノードのサブセット)のファイル・システム登録にも対応しています。クラスタ・メンバー

ごとのマウント・レジストリ・アクションは、そのメンバーへのマウント用に指定された登録済ファイル・システムのみをマウントします。  

Oracle ACFSマウント・レジストリは、Oracle Clusterwareリソース、特にOracle ACFSリソースを使用して実装されます。

Oracle ACFSリソース・アクションは、特定のファイル・システムをディスマウントする管理アクションとの考えられる競合を避けるた

めに、Oracle Grid Infrastructureを初期化するたびに、1回かぎりファイル・システムを自動的にマウントするように設計され

ています。 

 

関連項目: 

 Oracle ACFSとOracle Restartの詳細は、「Oracle ACFSとOracle Restart」  

 acfsutilコマンドを使用したOracle ACFSファイル・システムの登録の詳細は、「acfsutil registry」  

 マウント・レジストリとOracle ACFSの実装の詳細は、「Oracle ClusterwareリソースとOracle ACFSの管理」  

 srvctl add filesystemコマンドなど、SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメン

ト・ガイドおよびOracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください  

 Oracle Clusterwareリソースの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD1111
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クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSについて 

ローカル・ストレージが接続されたOracle Databaseメンバー・クラスタのサポートに加え、Oracle ACFSは、ローカル・ストレー

ジが接続されていないOracle Databaseメンバー・クラスタ(間接ストレージ・メンバー・クラスタ)上でネイティブOracle ACFS

機能のOracle ACFSリモート・サービスを提供します。Oracleドメイン・サービス・クラスタ(DSC)でOracle ACFSのデプロイメ

ントを利用することにより、Oracle ACFSリモート・サービスをOracle Databaseアプリケーション・クラスタとOracle 

Databaseメンバー・クラスタの両方に使用して、フレキシブルでファイル・システムベースのアプリケーションおよびデータベースのデ

プロイメントを可能にします。NFSベースのエクスポートとは異なり、Oracle ACFSリモート・サービスは、宛先メンバー・クラスタで

のレプリケーション、スナップショット、およびタグ付けなどの高度なOracle ACFS機能を完全にサポートします。 

Oracle Databaseメンバー・クラスタ 

Oracle Databaseメンバー・クラスタは、ローカル・ストレージあり、またはローカル・ストレージなしで構成できます。 

 ローカル・ストレージが接続されたOracle Databaseメンバー・クラスタ 

Oracle Databaseメンバー・クラスタは、ローカル・ストレージありで構成できます。これらのクラスタは、ドメイン・サービ

ス・クラスタのGIMRを使用し、スタンドアロンのOracle ASMクラスタと同様に動作します。これらのクラスタ内の

Oracle ACFSは、完全なOracle ASMプロキシおよびすべての従来のツールで正常に動作します。これらのメンバー・

クラスタは、自身のストレージを管理します。 

 ローカル・ストレージが接続されていないOracle Databaseメンバー・クラスタ 

ローカル・ストレージが接続されていないOracle Databaseメンバー・クラスタも構成できます。これらの間接ストレー

ジ・メンバー・クラスタは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)の統合ストレージ・サービスを使用します。Oracle ACFS

ファイル・システムおよびOracle ADVMボリュームを使用するために、Oracle Databaseメンバー・クラスタはドメイン・

サービス・クラスタのOracle ACFSリモート・サービスを使用します。 

間接ストレージ・メンバー・クラスタでは、従来のデータベースやその他のアプリケーションを実行できる、小規模で軽量の

Oracle Clusterware(CRS)スタックが提供されます。直接接続ストレージの要件がないため、このメンバー・クラスタ

はメモリー消費量が少なく、プロビジョニングが簡単で、VMで容易にホストできます。間接ストレージ・メンバー・クラスタ

は、リソースおよびアプリケーションの統合に非常に適しています。このシナリオでは、Oracle ACFSリモートは、ドメイン・

サービス・クラスタ上の完全なストレージおよびリソース統合を可能にし、新世代のコンパクトで安価なコンピューティン

グ・リソースを使用可能にします。 

Oracle ACFSリモート・サービス 

Oracle ACFSリモート・サービスは、間接ストレージ・メンバー・クラスタ内でのOracle ACFSの使用を可能にします。Oracle 

ACFSリモート・サービスは、DSCのもう1つのサービスとして提供されています。間接ストレージ・メンバー・クラスタには、Oracle 

Databaseメンバー・クラスタへの直接接続ストレージがないため、Oracle ACFSリモート・サービスは、標準のブロック転送での

Oracle ACFSの使用のために、DSCとメンバー・クラスタ間に、Oracle ACFSで有効化したストレージ・ファストパスを提供しま

す。  

Oracle ACFSリモート・サービスが使用されている場合、Oracle Databaseメンバー・クラスタは、すべてのOracle ACFS機

能(スナップショット、サイズ変更、Oracle Databaseおよびその他のPOSIXアプリケーションに加えて、ACFS NAS/MAX、タ

グ付け、チェック、修復、修正、修正、セキュリティ、暗号化、および圧縮など)にアクセスできます。アプリケーションがメンバー・ク

ラスタでOracle ACFSリモート・サービスのエクスポート機能を使用する際に、Oracle ACFSのローカルでの使用とリモートでの
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使用の間に、機能的またはプログラム的な違いはありません。また、すべてのOracle ACFSツールおよびユーティリティも引き続

き正常に動作します。デフォルト構成の一部として、Oracle ACFSリモート・サービスではエクスポートの高可用性が提供されま

す。トランスポートまたはDSCのノードが使用できない場合は、DSCの他のノードで操作が継続されます。この継続により、メン

バー・クラスタ操作の完全なフェイルオーバーと可用性が提供されます。Oracle ACFSリモートは、一時的なトランスポート・レベ

ルの停止も同様の方法で処理します。 

リポジトリ、エクスポート、およびトランスポート 

リポジトリ、エクスポート、およびトランスポートは、Oracle ACFSリモート・サービスの不可欠なコンポーネントです。 

 リポジトリ 

リポジトリは、エクスポートのホストとして機能するDSCのOracle ACFSファイル・システムのディレクトリです。ファイル・シ

ステムは、標準的なOracle ACFSファイル・システムで、サイズ変更、レプリケーション、およびスナップショットなどの標

準的なOracle ACFS機能をファイル・システムに適用できます。これはOracle ACFSファイル・システムのため、リポジ

トリは、1ペタバイトのOracle ACFSファイル・システム制限を受けます。Oracle ACFSファイル・システムのすべてのリ

ポジトリ内で予期されるバッキング・ファイルの合計がファイル・システムのサイズを超える場合は、複数のリポジトリが必

要です。  

Oracle ACFSファイル圧縮は、リポジトリでサポートされていません。 

 エクスポート 

DSCではエクスポートが用意されています。これらのエクスポートは、DSCのOracle ACFSリモート・サービス・リポジトリ

に格納されているバッキング・ファイルとして開始されます。ファイルはトランスポートを使用してエクスポートされるため、意

図したメンバー・クラスタ・ノードのみが、そのトランスポートを使用してエクスポートにアクセスできます。エクスポートは、

advmutil exportの一連のコマンドを使用して管理されます。ファイルがOracle ACFSリモート・サービスで使用され

た後は、Oracle ACFSリモート・サービスでの使用が終了するまではそのファイルを削除できません。  

 トランスポート 

Oracle ACFSリモート・サービスは、トランスポートを使用してエクスポートへのアクセスを提供します。Oracle ASMリ

リース18c、バージョン18.1では、iSCSIトランスポートのみがサポートされます。このトランスポートは、小規模なトラン

スポート定義ファイルを使用して構成され、Oracle ACFSリモート・サービスで自動的に管理されます。トランスポート

は、advmutil transportの一連のコマンドを使用して管理されます。  

 

関連項目: 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSリモート・サービス 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFS用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド 

 Oracle Flex ASMの管理 

 Oracle Clusterwareアーキテクチャの概要は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

Oracle ACFSスナップショットについて 

Oracle ACFSスナップショットは、Oracle ACFSファイル・システムのオンライン読取り専用または読取り-書込みポイント・イン・

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-70F77528-480D-4A4A-99F9-330A447CACE3
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タイム・コピーです。  

スナップショット・コピーは領域使用効率がよく、copy-on-write機能を使用します。Oracle ACFSファイル・エクステントの変

更または削除前に、その現行値は、ファイル・システムのポイント・イン・タイム・ビューを保持するスナップショットにコピーされます。 

Oracle ACFSスナップショットは、作成後すぐに使用可能になります。ファイル・システムの.ACFS/snaps/ ディレクトリにスナップ

ショットが作成されます。ファイル・システムがマウントされている間は、常にオンラインです。そのため、Oracle ACFSスナップショッ

トは、不用意に変更、またはファイル・システムから削除してしまったファイルのオンライン・リカバリをサポートできます。Oracle 

ACFSスナップショットは、アクティブ・ファイル・システムの一貫性のある現行オンライン・ビューを提供するために、要求に応じて作

成できるので、ファイル・システム・バックアップのソースとしても使用できます。  

最大1023個の読取り専用、読取り-書込み、または読取り専用と読取り-書込みの組合せのスナップショット・ビューがファイ

ル・システムごとにサポートされているため、使用する複数のビューにわたって柔軟なオンライン・ファイル・リカバリ・ソリューションが

可能になります。64ビット・システムのOracle ACFSでは、1023個のスナップショットがサポートされます。スナップショットの合計

数は、読取り専用スナップショットと読取り-書込みスナップショットの組合せでもかまいません。63を超えるスナップショットの作成

をサポートするには、ADVMのディスク・グループ互換性属性を12.1.0.2以上に設定する必要があります。また、63を超えるス

ナップショットを作成するには、次の条件を満たす必要があります。  

 COMPATIBLE.ADVMを12.1.0.2未満に設定して作成されたファイル・システムのスナップショットは、すべて削除する必

要があります。  

 COMPATIBLE.ADVMを12.1.0.2以上に設定した後、それより古いスナップショットが存在する間に作成されたファイル・

システムのスナップショットは、すべて削除する必要があります。  

Oracle ACFSの読取り-書込みスナップショットでは、イメージスナップショット・イメージをホストしているOracle ACFSファイル・

システムの状態に影響を与えずに、読取りと書込みの両方が可能なスナップショット・イメージを高速で作成できます。次の場合

に、読取り-書込みスナップショットを使用できます。 

 アプリケーション・ソフトウェアの新しいバージョンを、読取り-書込みスナップショット・イメージが反映された本番ファイル・

データ上で、元の製品ファイル・システムを変更することなく実行するテスト 

 実際のデータセット上で本番ファイル・システムを変更しないテストシナリオの実行 

Oracle ACFS読取り-書込みスナップショットを使用するには、ADVMに対するディスク・グループ互換性属性を11.2.0.3.0以

上に設定する必要があります。11.2.0.3.0より前のバージョンの既存のOracle ACFSファイル・システムで読取り-書込みス

ナップショットを作成する場合、ファイル・システムは11.2.0.3.0以上の形式に更新されます。ファイル・システムを新しいバージョ

ンに更新した後で、Oracle ACFSファイル・システムを以前のバージョンに戻すことはできません。それに応じて、以前のOracle 

Grid Infrastructureのバージョンでマウントすることもできません。  

ファイル・システムの名前を指定します。また、読取り専用と読取り-書込みの形式間で、スナップショットを変換できます。既存

のスナップショットからスナップショットを作成するか、スナップショットを変換するには、ADVMのディスク・グループの互換性属性を

12.1以上に設定する必要があります。また、次のものがある場合、既存のスナップショットからの作成は許可されません。  

 ADVM互換性を12.1未満に設定して作成されたファイル・システム内に存在するスナップショット  

 ADVM互換性を12.1に設定した後でも、11.2のスナップショットが存在しているときに作成されたファイル・システムのス

ナップショット  

Oracle ACFSスナップショット記憶域は、ファイル・システム内に保持され、ファイル・システムとスナップショット用に別々の記憶
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域プールを管理する必要がありません。Oracle ACFSファイル・システムは、追加のファイルやスナップショット記憶域の要件に

対応するために動的にサイズを変更できます。 

セキュリティまたは暗号化の有効化または無効化を除いて、読取り-書込みスナップショット内のセキュリティまたは暗号化メタ

データを変更できません。その他の変更は、スナップショット内のOracle ACFSセキュリティまたは暗号化メタデータでは許可され

ません。ファイルがスナップショット内のセキュリティ・レルムによりセキュリティ保護されていなかった場合、アクティブ・ファイル・システ

ム内の対応するファイルのセキュリティ・レルムへの追加により、セキュリティ保護されるレルムにすることはできません。ファイルがス

ナップショット内で暗号化されていなかった場合、アクティブ・ファイル・システム内の対応するファイルの暗号化により、そのファイル

を暗号化することはできません。 

読取り-書込みスナップショットのレルム保護されたディレクトリ内で作成された新しいファイルは、親ディレクトリのレルム・セキュリ

ティ属性を継承します。レルム保護している新しいファイルの暗号化がオンになった場合、レルム内の暗号化親セットで暗号化さ

れます。レルム保護している新しいファイルの暗号化がオフになった場合、ファイルは復合化されます。読取り-書込みスナップ

ショット内のファイルとディレクトリは、セキュリティ・レルムから追加または削除できません。 

操作対象が読取り-書込みスナップショットのファイルまたはディレクトリについてパス指定されている場合、読取り-書込みスナッ

プショット内のファイルを暗号化、復号化、またはキー更新できます。ただし、暗号化、復号化、またはキー更新の操作がファイ

ル・システムのレベルで指定されている場合、その操作では、.ACFS/snaps/ディレクトリ内のスナップショットのファイルとディレクト

リを処理しません。  

すべてのOracle ACFSスナップショット操作は、カーネル内のクラスタ全体でシリアル化されます。たとえば、スナップショット削除

操作と同時にスナップショット作成操作を開始した場合、両方の操作は完了しますが、それらはカーネルの内部で同時に実行

されません。1つの操作が完了してからもう1つの操作が開始します。 

acfsutil snap duplicateコマンドは、ターゲット・ファイル・システムまたは書込み可能なスナップショットでソース・ファイル・シス

テムまたはスナップショットの段階的変化を最小のオーバーヘッドで追跡できるように、手動で起動できます。Oracle ACFSでは、

各適用操作後に、現在の内容を示すようにターゲットを更新し、次の適用操作を開始する前に、受信スナップショット複製スト

リームの起点が最後に適用されたストリームの終点と一致するようにチェックします。ターゲットは、acfsutil snap duplicate 

applyで使用中である場合でも、あらゆるアプリケーションよって書込み可能なままです。Oracle ACFSでは、適用プロセス以

外のプロセスによるターゲットに対する更新を判別し、そのような更新が発生した場合は、ターゲットの内容を追跡する内部メタ

データを無効にします。これにより、ターゲットに対するそれ以降の適用操作を防ぎ、将来の適用操作によって予期しない結果

が発生する可能性を回避します。  

acfsutil snap duplicateコマンドの使用では、Oracle ACFSレプリケーション操作とやり取りします。acfsutil snap 

duplicate applyで使用中のターゲット・ファイル・システムをレプリケーション用のファイル・システムとして使用するために指定す

ることはできません。また、レプリケーションで使用中のファイル・システムをacfsutil snap duplicate apply用のターゲットとし

て指定することはできません。  

acfsutil snap duplicateコマンドを実行するには、ADVMのディスク・グループ互換性属性を12.2以上に設定する必要があり

ます。  

その他のacfsutil snapコマンドは、複製スナップショットの管理および既存のスナップショットによるOracle ADVMボリュームの

再マスタリングに使用できます。  
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Oracle ACFSスナップショットは、acfsutil snapコマンドにより管理されます。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS ファイル・システム内および関連付けられた読取り-書込みスナップショット内のファイルまたはその逆

で、リンクまたはファイル名変更が試みられた場合、link()および rename()システム・コールは失敗します。ln や

mv のように link()および rename()システム・コールを使用するツールも同じシナリオによって失敗します。  

 

関連項目: 

 acfsutil snap duplicateコマンドで使用されるターゲットの詳細は、「acfsutil snap create」  

 Oracle ACFSのレプリケーションの詳細は、「Oracle ACFSレプリケーション」  

 Oracle ACFSのセキュリティの詳細は、「Oracle ACFSセキュリティ」  

 Oracle ACFS暗号化の詳細は、「Oracle ACFS暗号化」  

 acfsutil snapコマンドの詳細は、「スナップショット用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」  

Oracle ACFSとバックアップおよびリストアについて 

Oracle ACFSは、オペレーティング・システム・プラットフォームで、ネイティブ・オペレーティング・システムのファイル・システム・アプリ

ケーション・プログラム・インタフェース(API)をサポートするネイティブ・ファイル・システム・テクノロジとして動作します。そのため、ネ

イティブ・オペレーティング・システムのファイル・システム・インタフェースを使用してファイルにアクセスするバックアップ・アプリケーショ

ンは、Oracle ACFSファイル・システムとその他のネイティブ・オペレーティング・システムのファイル・システムにアクセスし、バックアッ

プすることができます。Oracle ACFSスナップショットは、動的に作成され、アクティブ・ファイル・システムの一貫したオンライン・

ビューをバックアップ・アプリケーションに提示するために使用できます。 

標準オペレーティング・システム・インタフェース(読取りまたは書込み)以外のインタフェースを使用するバックアップ・アプリケーショ

ンは、Oracle ACFSではサポートされません。たとえば、再解析ポイントの存在に依存するWindowsバックアップ・アプリケー

ション、またはWindows Volume Shadow Copy Service(VSS)はサポートされません。 

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS を Oracle Recovery Manager (RMAN)のバックアップまたはリストアで使用する場合、デフォル

ト値は Oracle ACFS ファイル・システムに最適ではないこともあるため、RMAN をチューニングしてパフォーマンスを

向上させる必要があります。たとえば、バッファ・サイズをボリューム・ストライプ幅または Oracle ASM AU サイズと適

合するように RMAN のパラメータを調整できます。また、Oracle ASM ディスク・グループ内のデバイス数と適合する

ようにバッファ数を調整することもできます。 

 

関連項目: 
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 共通のオペレーティング・システム・ユーティリティを使用したタグ付け定義の拡張属性の保存の詳細は、「Oracle 

ACFSタグ付け」  

 Oracle ACFSメタデータのバックアップおよびリストアの詳細は、「md_backup」と「md_restore」  

 RMAN Performance Tuning Using Buffer Memory Parameters (文書ID 1072545.1)やRMAN 

Performance Troubleshooting (文書ID 1326686.1)など、RMANのチューニングに関する記事は、My 

Oracle Support (https://support.oracle.com)  

Oracle ACFSとOracle ASMの統合について 

Oracle ACFSは常にOracle ASMストレージを使用して構成され、従来のデバイス・ファイルを介してOracle ASMストレージ

と連動します。このデバイス・ファイルは、Oracle ADVMによって提供され、動的ボリューム・ファイルを使用して構成されます。

Oracle ADVMボリューム・デバイス・ファイルは、Oracle ADVMボリュームの作成後に自動的に作成されます。その後、

Oracle ACFSファイル・システムがファイル・システムの作成中にOracle ADVMデバイス・ファイルにバインドされます。  

Oracle ACFSが構成されてマウントされると、ファイル・システムは、Oracle ADVMボリュームに関連付けられたOracle ASM

ストレージ管理機能(動的バランス分散、ミラー化およびストライプ化、動的サイズ変更など)を継承します。 

Oracle ACFSドライバでは、Oracle ASMインスタンスとの通信を確立し、Oracle ASMインスタンスおよびディスク・グループ

の状態遷移などのOracle ASMステータス情報を受信します。ただし、I/OはOracle ASMもOracle ASMプロキシも経由せ

ず、基礎となるOracle ASMストレージに直接進みます。  

Oracle ACFSとOracle ASMの操作の詳細は、Oracle ACFSとディスマウントまたは停止操作を参照してください。  

Windows上のOracle ACFSおよび外部表について 

Windows上のOracle ACFSファイル・システムに保存されている外部表にアクセスするには、外部表は

DISABLE_DIRECTORY_LINK_CHECKアクセス・パラメータで作成される必要があります。  

 

関連項目: 

 DISABLE_DIRECTORY_LINK_CHECKアクセス・パラメータの詳細は、『Oracle Databaseユーティリティ』  

 外部表の作成の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SUTIL1399
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01402
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Oracle ACFSの管理の理解 

この項では、Oracle ACFSの管理について説明します。内容は次のとおりです。  

 Oracle ACFSとファイル・アクセスおよび管理セキュリティ 

 Oracle ACFSとグリッド・インフラストラクチャのインストール 

 Oracle ACFSの構成 

 互換性属性設定により使用可能になるOracle ACFS機能 

 Oracle ClusterwareリソースとOracle ACFSの管理 

 Oracle ACFSとディスマウントまたは停止操作 

 Oracle ACFSセキュリティ 

 Oracle ACFS暗号化 

 Oracle ACFS圧縮 

 Oracle ACFS監査 

 Oracle ACFSレプリケーション 

 Oracle ACFSタグ付け 

 監査、暗号化およびセキュリティを使用したOracle ACFSレプリケーション 

 Oracle ACFSプラグイン 

 Oracle ACFSアクセラレータ・ボリューム 

 Oracle ACFS NAS Maximum Availability eXtensions 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSリモート・サービス 

Oracle ACFSとファイル・アクセスおよび管理セキュリティ 

Oracle ACFSでは、Linux環境用の従来のUNIXスタイルのファイル・アクセス制御クラス(ユーザー、グループ、その他)と、

Windowsプラットフォーム用のファイル・アクセス制御リスト(ACL)を含むWindows Security Modelの両方をサポートして

います。  

Oracle ACFS管理アクションの大部分は、Linux環境のroot権限またはOracle ASM管理権限のいずれかを持つユーザー

と、WindowsプラットフォームでWindows管理権限を持つユーザーによって実行されます。ファイル・システムの一般的な

Oracle ACFS情報には、どのシステム・ユーザーでもアクセスできます。  

Oracle ACFS管理のサポートでは、多くの一般的なOracle ACFSファイル・システム管理タスク(マウント、アンマウント、ファイ

ル・システムのチェック、ドライバのロード、ドライバのアンロードなど)がroot権限操作であるため、Oracle ASM管理者ロールは

root権限を持つユーザーに付与することをお薦めします。root権限を必要としないその他のOracle ACFSファイル・システムの

権限操作は、Oracle ASM管理者によって実行できます。Oracle ASM管理者ロールをroot権限ユーザーに付与しない場

合、Oracle ACFSファイル・システムへのアクセスは、norootsuidおよびnodevマウント・オプションを使用して制限できます。  
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セキュリティ・インフラストラクチャ機能による密なアクセス制御がOracle ACFSファイル・システムに追加されます。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSのセキュリティ・インフラストラクチャの詳細は、「Oracle ACFSセキュリティ」  

 Oracle ACFS暗号化の詳細は、「Oracle ACFS暗号化」  

 Oracle ASM権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」  

 Oracle ACFSの管理の詳細は、「コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理」  

Oracle ACFSとグリッド・インフラストラクチャのインストール 

Oracle Grid Infrastructureには、Oracle Clusterware、Oracle ASM、Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびドライ

バ・リソース・ソフトウェア・コンポーネントが含まれ、これらはOracle Universal Installation (OUI)ツールを使用してOracle 

Grid Infrastructureホームにインストールされます。  

Oracle ACFSの構成 

グリッド・インフラストラクチャをインストールし、Oracle Clusterwareが使用可能になると、Oracle ASMコンフィギュレーショ

ン・アシスタント(ASMCA)を使用してOracle ASMインスタンスを起動し、Oracle ASMディスク・グループ、Oracle ADVMボ

リュームおよびOracle ACFSファイル・システムを作成できます。あるいは、SQL*PlusおよびASMCMDコマンドライン・ツールを

使用して、Oracle ASMディスク・グループとOracle ADVMボリュームを作成できます。ファイル・システムは、オペレーティング・

システム・コマンドライン・ツールを使用して作成できます。 

Oracle ACFSファイル・システムは、Oracle ADVM動的ボリューム・ファイルの作成後に自動的に作成されるOracle ADVM

ベースのオペレーティング・システム・ストレージ・デバイスで構成されます。ボリューム・ファイルおよび関連のボリューム・デバイス・

ファイルが作成されると、ファイル・システムを作成して、そのオペレーティング・システム・ストレージ・デバイスにバインドできます。

Oracle ACFSファイル・システムは作成後にマウントでき、ファイルおよびファイル・システム操作を実行する認可されたユーザー

やアプリケーションがアクセスできるようになります。  

 

関連項目: 

 ファイル・システムの作成に必要な特定のアクションの例は、「Oracle ACFSシステムを管理するための基本ステップ」  

 ASMCAによるOracle ADVMファイル・システムの管理の詳細は、「Oracle ACFSおよびOracle ACFSを管理する

ためのASMCA GUIツール」  

 ファイル・システムを作成するOracle ACFSコマンドの詳細は、「コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理」  

 データベースで使用するOracle Clusterwareリソースの構成の詳細は、「Oracle ClusterwareリソースとOracle 

ACFSの管理」  
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互換性属性設定により使用可能になるOracle ACFS機能 

このトピックでは、ディスク・グループの互換性属性設定の有効な組合せによって使用可能になるOracle ACFS機能を説明し

ます。 

次のリストは、ディスク・グループの互換性属性設定によって使用可能になるOracle ACFS機能に適用されます。 

 COMPATIBLE.ASMの値は常に、COMPATIBLE.RDBMSおよびCOMPATIBLE.ADVMの値以上である必要があります。  

 Oracle Grid Infrastructure 12.2.0.1ソフトウェア以降のCOMPATIBLE.ASMの最小設定は11.2.0.2です。  

 該当なしとは、属性の設定がその機能に影響を及ぼさないことを意味します。 

 次の表に明示的にリストされていないOracle ACFS機能については、ディスク・グループの互換性属性設定を拡張す

る必要はありません。 

 次の表に示すオペレーティング・システムによって明示的に特定されるOracle ACFS機能は、関連するディスク・グルー

プ属性設定をはじめ、そのオペレーティング・システムで使用可能になります。 

 Oracle ASM 11g リリース2 (11.2.0.3)をLinuxで初回使用時に暗号化を設定する場合、またはLinux上で

Oracle ASM 11g リリース2 (11.2.0.3)へのソフトウェアのアップグレードに伴って、暗号化パラメータを変更または

新しいボリュームの暗号化キーを作成する必要がある場合、ディスク・グループ互換性の属性ASMおよびADVMは、

11.2.0.3以上に設定する必要があります。  

 Oracle ACFSでのデータベース・ファイルによるレプリケーションまたは暗号化の使用は、サポートされていません。 

 Oracle Exadataストレージ上のOracle ACFSは、Oracle Grid Infrastructure 12.1.0.2 (Linux上)以上で

サポートされます。 

次の表に、ディスク・グループの互換性属性設定の有効な組合せによって使用可能になるOracle ACFS機能を示します。

表11-1 ディスク・グループの互換性属性設定により使用可能になるOracle ACFS機能 

使用可能なディスク・グループ機能 COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

ディスク・グループに格納されるボリュー

ム  

>= 11.2 該当なし >= 11.2 

暗号化、レプリケーション、セキュリティ、

タグ付け(Linux システム)  

>= 11.2.0.2 該当なし >= 11.2.0.2 

読取り専用スナップショット  >= 11.2.0.2 該当なし >= 11.2.0.2 

暗号化、レプリケーション、セキュリティ、

タグ付け(Windows システム)  

>= 11.2.0.3 該当なし >= 11.2.0.3 

読取り-書込みスナップショット  >= 11.2.0.3 該当なし >= 11.2.0.3 
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使用可能なディスク・グループ機能 COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

無制限のファイル・システムの拡張  >= 11.2.0.4 該当なし >= 11.2.0.4 

ls および find のパフォーマンスおよび

スケーラビリティの向上 

>= 11.2.0.4 該当なし >= 11.2.0.4 

Oracle RAC 構成用の Oracle 

ACFS でのデータベース・ファイルの格

納。Windows では、Oracle Grid 

Infrastructure のリリースが

12.1.0.2 以上、COMPATIBLE.ADVM

が 12.1.0.2 以上である必要がありま

す。  

>= 12.1 該当なし >= 12.1 

暗号化、レプリケーション、セキュリティ、

タグ付け(Solaris システム)  

>= 12.1 該当なし >= 12.1 

レプリケーションおよびタグ付け(AIX シ

ステム)  

>= 12.1 該当なし >= 12.1 

既存のスナップショットからのスナップ

ショットの作成およびスナップショットの

変換  

>= 12.1 該当なし >= 12.1 

1023 スナップショットのサポート  >= 12.1 該当なし >= 12.1.0.2 

Oracle Restart 構成用の Oracle 

ACFS でのデータベース・ファイルの格

納  

>= 12.2 該当なし >= 12.2 

Oracle ACFS ファイル・システムのアク

セラレータ・ボリューム  

>= 12.2 該当なし >= 12.2 

Oracle ACFS ファイル・システムのアク

セラレータ・ボリューム上のメタデータ・ス

トレージ  

>=12.2 または Oracle 

Data Appliance 

(ODA)では

>=12.1.0.2 

該当なし >=12.2 または Oracle 

Data Appliance 

(ODA)では

>=12.1.0.2 

Oracle ADVM ボリュームの論理セク >= 12.2 該当なし >= 12.2 
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使用可能なディスク・グループ機能 COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

ター・サイズ  

Oracle ACFS による 4K セクターのサ

ポート  

>=12.2 該当なし >=12.2 

Oracle ACFS 自動サイズ変更  >=12.2 または Oracle 

Data Appliance 

(ODA)では

>=12.1.0.2 

該当なし >=12.2 または Oracle 

Data Appliance 

(ODA)では

>=12.1.0.2 

Oracle ACFS 疎ファイル  >=12.2 または Oracle 

Data Appliance 

(ODA)では

>=12.1.0.2 

該当なし >=12.2 または Oracle 

Data Appliance 

(ODA)では

>=12.1.0.2 

Oracle ACFS 圧縮  >=12.2 該当なし >=12.2 

Oracle ACFS スナップショットの割当

て制限  

>= 12.2 該当なし >= 12.2 

Oracle ACFS スナップショットの重複  >= 12.2 該当なし >= 12.2 

Oracle ACFS のスナップショットの再

マスタリング  

>= 12.2 該当なし >= 12.2 

個々の Oracle ACFS スナップショット

による領域使用量情報  

>= 12.2 該当なし >= 12.2 

Oracle ACFS スナップショットベースの

レプリケーション  

>=12.2 該当なし >=12.2 

Oracle ACFS デフラガ  >=12.2 該当なし >=12.2 

フレックス・ディスク・グループの Oracle 

ADVM ボリューム  

>=12.2 >=12.2 >=12.2 

Oracle ACFS レプリケーション・ロー

ル・リバーサル  

>=18.0 該当なし >=18.0 
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使用可能なディスク・グループ機能 COMPATIBLE.ASM 

COMPATIBLE.RDBM

S 

COMPATIBLE.ADV

M 

Oracle ACFS ファイル・システムのサイ

ズの縮小  

>=18.0 該当なし >=18.0 

Oracle ACFS スナップショット・リンク  >=18.0 該当なし >=18.0 

 

関連項目: 

 ディスク・グループの互換性属性の詳細は、ディスク・グループの互換性  

 制限事項を含む、Oracle ACFSファイル・システムでのデータファイルの格納の詳細は、「Oracle ACFSの概要」  

 リバランス処理とASM_POWER_LIMIT初期化パラメータの詳細は、「ASM_POWER_LIMIT」  

Oracle ClusterwareリソースとOracle ACFSの管理 

Oracle Clusterwareリソースは、Oracle ACFSのすべての側面に対応します。リソースは、ボリュームの有効化と無効化、ド

ライバのロード、ファイル・システムのマウントとアンマウントの原因となります。  

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle ACFSリソース・ベースの管理の概要 

 高可用性アクション 

 Oracle ACFSリソースの作成 

 ノードローカルまたはクラスタワイド・ファイル・システム 

 Oracle ACFSリソースのモニタリング 

 Oracle ACFSリソースの停止 

 Oracle ACFSリソースの制限事項 

Oracle ACFSリソース・ベースの管理の概要 

次に、Oracle ACFSリソース・ベースの管理の概要を示します。 

 Oracle ACFS、Oracle Kernel Services Driver(OKS)およびOracle ADVMドライバは、Oracle ASMインス

タンスの起動時に動的にロードされます。 

 Oracle ACFS 

このトライバは、すべてのOracle ACFSファイルおよびディレクトリ操作を処理します。 

 Oracle ADVM 

このドライバは、ファイル・システムを作成するためにファイル・システムで使用されるOracle ADVMボリューム・

ファイル用のブロック・デバイス・サービスを提供します。 
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 Oracle Kernel Services Driver(OKS) 

このドライバは、メモリー割当て、同期プリミティブおよび分散ロック・サービス用のポータブル・ドライバ・サービス

をOracle ACFSおよびOracle ADVMに提供します。  

ドライバは、単一リソース・セットとして管理されます。詳細は、「Oracle ACFSドライバ・リソース管理」および「Oracle 

ACFSドライバのコマンド」を参照してください。  

 ボリュームを作成する場合、Oracle ADVMでは、名前がora.DISKGROUP.VOLUME.advmのリソースを作成します。こ

のリソースは、通常、Oracle ASMからの透過的な高可用性コールによって管理されるため、ユーザー操作は必要あり

ません。ただし、ユーザーは、SRVCTLコマンド・インタフェースを使用したボリュームの開始および停止や、Oracle 

ASM再起動後のボリュームのデフォルト状態の制御が可能です。これは、特に、他のノード上のボリュームを操作する

場合と同様、大規模なクラスタまたはOracle Flex ASMクラスタで役立ちます。  

さらに、Oracle Clusterwareスタックの他のリソースが依存性チェーンを維持する場合にOracle ADVMリソースを

使用できます。依存性チェーンにより、プログラムの実行に必要なリソースが利用可能かどうかが確認されます。たとえば、

リソースがOracle ADVMボリュームにバックアップしていたバックアップ・アプリケーションをモニタリングしていた場合、その

バックアップ・アプリケーションが、STARTおよびSTOP依存性リストでOracle ADVMボリューム・リソースを指定しているこ

とを確認するとします。Oracle ADVMボリューム・リソースによりボリュームが有効になるため、バックアップの開始前にボ

リュームが利用できるかどうかが確認されます。  

 Oracle ACFSファイル・システムは、Oracle ACFSまたはOracle Clusterwareコマンドライン・ツールを使用して手

動でマウントまたはディスマウントされるか、Oracle Clusterwareリソース・アクションに基づいて自動的にマウントまた

はディスマウントされます。  

たとえば、Oracle Databaseホームのホストであるファイル・システムは、データベース・リソースで起動アクションを発行

すると、データベース・ホーム・ファイル・システムにある依存Oracle ACFSがマウントされるように、関連付けられた

Oracle Databaseリソースの依存性リストで指定できます。  

Oracle ACFSファイル・システム・リソースでは、次のアクションが提供されます。 

 MOUNT 

START操作時に、リソースは、そのリソースで構成されるパス上のファイル・システムをマウントします。Oracle 

ACFSファイル・システム・リソースでは、Oracle ASMスタックのすべてのコンポーネントがアクティブ(ボリューム・

デバイス、ASM)である必要があるため、マウントを行う前にコンポーネントがアクティブであるかどうかが確認さ

れます。  

 UNMOUNT 

STOP操作時に、リソースは、ファイル・システムのアンマウントを試行します。  

 Oracleでは、Oracle高可用性NFSに対して2種類のリソースを提供しています。詳細は、「Oracle ACFS NAS 

Maximum Availability eXtensions」を参照してください。  

すべてのOracle Clusterwareリソースと同様に、これらのリソースは、基本となるデバイス、ファイル・システムまたはドライバをモ

ニタリングすることで高可用性を実現し、オブジェクトが利用可能な状態を保つようにします。基礎となるオブジェクトが利用不可

になる場合、各リソースは、基礎となるオブジェクトが再度利用可能になるようにします。  

高可用性アクション 

次に、高可用性リソースのアクションを示します。 



427 

 Oracle ACFSリソース  

このリソースは、ファイル・システムのアンマウントを試行します。アンマウントに成功すると、リソースは、ファイル・システムを

再マウントして、ファイル・システムを再度利用可能な状態にします。アンマウント時にプロセスがファイル・システム上でア

クティブな場合、リソースは、これらのプロセスを認識して終了します。 

 Oracle ADVMリソース 

このリソースは、任意のボリューム・デバイスの無効化を試行して、そのボリューム・デバイスを再度有効にします。その時

点で、構成されたOracle ACFSリソースはファイル・システムを再マウントできます。この期間にプロセスがボリューム上

でアクティブな場合、リソースは、これらのプロセスを認識して終了します。 

Oracle ACFSリソースの作成 

Oracle ACFSリソースは次の方法で作成できます。 

 Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)には、最も頻度の高い機能を公開するGUIがあります。ど

のような場合でも、ファイル・システム・リソースの作成により、基本のファイル・システムがフォーマットされることはありませ

ん。リソースを開始しようとする場合、ユーザーは、手動で、またはASMCAを使用してファイル・システムをフォーマットす

る必要があります。 

 SRVCTLには、filesystemオブジェクトを介して、Oracle ACFSファイル・システム・リソースを作成するための柔軟性

の高いコマンドライン・ユーティリティが用意されています。このメカニズムで作成されたOracle ACFSリソースは、サー

バー・プールなどの全機能セットにアクセスできます。  

 acfsutilコマンドにより、registryオブジェクトを使用してOracle ACFSファイル・システム・リソースを作成する代替

方法が提供されます。この方法で作成されたOracle ACFSリソースでは、アクセスできるオプションに制限があります。  

SRVCTLコマンドとacfsutilコマンドの違いは、次のとおりです。  

 SRVCTLで作成され、サーバー・プールまたはノード・リストを指定するOracle ACFSリソースは、そのノードのいずれか

にのみマウントされます。(ノードローカル) 

 SRVCTLで作成されたOracle ACFSリソースは、Oracleサーバー・プールを利用できます。 

 acfsutilコマンドで作成され、ノード・リストを指定するOracle ACFSリソースは、そのリストのノードすべてにマウントさ

れます。(ノードローカル)  

 acfsutilコマンドで作成されたOracle ACFSリソースは、AUTOSTARTがALWAYSに設定された状態で作成されます。  

 SRVCTLで作成されたOracle ACFSリソースでは、高度なアプリケーションID機能を使用できます。この機能を使用

すると、管理者が設定するリソース・タイプが有効になります。タイプの設定後、他のリソースはこのタイプによって決まる

ため、各ノードで依存性を実施するように様々なノードローカル・ファイル・システムを使用できます。簡単な例では、こ

れにより、管理者は、クラスタの各ノードの/logディレクトリに異なるデバイスをマウントしたり、Apacheリソースを実行し

たりすることができます。Apacheリソースでは、個々のリソースを指定するのではなく、そのリソース依存性構造で新し

いタイプを指定します。  

 SRVCTLで作成されたOracle ACFSリソースは、AUTOSTARTパラメータを追加で指定できます。これらのパラメータを

使用すると、スタックの起動時にリソースが開始することがなく、開始するリソースを常に強制したり、リソース(以前に実

行していた場合)の開始のみを行うことができます。  

 SRVCTLで作成されたOracle ACFSリソースでは、アクセラレータ・ボリュームなどの機能にアクセスできます。 

SRVCTLコマンドとacfsutilコマンドの両方に共通する要素は、次のとおりです。  
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 ユーザー 

これは、リソースに影響を与える可能性のある追加ユーザーです。デフォルトでは、Oracle ACFSリソースを開始および

停止するrootユーザーである必要があります。  

 オプション 

これらは、リソースが開始している場合に、ファイル・システムのマウントに使用する必要があるマウント・オプションです。 

ノードローカルまたはクラスタワイド・ファイル・システム 

Oracle ACFSファイル・システム・リソースを作成すると、ノードローカル・ファイル・システムまたはクラスタワイド・ファイル・システム

を作成できます。 

 ノードローカル 

このファイル・システム・タイプは、マウントできるノード数に制限されます。SRVCTLコマンドとacfsutilコマンドのどちら

で作成されるかに応じて、1つのノードのみ、ノードのサブセット、または構成されたすべてのノードにマウントできます。場

合によっては、フル・クラスタ構成と同じように見えますが、新しいノードをクラスタに追加する場合、ファイル・システムは、

許容されるノードのリストを変更しないと自動的にマウントされません。  

 クラスタワイド 

このタイプのファイル・システムは、例外なく、クラスタのすべてのノードにマウントされます。新しいメンバーをクラスタに追加

すると、ファイル・システムは、そのメンバー上で自動的に利用可能になります。このタイプのリソースは、Oracle 

DatabaseやOracle HANFSなどの特定の構成に必要です。 

Oracle ACFSリソースのモニタリング 

すべてのOracle Clusterwareリソースと同様に、Oracle ACFSリソースを使用すると、システムの状態をモニターできます。こ

のモニタリングは、次のコマンドで行うことができます。 

 SRVCTLコマンドの使用 

コマンドsrvctl status filesystemまたはsrvctl status volumeを実行すると、コマンドの出力によって、ファイル

システムがマウントされるか、ボリュームが有効になるか、どのノードがこれに当てはまるかが報告されます。  

 CRSCTLコマンドの使用 

crsctl status resourceコマンドを実行すると、マウントされたファイル・システムまたは有効なボリュームのどちらかに

よって、利用可能なリソースごとにONLINEの状態が報告されます。OFFLINEの状態は、アンマウントされたファイル・シス

テムまたは無効なボリュームのどちらかによって、利用不可のリソースごとに報告されます。追加のステータスは、この出

力のSTATUSフィールドに表示されます。  

Oracle ACFSリソースの停止 

ファイル・システムのマウント時に使用するマウント・オプションを指定します。 

 Oracle Clusterwareスタック全体を停止できます。Oracle Clusterwareスタックを停止すると、Oracle ACFSリ

ソースはすべて自動的に停止します。 

 個々のリソースを停止するには、SRVCTL管理コマンドをOracle ACFSのファイル・システムまたはボリューム・オブジェ

クトとともに使用できます。停止しようとしているリソースに依存している他のリソースがある場合は、コマンドに-forceオ



429 

プションが必要な場合があります。  

 手動アクション(ファイル・システムでのunmountの実行や、ASMCMDコマンドまたはSQL*Plusコマンドを使用した手

動によるボリュームの停止など)を行うことができます。この場合、Oracle ACFSリソースは、OFFLINE状態に自動的に

遷移します。  

Oracle Grid Infrastructure以外のマウント・ポイントの使用により、一部の状況でカーネルでのボリュームのアンマウントおよ

び無効化ができない場合があります。次に例を示します。 

 ネットワーク・ファイル・システム(NFS)  

 Samba/共有インターネット・ファイル・システム(CIFS)  

前述のいずれかの例に状況が当てはまる場合は、スタックの停止、ファイル・システムのアンマウント、またはボリュームの無効化を

開始する前に、必ずこの機能の使用を中断してください。 

また、一部のユーザー・スペース・プロセスおよびシステム・プロセスでは、Oracle Grid Infrastructureスタックがパッチ適用や

アップグレード中に停止しないような方法で、ファイル・システムまたはボリューム・デバイスを使用する場合があります。この問題が

発生した場合は、lsofコマンドとfuserコマンド(LinuxおよびUNIX)か、handleコマンドとwmicコマンド(Windows)を使用し

て、Oracle ACFSファイル・システムとOracle ADVMボリューム上でアクティブなプロセスを特定してください。これらのプロセスが

確実にアクティブでなくなるようにするには、すべてのOracle ACFSファイル・システムまたはOracle ADVMボリュームをディスマ

ウントし、Oracle Clusterwareの停止を発行します。このようにしないと、Oracle Clusterwareの停止時にOracle 

ACFSファイル・システムまたはOracle ADVMボリュームのアクティビティに関してエラーが発生する場合があり、Oracle 

Clusterwareの正常な停止を妨げることになります。  

Oracle ACFSリソースの制限事項 

Oracle ACFSには、リソースに関する次の制限事項があります。 

 すべてのOracle ACFSリソースの作成には、root権限が必要です。  

 すべてのOracle ACFSリソースの削除には、root権限が必要です。  

 すべてのOracle ACFSファイル・システム・リソースの操作(リソースの開始や停止など)には、root権限が必要ですが、

データベース・ユーザーなどの別のユーザーがそれらを操作できるように構成可能です。この場合、rootユーザーを使用

してリソースを構成する必要があります。  

 すべてのOracle ADVMボリューム・リソースでは、ASMADMINユーザーの操作が許可されます。  

 すべてのOracle ACFSリソースは、Oracle RACモードでのみ利用可能です。Oracle ACFSリソースは、Oracle 

Restart構成でサポートされません。Oracle ACFSとOracle Restartの詳細は、Oracle ACFSとOracle 

Restartを参照してください。  

Oracle ACFSとディスマウントまたは停止操作 

Oracle ADVMボリューム・デバイス・ファイルで構成されたアクティブ・ファイル・システムは、Oracle ASMインスタンスが停止さ

れるか、ディスク・グループがディスマウントされる前にディスマウントする必要があります。ファイル・システムがディスマウントされると、

Oracle ASMファイルに対して使用中の参照はすべて削除され、関連ディスク・グループのディスマウントまたはインスタンスの停

止が可能になります。 
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関連するOracle ACFSがアクティブであるときに、Oracle ASMインスタンスまたはディスク・グループが強制的に停止されるか、

障害が発生すると、ファイル・システムはオフライン・エラー状態になります。ファイル・システムがOracle ADVMボリューム・ファイル

に現在マウントされている場合は、それらのファイル・システムを先にディスマウントせずにOracle ASMインスタンスを終了するの

に、SHUTDOWN ABORTコマンドを使用しないでください。使用すると、アプリケーションでIOエラーが発生し、Oracle ASMストレー

ジの隔離前に、終了時点で書き込まれるOracle ACFSのユーザー・データおよびメタデータがストレージにフラッシュされない可

能性があります。ファイル・システムのディスマウントが不可能な場合は、SHUTDOWN ABORT操作を発行する前に、2つのsync 

(1)コマンドを実行してキャッシュ済のファイル・システム・データおよびメタデータを永続ストレージにフラッシュする必要があります。  

その後でオフライン・ファイル・システムにアクセスしようとすると、エラーが戻されます。その状態からファイル・システムをリカバリする

には、Oracle ACFSファイル・システムのディスマウントと再マウントが必要です。1つのアクティブ・ファイル・システムをアンマウント

するには、たとえオフラインのものであっても、そのファイル・システムを使用するすべてのアプリケーション(シェル参照を含む)を停止

する必要があります。たとえば、ファイル・システム・ディレクトリへの前のディレクトリ変更(cd)です。Linuxのfuserコマンドまたは

lsofコマンドは、プロセスおよびオープン・ファイルに関する情報を一覧表示します。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMインスタンスの停止の詳細は、Oracle Automatic Storage Management管理者ガイドを参照し

てください  

 ディスク・グループのディスマウントの詳細は、Oracle Automatic Storage Management管理者ガイドを参照し

てください  

Oracle ACFSセキュリティ 

Oracle ACFSセキュリティは、Oracle ACFSファイル・システムにレルムベースのセキュリティを提供します。それにより、ファイル・

システム・オブジェクトへのアクセスを決定する、ユーザーおよびグループ用のセキュリティ・ポリシーを指定するレルムを作成すること

ができます。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および ACFS 監査は非推奨になりま

した。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核と

なるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および

Oracle ACFS 監査は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。 

このセキュリティ機能は、オペレーティング・システムが提供するアクセス制御の上の、より密なアクセス制御を提供します。

Oracle ACFSセキュリティでは、暗号化機能を使用して、Oracle ACFSファイル・システムに保存されたレルム保護されたファ

イルの内容を保護することができます。 

Oracle ACFSセキュリティはレルム、ルール、ルール・セット、コマンド・ルールを使用してセキュリティ・ポリシーを施行します。 

 Oracle ACFSセキュリティ・レルムは、ユーザーまたはユーザーのグループによるアクセスに対しセキュリティ保護されるファ

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=OSTMG-GUID-9C2208C8-B436-4A18-A5D7-0CE854751529
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=OSTMG-GUID-4782D609-766B-4686-B5E4-90A8EFC10DEA
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イルまたはディレクトリのグループです。レルムは密なアクセス制御を適用するルールのグループを含むルール・セットにより

定義されます。Oracle ACFSセキュリティ・レルムは暗号化を可能にするコンテナとしても使用できます。 

 Oracle ACFSセキュリティ・ルールは、ルールが元にするシステム・パラメータに基づきtrueかfalseかを評価するブール

式です。 

 Oracle ACFSルール・セットはルールの集合です。ルール・セットは、そこに含まれるルールの評価に基づき、TRUEまた

はFALSEに評価されます。  

 Oracle ACFSコマンド・ルールはルール・セットへのファイル・システムの操作の関連付けです。たとえば、ルール・セットへ

のファイル・システムの作成、削除、または名前の変更操作の関連付けです。コマンド・ルールはOracle ACFSレルム

と関連付けられます。 

既存のオペレーティング・システム・ユーザーは最初のOracle ACFSセキュリティ管理者に指定され、既存のオペレーティング・シ

ステム・グループはセキュリティ管理者adminグループに指定される必要があります。セキュリティ管理者は指定されたセキュリティ・

グループのメンバーである必要があります。追加のユーザーをセキュリティ管理者として指定することができます。Oracle ACFSセ

キュリティ管理者はレルムごとにOracle ACFSファイル・システムに対する暗号化を管理できます。Oracle ACFSセキュリティ管

理者はセキュリティ・レルム・パスワードにより認証されます。ユーザーのオペレーティング・システム・パスワードではありません。  

最初のセキュリティ管理者は、ルート・ユーザーが実行するacfsutil sec initコマンドによるOracle ACFSセキュリティの初期

化中に作成されます。最初のセキュリティ管理者が作成されるときに、管理者にパスワードが割り当てられますが、これは管理

者が変更できます。セキュリティ管理者がacfsutil secコマンドを実行するたびに、管理者はセキュリティ・パスワードを求められ

ます。管理者のセキュリティ・レルム・パスワードは、セキュリティの初期化プロセス中に作成されるウォレットに保存されます。この

ウォレットは、Oracle Cluster Registry (OCR)に配置されます。  

監査および診断データがOracle ACFSセキュリティ用に記録されます。ログ・ファイルには、実行したacfsutilコマンド、セキュリ

ティまたはシステム管理者権限の使用、レルムの認可の確認障害などの実行時障害といった情報が含まれます。  

レルム作成や暗号化の有効化などの監査イベントは、ファイル・システムで監査が有効になっていない場合のみ、これらのログ・

ファイルに書き込まれます。監査が有効な場合、これらのイベントは監査証跡に書き込まれます。セキュリティおよび暗号化に関

連する診断メッセージは、監査が有効であるかどうかにかかわらず、常にsec-hostname_fsid.logファイルに書き込まれます。  

ログは次のファイルに書き込まれます。 

 mount_point/.Security/realm/logs/sec-hostname_fsid.log 

このディレクトリはacfsutil sec prepareコマンドにより作成され、Oracle ACFSセキュリティにより保護されます。  

 GRID_HOME/log/hostname/acfs/security/acfssec.log 

このファイルに記録されるメッセージは、acfsutil sec initなどの、特定のファイル・システムと関連付けられていないコ

マンドに対してのものです。このディレクトリはインストール中に作成され、ルート・ユーザーが所有します。  

アクティブ・ログ・ファイルが事前に定義した最大サイズ(10MB)まで増大すると、ファイルは自動的にlog_file_name.bakに移

動し、管理者に通知され、ログは通常のログ・ファイル名で継続します。管理者に通知されると、管理者は

log_file_name.bakファイルをアーカイブするか削除する必要があります。アクティブ・ログ・ファイルが最大サイズまで増大し、

log_file_name.bakファイルが存在する場合は、バックアップ・ファイルが削除されるまでログは停止します。バックアップ・ファイル

が削除されると、ログは自動的に再開します。  

Oracle ACFSセキュリティは次のオブジェクトを認証されないアクセスから保護します。 
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 レルム保護されたディレクトリおよびユーザー・ファイル 

Oracle ACFSセキュリティにより保護されたファイル・システムに存在するディレクトリおよびファイル。 

 Oracle ACFSセキュリティ・ディレクトリ(mount_point/.Security)およびその内容  

セキュリティ・ディレクトリには、プレーンテキスト形式のログ・ファイルとXML形式のセキュリティ・メタデータ・バックアップ・

ファイルが含まれます。Oracle ACFSセキュリティにより生成されたログ・ファイルは、有効なOracle ACFSセキュリティ

管理者のみがアクセスできます。 

 Oracle ACFSセキュリティ・オブジェクト 

次のオブジェクトは、Oracle ACFSセキュリティを管理するのに使用されるセキュリティ・レルム、ルール、およびルール・

セットです。 

Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ・レルム内のファイルへのアクセスは、セキュリティ・レルムと、Linux上の権限(所有

者、グループ、その他)およびWindows上のアクセス制御リスト(ACL)のような基礎となるオペレーティング・システムの権限の両

方により認証される必要があります。レルム保護されたファイルへのそれぞれのアクセスは、まずセキュリティ・レルム認証でチェック

されます。アクセスがセキュリティ・レルムにより認証されると、次にファイルへのアクセスが、基礎となるオペレーティング・システムの

アクセス制御チェックにより確認されます。両方のチェックを通過すると、レルム保護されたファイルへのアクセスが許可されます。  

Oracle ACFSセキュリティでの処理では次のことに注意してください。 

 Oracle ACFSセキュリティはネットワーク上に送信されたデータは保護しません。 

 レルム保護されたファイルのコピーは、そのコピーがレルム保護されたディレクトリで作成されないかぎり、レルム保護され

ません。 

viエディタなど、アプリケーションによっては、ファイルが変更されるとファイルが再作成されるものがあります。変更された

ファイルは一時ファイルとして保存され、元のファイルが削除され、一時ファイルがコピーされて、その名前として元のファイ

ル名が使用されます。この処理では新しいファイルが作成されます。新しいファイルがレルム保護されたディレクトリに作

成されると、レルムのセキュリティ・ポリシーが新しいファイルにも適用されます。新しいファイルがレルム保護されたディレク

トリで作成されない場合は、新しいファイルはレルム保護されません。レルム保護されたファイルのコピーを計画している

場合、親ディレクトリもセキュリティ・レルム保護されていることを確認する必要があります。  

セキュリティ・ポリシーはレルム保護されたディレクトリで作成された一時ファイルにも適用されます。 

LinuxでOracle ACFSセキュリティ機能を使用するには、ASMおよびADVMのディスク・グループの互換性属性が11.2.0.2以上

に設定されていることが必要です。WindowsでOracle ACFSセキュリティ機能を使用するには、ASMおよびADVMのディスク・グ

ループの互換性属性が11.2.0.3以上に設定されていることが必要です。  

Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ情報はV$ASM_ACFS_SECURITY_INFOビューに表示されます。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSの監査の詳細は、「Oracle ACFS監査」  

 Oracle ACFSファイル・システムの準備の詳細は、「acfsutil sec prepare」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 Oracle ACFSのセキュリティおよびスナップショットの詳細は、「Oracle ACFSスナップショットについて」  

 V$ASM_ACFSビューの詳細は、「ビューを使用したOracle ACFS情報の表示」  



433 

 Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティを構成するacfsutil secコマンドラインの機能の詳細は、「Oracle 

ACFSファイル・システムのセキュリティ保護」と「セキュリティ用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」  

 ASMCAを使用したOracle ACFSセキュリティの構成の詳細は、「ASMCAによるOracle ACFSのセキュリティおよび

暗号化の管理」  

 OSユーザーおよびOSグループの設定の詳細は、ご使用のオペレーティング・システム(OS)固有のドキュメントを参照し

てください。 

Oracle ACFS暗号化 

Oracle ACFS暗号化により、ディスクに保存されたデータ(保存データ)を暗号化できます。  

暗号化機能は、Oracle ACFSファイル・システム内の暗号化された形式のデータを保護し、データの損失または盗用の場合に

データの認証されていない使用を防ぎます。暗号化されているファイルとされていないファイルは、同じOracle ACFSファイル・シ

ステムに共存できます。 

暗号化機能には、システム管理者権限が必要なものがあります。この機能には、暗号化の開始、設定および再構成が含まれ

ます。  

システム管理者およびOracle ACFSセキュリティ管理者は暗号化の操作を開始できます。また、非特権ユーザーは自分が所

有するファイルの暗号化を開始できます。 

Oracle ACFS暗号化では、次の2つのタイプの暗号化キーを提供します。 

 ファイル暗号化キー 

これはファイル用のキーで、ファイル内のデータを暗号化するのに使用されます。 

 ボリューム暗号化キー 

これはファイル・システム用のキーで、ファイルの暗号化キーを暗号化するのに使用されます。 

まず、暗号化キー・ストアを作成する必要があり、次にファイルシステム・レベルの暗号化パラメータを指定し、ディレクトリを識別

する必要があります。ユーザーにファイル・データをアクセスするのに適切な特権があれば、ユーザーが暗号化されたファイルを読

み取るのに追加のステップは必要ありません。  

Oracle ACFS暗号化では、Oracle Cluster Registry (OCR)とOracle Key Vaultの両方をキー・ストアとしてサポートし

ています。OCRとOracle Key Vaultは両方とも、同じクラスタ内で使用できます。ただし、単一ファイル・システムでは、両方で

はなくOCRまたはOracle Key Vaultのいずれかをキー・ストアとして使用します。Oracle Key Vaultは現在、Linux上のファ

イル・システムでのみ使用可能です。 

OCRをキー・ストアとして使用している場合、パスワードで保護されたPKCSウォレットまたはパスワードなしSSOウォレットにボ

リューム暗号化キー(VEK)を格納できます。ボリューム暗号化キーの作成または更新後はOCRをバックアップして、ファイル・シス

テムのすべてのボリューム暗号化キー(VEK)を含むOCRバックアップを確保する必要があります。 

Oracle Key Vaultをキー・ストアとして使用している場合は、Oracle Key Vaultエンドポイントは"Oracle ACFS"のエンド

ポイント・タイプで作成する必要があることに注意してください。さらに、同じクラスタ内のOracle Key Vaultエンドポイントは、す

べて同じエンドポイント・パスワードを共有する必要があります。 
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Oracle ACFS暗号化は、盗用やストレージ・メディアへの直接アクセスの脅威から、セカンダリ・ストレージに保存されたデータを

保護します。データはセカンダリ・ストレージにプレーンテキストで書き込まれることはありません。物理ストレージが盗まれたとして

も、保存されたデータは暗号化キーがなければアクセスできません。暗号化キーはプレーンテキストで保存されることはありません。

キーは不明瞭化されるか、またはユーザーが指定したパスワードを使用して暗号化されます。  

監査および診断データがOracle ACFS暗号化用に記録されます。ログ・ファイルには、実行したacfsutilコマンド、セキュリティ

またはシステム管理者権限の使用、実行時障害などの情報が含まれます。ログは次のファイルに書き込まれます。  

 mount_point/.Security/encryption/logs/encr-hostname_fsid.log 

このディレクトリは、acfsutil encr setコマンドを使用して作成されます。  

 GRID_HOME/log/hostname/acfs/security/acfssec.log 

このファイルに記録されるメッセージは、acfsutil encr initなどの、特定のファイル・システムと関連付けられていない

コマンドに対してのものです。このディレクトリはインストール中に作成され、ルート・ユーザーが所有します。  

アクティブ・ログ・ファイルが事前に定義した最大サイズ(10MB)まで増大すると、ファイルは自動的にlog_file_name.bakに移

動し、管理者に通知され、ログは通常のログ・ファイル名で継続します。管理者に通知されると、管理者は

log_file_name.bakファイルをアーカイブするか削除する必要があります。アクティブ・ログ・ファイルが最大サイズまで増大し、

log_file_name.bakファイルが存在する場合は、バックアップ・ファイルが削除されるまでログは停止します。バックアップ・ファイル

が削除されると、ログは自動的に再開します。  

Oracle ACFS暗号化での処理では次のことに注意してください。 

 暗号化されたファイルのコピーは、そのファイルのコピーが暗号化されたディレクトリで作成されないかぎり暗号化されませ

ん。 

viエディタなど、アプリケーションによっては、ファイルが変更されるとファイルが再作成されるものがあります。変更された

ファイルは一時ファイルとして保存され、元のファイルが削除され、一時ファイルがコピーされて、その名前として元のファイ

ル名が使用されます。この処理では新しいファイルが作成されます。新しいファイルは、それが暗号化されたディレクトリ

で作成されないかぎり暗号化されません。暗号化されたファイルのコピーを計画している場合、親ディレクトリも暗号化

されていることを確認する必要があります。  

 Oracle ACFSでのデータベース・ファイルによる暗号化の使用は、サポートされていません。 

 Oracle ACFS暗号化は、暗号化を使用しているファイル・システムのいずれかがOracle ACFSマウント・レジストリを

使用してマウントされるように構成されている場合、パスワードで保護された(PKCS)ウォレットで使用できません。 

 ACFS暗号化はFIPS-140準拠ではありません。 

LinuxでOracle ACFS暗号化機能を使用するには、ASMおよびADVMのディスク・グループの互換性属性が11.2.0.2以上に

設定されていることが必要です。次のような場合、LinuxではASMとADVMに対するディスク・グループの互換性属性は11.2.0.3

以上に設定される必要があります。  

 Oracle ASM 11gリリース2 (11.2.0.3)で初回時に暗号化を設定する場合。  

 ソフトウェアのOracle ASM 11gリリース2 (11.2.0.3)へのアップグレードに伴って暗号化パラメータを変更、または新

しいボリュームの暗号化キーを作成する必要がある場合。  

Oracle ACFSファイル・システムの暗号化情報はV$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFOビューに表示されます。暗号化を構成し、

暗号化されたOracle ACFSファイル・システムを管理するには、acfsutil encrコマンド機能とOracle ASMコンフィギュレー

ション・アシスタントを使用します。  
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ノート: 

Oracle ACFS 21c 以降、Solaris および Microsoft Windows オペレーティング・システムで Oracle ACFS

暗号化がサポート対象外になりました。Oracle Solaris および Microsoft Windows での Oracle ACFS 暗

号化は、RSA テクノロジに基づいています。RSA テクノロジのリタイアが通知されました。Linux では代替テクノロジ

を使用するため、Oracle ACFS 暗号化は Linux で引き続きサポートされ、この非推奨に影響を受けません。  

 

関連項目: 

 ボリューム暗号化キーの変更と作成の詳細は、「acfsutil encr set」および「acfsutil encr rekey」  

 Oracle ACFS機能およびディスク・グループの互換性属性設定の詳細は、互換性属性設定により使用可能になる

Oracle ACFS機能を参照してください  

 Oracle ACFSの暗号化およびスナップショットの詳細は、「Oracle ACFSスナップショットについて」  

 V$ASM_ACFSビューの詳細は、「ビューを使用したOracle ACFS情報の表示」  

 Oracle ACFSコマンドライン・ツールによる暗号化の管理の詳細は、「Oracle ACFSファイル・システムの暗号化」と

「暗号化用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」  

 暗号化機能でのOracle ASMCAの使用の詳細は、「ASMCAによるOracle ACFSのセキュリティおよび暗号化の

管理」  

 Oracle Key Vaultの詳細は、『Oracle Key Vault管理者ガイド』  

Oracle ACFS圧縮 

Oracle ACFS圧縮は、汎用ファイル用に指定されたOracle ACFSファイル・システムで有効になります。Oracle ACFS圧縮

は、Oracle Databaseファイルではサポートされません。 

キャッシュIO圧縮は、アプリケーションによってファイルに書き込まれた後に非同期で実行されます。ファイル・システムで圧縮を有

効にすると、既存のファイルは圧縮されず、新規作成したファイルのみ圧縮されます。圧縮を無効にしても、圧縮済ファイルは解

凍されません。圧縮済ファイルは圧縮単位に関連付けられ、圧縮アルゴリズムはこの単位に対して作用します。デフォルトの単

位サイズは現在32Kです。lzoは、デフォルトの圧縮アルゴリズムであり、現在サポートされている唯一の圧縮アルゴリズムです。  

acfsutil compressコマンドは、acfsutil compress onおよびacfsutil compress offによってファイル・システムの圧縮状

態を設定およびリセットします。圧縮状態および圧縮操作の有効性を表示するには、acfsutil compress infoコマンドを使

用します。acfsutil info fsコマンドおよびacfsutil info fileコマンドは、Oracle ACFS圧縮状態に関してレポートする

よう拡張されています。  

圧縮済ファイルは、未圧縮ファイルよりディスク領域の消費が少なくなります。しかし、そのファイルを使用するアプリケーションに対

して、レポートされるサイズは未圧縮ファイル・サイズと等しく、小さい方の圧縮済サイズではありません。ls -lなどの一部のユー

ティリティは、ファイルの未圧縮サイズをレポートします。du、acfsutil compress info、acfsutil info fileなどのユーティリ

ティは、圧縮済ファイルの実際のディスク割当てをレポートします。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=OKVAG-GUID-0D169EB8-C355-459A-9ABD-325CA5B46DD0
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Oracle ACFS圧縮について、次の点に注意してください。 

 Oracle ACFS圧縮は、データベース・ファイルの保持を目的とするOracle ACFSファイル・システムではサポートされま

せん。かわりに、Oracle Advanced Compressionを使用してください。 

 圧縮済ファイルでのループバック・マウントはサポートされません。これには、Oracle ACFSリモート・サービスでの使用を

目的とするファイルが含まれます。ループバック・デバイスが圧縮済ファイルに関連付けられている場合、ループバック・デ

バイスに対する読取り操作および書込み操作は失敗します。 

 圧縮に対応しているOracle ACFSファイル・システムでは、ループバック・デバイスを未圧縮ファイルに関連付けることが

できます。 

 Oracle Grid Infrastructure 12cリリース2 (12.2.0.1)の場合、Oracle ACFS圧縮はLinuxおよびAIXでサ

ポートされます。  

 Oracle ACFS圧縮は、Oracle Grid Infrastructure 12cリリース2 (12.2.0.1)以降で使用可能なOracle 

ACFSスナップショットベースのレプリケーションでのみサポートされます。 

 ADVMディスク・グループ互換性を12.2以上に設定する必要があります。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFS圧縮コマンドの詳細は、「圧縮用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」  

 acfsutil infoコマンドの詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ」  

Oracle ACFS監査 

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および ACFS 監査は非推奨になりま

した。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核と

なるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および

Oracle ACFS 監査は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。 

Oracle ACFS監査では、Oracle ACFSのセキュリティおよび暗号化に対する監査機能を提供します。この監査フレームワー

クでは、個々のノード上の各Oracle ACFSファイル・システム用に、個別の監査証跡を作成し、この監査ソースの管理および

確認に関する義務の分離を強制します。  

監査ソースは、Oracle ACFSセキュリティおよびOracle ACFS暗号化などのイベントのソースです。監査証跡は、監査レコー

ドが書き込まれるログです。  

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle ACFS監査について 

 監査証跡ファイル 

 ファイル・アクセス・イベント 
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 権限使用イベント 

 評価結果イベント 

Oracle ACFS監査について 

Oracle ACFSセキュリティと暗号化は両方とも監査ソースで、これらのソースは、Oracle ACFS監査マネージャによって、有効

化および無効化できます。これらのソースは、Oracle ACFSセキュリティおよび暗号化コマンドの実行結果として、イベントを生

成します。 

Oracle ACFSセキュリティ管理者は、セキュリティ違反および認可も監査できるようにレルム・レベルで監査を有効化できるとと

もに、セキュリティ管理者によって実行されたすべてのイベントを監査するためにセキュリティに関する監査を有効化できます。

Oracle ACFSレルム・セキュリティ監査を使用する前に、Oracle ACFSセキュリティ・ソースを有効化する必要があります。 

すべてのコマンド・ルールに対してすべての認可および違反を監査するレルム監査ポリシーを設定すると、監査証跡がすぐに最大

サイズまで増加することがあります。管理者は、要件に対して監査レベルを慎重に調整し、冗長な監査出力を生成している監

査ポリシーが、監査証跡と監査証跡バックアップ・ファイルのアクティブな監視および管理(アーカイブやパージなど)をさらに必要と

していることに注意する必要があります。 

ファイル・システム監査ソースの生成とともに、Oracle ACFS監査では、ファイングレインの監査ポリシーを、レルムごとに個別に

設定できます。Oracle ACFS監査機能では、Oracle Audit Vault and Database Firewallにデータをインポートする

Audit Vaultコレクタ用のインフラストラクチャが提供されます。このコレクタは、Oracle ACFSとは別で、Oracle ACFS監査

データをAudit Vault Serverにインポートする手段として機能します。  

監査ソースの構成および管理用の職責は、Oracle ACFS監査マネージャとOracle ACFS監査者のロールに分かれます。シ

ステム管理者には、Oracle ACFS監査マネージャとOracle ACFS監査者のオペレーティング・システム(OS)グループに対して

ユーザーを追加および削除する権限があります。 

Oracle ACFS監査マネージャは、監査ソースのコンテンツにアクセスでき、監査データを読み取ることができます。ただし、監査

マネージャは、監査ソースを変更することはできません。Oracle ACFS監査マネージャのセットは、クラスタ間で同じです。 

Oracle ACFS監査者は、監査ソースのコンテンツの表示および分析を担当し、たとえば、分析およびアーカイブされたレコード

や、安全にパージできるレコードを、Oracle ACFS監査マネージャに示します。Oracle ACFS監査者は、監査ソースのコンテ

ンツへのアクセス権限を持つ、システム上のユーザーのみである必要があります。Oracle ACFS監査者には、監査レコードを削

除またはパージするために必要な権限はありません。Oracle ACFS監査者のセットは、クラスタ間で同じです。 

監査アーカイブ・プロセスでは、監査証跡ログ・ファイル(.log)を監査証跡バックアップ・ファイル(.log.bak)に名前を変更し、

Audit Vault ServerによってインポートできるXMLファイルを生成します。この場合、Audit Vault Serverでは、監査者とし

て、監査証跡ディレクトリおよび機能への読取りアクセス権限のみ付与されます。XMLファイルのデータをAudit Vault Server

にインポートした後で、監査者機能では、監査証跡バックアップ・ファイルにreadとマークし、監査マネージャは、パージを実行し

て、監査証跡バックアップ・ファイルおよびXMLファイルを削除できます。  

Oracle ACFSファイル・システムの監査を構成するには、acfsutil audit initコマンドを実行して、Oracle ACFSの監査を

初期化してから、acfsutil audit enableを実行し、指定したファイル・システムでOracle ACFS暗号化またはセキュリティの

監査を有効にします。  
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関連項目: 

 acfsutil auditコマンドの詳細は、「監査用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」  

 acfsutil sec realm audit enableコマンドとacfsutil sec realm audit disableコマンドを使用して、Oracle 

ACFSセキュリティ・レルムで特定のコマンドに対する監査を有効化または無効化する方法の詳細は、「セキュリティ用の

Oracle ACFSコマンドライン・ツール」  

 Oracle ACFSの監査に関連するビューの詳細は、「Oracle ACFS情報を表示するビュー」  

 Audit Vault Serverの詳細は、『Oracle Audit Vault and Database Firewall管理者ガイド』を参照してくだ

さい。  

 OSユーザーおよびOSグループの設定の詳細は、ご使用のオペレーティング・システム(OS)固有のドキュメントを参照し

てください。 

監査証跡ファイル 

監査証跡ファイルは、一連の監査レコードで構成されます。各監査レコードは、1つのイベントを表します。監査証跡ファイルは、

mount_point/.Security/auditディレクトリにあります。  

Oracle ACFS監査で生成される監査証跡ファイルは、次に対して使用可能になることが想定されています。 

 テキスト表示ツールを使用した、Oracle ACFS監査者による手動確認 

 Oracle Audit Vault and Database Firewallへのインポート 

 監査ソースを解析およびインポートできるサード・パーティ製品 

監査証跡ファイルは、監査レコードで構成されます。監査レコードには複数の異なるタイプがあり、それぞれが一意のイベントのタ

イプを表し、イベントの診断に関連する様々な情報が含まれます。イベントのタイプは、次のとおりです。 

 ファイル・アクセス・イベント 

 権限使用イベント 

 評価結果イベント 

監査証跡ファイルに入力された監査レコード・フィールドの組合せは、イベント・タイプによって異なります。 

各レコードは、フィールドの名前と値のセットとして監査証跡ファイルに書き込まれます。レコードのタイプに応じて、フィールドの数

およびタイプが異なります。フィールドは、名前と値のペアで構成され、field name:valueの形式で、最後に改行文字が続き

ます。  

監査証跡ファイルに指定できる監査レコード・フィールドについて、次のリストで説明します。丸カッコで囲まれた文字列は、監査

証跡ログ・ファイルに表示されるフィールド名です。  

 タイムスタンプ(Timestamp): イベントが発生した時間で、常にUTCで指定されます。タイムスタンプの形式は、

MM/DD/YYYY HH:MM:SS UTCです。 

 イベント・コード(Event): イベントのタイプを識別するコード。評価結果コードのリストは、「ファイル・アクセス・イベント」

および「権限使用イベント」を参照してください。  
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 ソース(Source): Oracle ACFS 

 ユーザー識別(User): イベントをトリガーしたユーザー。これは、LinuxプラットフォームではユーザーIDで、Windows

ではユーザーSIDです。  

 グループ識別(Group): イベントをトリガーしたユーザーのプライマリ・グループ。これは、Linuxプラットフォームではユー

ザーのプライマリ・グループのIDで、Windowsではユーザーのプライマリ・グループのSIDです。  

 プロセス識別(Process): 現在のプロセスID。  

 ホスト名(Host): イベントを記録したホスト。  

 アプリケーション名(Application): 現在のプロセス用のアプリケーション名。  

 レルム名(Realm): 違反したレルム、または、認可され、ファイルを保護しているレルムの名前。  

 ファイル名(File): ユーザーがアクセスしていたファイル名。  

 評価結果(Evaluation Result): このフィールドには、実行されたコマンドの結果に関する情報が含まれます。評価

結果コードのリストは、「評価結果イベント」を参照してください。  

 ファイルシステムID (FileSystem-ID):  

 メッセージ(Message): メッセージ・フィールドには、実行されたコマンドに関する情報およびその結果が含まれています。  

例11-1に、監査証跡ファイルの例を示します。 

例11-1 監査証跡ファイルの例 

Timestamp: 06/08/12 11:00:37:616 UTC 

Event: ACFS_AUDIT_READ_OP 

Source: Oracle_ACFS 

User: 0 

Group: 0 

Process: 1234 

Host: slc01hug 

Application: cat 

Realm: MedicalDataRealm 

File: f2.txt 

Evaluation Result: ACFS_AUDIT_REALM_VIOLATION 

FileSystem-ID: 1079529531 

Message: Realm authorization failed for file ops READ 

Timestamp: 06/08/12 11:00:37:616 UTC 

Event: ACFS_AUDIT_WRITE_OP 

Source: Oracle_ACFS 

User: 102 

Group: 102 

Process: 4567 

Host: slc01hug 

Application: vi 

Realm: PayrollRealm,SecuredFiles 

File: f2.txt 

Evaluation Result: ACFS_AUDIT_REALM_AUTH 

FileSystem-ID: 1079529531 

Message: Realm authorization succeeded for file ops WRITE 

Timestamp: 06/08/12 10:42:20:977 UTC 

Event: ACFS_SEC_PREPARE 

Source: Oracle_ACFS 

User: 507867 
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Group: 8500 

Process: 603 

Host: slc01hug 

Application: acfsutil.bin 

Evaluation Result: ACFS_CMD_SUCCESS 

FileSystem-ID: 1079529531 

Message: acfsutil sec prepare: ACFS-10627: Mount point '/mnt' is now 

prepared for security operations.

ファイル・アクセス・イベント 

ファイル・アクセス・イベントには、レルムの認可と違反の両方のレコードが含まれます。これらのイベントは、類似した構造をすべて

のイベントと共有しますが、イベント・コードは異なります。評価結果(Evaluation Result)フィールドには、

ACFS_AUDIT_REALM_VIOLATIONまたはACFS_AUDIT_REALM_AUTHのいずれかを指定できます。  

ファイル・アクセス・イベント用に指定できるイベント・コード(Event)は、次のとおりです。  

 ACFS_AUDIT_APPENDFILE_OP 

 ACFS_AUDIT_CHGRP_OP 

 ACFS_AUDIT_CHMOD_OP 

 ACFS_AUDIT_CHOWN_OP 

 ACFS_AUDIT_CREATEFILE_OP 

 ACFS_AUDIT_DELETEFILE_OP 

 ACFS_AUDIT_EXTEND_OP 

 ACFS_AUDIT_GET_EXTATTR_OP 

 ACFS_AUDIT_LINKFILE_OP 

 ACFS_AUDIT_MKDIR_OP 

 ACFS_AUDIT_MMAPREAD_OP 

 ACFS_AUDIT_MMAPWRITE_OP 

 ACFS_AUDIT_MUTABLE_OP 

 ACFS_AUDIT_OPENFILE_OP 

 ACFS_AUDIT_OVERWRITE_OP 

 ACFS_AUDIT_READ_OP 

 ACFS_AUDIT_READDIR_OP 

 ACFS_AUDIT_RENAME_OP 

 ACFS_AUDIT_RMDIR_OP 

 ACFS_AUDIT_SET_EXTATTR_OP 

 ACFS_AUDIT_SYMLINK_OP 

 ACFS_AUDIT_TRUNCATE_OP 

 ACFS_AUDIT_WRITE_OP 

権限使用イベント 

権限使用イベントには、セキュリティ管理者またはシステム管理者が実行するセキュリティ・コマンド、およびシステム管理者また
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はファイル所有者が実行する暗号化コマンドがあります。  

ACFS_AUDIT_INIT、ACFS_SEC_INITおよびACFS_ENCR_INITイベントは、Oracle Grid Infrastructureホームにあるグロー

バル・ログに書き込まれます。  

権限使用イベント用に指定できるイベント・コード(Event)は、次のとおりです。  

 ACFS_AUDIT_ARCHIVE 

 ACFS_AUDIT_DISABLE 

 ACFS_AUDIT_ENABLE 

 ACFS_AUDIT_INIT 

 ACFS_AUDIT_PURGE 

 ACFS_AUDIT_READ 

 ACFS_ENCR_FILE_OFF 

 ACFS_ENCR_FILE_ON 

 ACFS_ENCR_FILE_REKEY 

 ACFS_ENCR_FS_OFF 

 ACFS_ENCR_FS_ON 

 ACFS_ENCR_INIT 

 ACFS_ENCR_SET 

 ACFS_ENCR_SET_UNDO 

 ACFS_ENCR_VOL_REKEY 

 ACFS_ENCR_WALLET_STORE 

 ACFS_REALM_AUDIT_DISABLE 

 ACFS_REALM_EDIT_ENCR 

 ACFS_REALM_AUDIT_ENABLE 

 ACFS_SEC_LOAD 

 ACFS_SEC_PREPARE 

 ACFS_SEC_PREPARE_UNDO 

 ACFS_SEC_REALM_ADD 

 ACFS_SEC_REALM_CLONE 

 ACFS_SEC_REALM_CREATE 

 ACFS_SEC_REALM_DELETE 

 ACFS_SEC_REALM_DESTROY 

 ACFS_SEC_RULE_CREATE 

 ACFS_SEC_RULE_DESTROY 

 ACFS_SEC_RULE_EDIT 

 ACFS_SEC_RULESET_CREATE 

 ACFS_SEC_RULESET_DESTROY 

 ACFS_SEC_RULESET_EDIT 
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 ACFS_SEC_SAVE 

評価結果イベント 

評価結果イベント・コードは、コマンドの実行ステータスに関する情報を提供します。  

評価結果イベント・コードには、次のいずれかを指定できます。 

 ACFS_AUDIT_REALM_VIOLATION - コマンドを実行しているユーザーには、コマンドを実行するための適切なレルム・ア

クセス権限がありません。  

 ACFS_AUDIT_REALM_AUTH - レルム評価の結果を示します。  

 ACFS_AUDIT_MGR_PRIV - 監査マネージャ権限が必要ですが、ユーザーには付与されていません。  

 ACFS_AUDITOR_PRIV - 監査者権限が必要ですが、ユーザーには付与されていません。  

 ACFS_CMD_SUCCESS - コマンドは、タスクの実行に成功しました。  

 ACFS_CMD_FAILURE - コマンドは、タスクの実行に失敗しました。  

 ACFS_ENCR_WALLET_AUTH_FAIL - 暗号化ウォレットのオープン時に、システム管理者が不正なパスワードを指定して

います。  

 ACFS_INSUFFICIENT_PRIV - ファイル所有者またはシステム管理者権限のいずれかが必要ですが、ユーザーには付

与されていません。  

 ACFS_SEC_ADMIN_PRIV - セキュリティ管理者権限が必要ですが、ユーザーはセキュリティ管理者ではありません。  

 ACFS_SEC_ADMIN_AUTH_FAIL - 有効なセキュリティ管理者は、Oracle ACFSセキュリティ管理パスワードを使用した

適切な認証に失敗しました。  

 ACFS_SYS_ADMIN_PRIV - システム管理者権限が必要ですが、ユーザーには付与されていません。  

Oracle ACFSレプリケーション 

Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションにより、ネットワーク経由でのOracle ACFSファイル・システムのリモート・

サイトへのレプリケーションが可能になり、ファイル・システムに対する障害時リカバリ機能が提供されます。  

Oracle ACFSレプリケーションでは、マウントされたファイル・システム、またはマウントされたファイル・システムのスナップショットをレ

プリケーション・ストレージ・ロケーションとして指定できます。Oracle ACFSレプリケーション関係のソースOracle ACFSロケー

ションはプライマリ・ロケーションと呼ばれます。Oracle ACFSレプリケーション関係のターゲットOracle ACFSロケーションはスタン

バイ・ロケーションと呼ばれます。  

 

  
 

ノート: 

 Oracle ACFS レプリケーション機能は、各プライマリ・ロケーションの 1 つのスタンバイ・ロケーションのみをサ

ポートします。 

 スタンバイ・ロケーションは、レプリケーションがアクティブであるかぎり、読取り専用です。スタンバイの読取り-

書込みスナップショットを作成できます。 
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 Linux、Solaris または AIX を実行しているプライマリ・サイトは、Oracle ACFS をサポートし、それらのオ

ペレーティング・システムのいずれかを実行しているスタンバイ・サイトにレプリケートできます。Windows を実

行しているプライマリ・サイトは、Windows を実行しているスタンバイ・サイトにのみレプリケートできます。  

アプリケーション・データは、Oracle ACFS レプリケーションのクロス・プラットフォーム使用では変更されませ

ん。Oracle ACFS レプリケーションで行われるのは、異なるオペレーティング・システム間で転送されるメタ

データの妥当性の確認のみです。 

 プライマリ・サイトおよびスタンバイ・サイトでは、同じバージョンの Oracle Grid Infrastructure ソフトウェ

アが実行中である必要があります。サイトをアップグレードする場合、最初にスタンバイ・サイトを更新しま

す。 

 Oracle ACFS レプリケーションは、Oracle Restart でサポートされていません。  

 Oracle Key Vault キーストアは、レプリケーション・ロケーションを含むスタンバイ・ファイル・システムではサ

ポートされません。 

 レプリケーション・ロケーションを含むプライマリ・ファイル・システムでは、Oracle ACFS 暗号化を元に戻せま

せん。 

アクティブなスナップショットを保持するファイル・システムでは、暗号化を元に戻せません。アクティブ・レプリ

ケーション・ロケーションを含むプライマリ・ファイル・システムで暗号化を元に戻す場合は、まずレプリケーション

を終了します。レプリケーションが停止したら、暗号化を元に戻してレプリケーションを再開します。 

サイトはプライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションの両方をホストできます。たとえば、クラスタ・サイトAおよびBがある場合、

サイトAにホストされたプライマリ・ファイル・システムは、サイトBのスタンバイ・スナップショットにレプリケートできます。同様に、サイト

Bにホストされたプライマリ・スナップショットは、サイトAのスタンバイ・ファイル・システムにレプリケートできます。ただし、Oracle 

ACFSファイル・システムまたはスナップショットは、同時にプライマリおよびスタンバイのロケーションとして使用できません。  

Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションは、プライマリ・ロケーションのスナップショットを記録することで機能します。

最初のスナップショットがスタンバイ・ロケーションに転送された後、プライマリの連続するスナップショット間の変更をスタンバイ・ロ

ケーションに転送することで、レプリケーションは続行します。このようなレプリケーション操作は、常時モード(前の操作が完了する

とすぐに新しい操作を開始できる)で実行することも、固定間隔で実行されるようにスケジュールすることもできます。このレプリ

ケーション・ソリューションは、本来非同期です。  

Oracle ACFSレプリケーションでは、最初にプライマリ・サイトでスナップショット機能を使用して、最初のスナップショットのコンテン

ツと、その後に2つの指定されたスナップショット間の差異をともに外部化します。その結果は、スナップショット複製ストリームと呼

ばれます。次に、レプリケーション・プロセスでは、スタンバイ・サイトでスナップショット機能を使用して、このストリームをスタンバイ・

ロケーションに適用し、プライマリ・ロケーションの複製を作成します。 

プライマリでは、連続するスナップショットを比較することでレプリケーションが機能するため、プライマリをホストするサイトに、各ス

ナップショットに記録されるプライマリのバージョンの他、現行プライマリのコンテンツも格納するための使用可能なディスク領域が

十分にあることが重要です。さらに、必要なスナップショットを作成するのに十分な領域が常にある必要があります。各レプリケー

ション・スナップショットは、不要になると削除されます。 
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スタンバイでは、各レプリケーション操作の最後にバックアップ・スナップショットが作成されます。このスナップショットは、スタンバイの

最新の一貫性のあるコンテンツを記録し、現行のレプリケーション操作時に永続的な機能停止が発生した場合にそれらのコン

テンツのリカバリに使用できます。各バックアップ・スナップショットは、次のレプリケーション操作が完了すると削除されるため、常に

バックアップ・スナップショットを作成できる必要があります。さらに、スナップショットで取得されたスタンバイのバージョンおよび現行

スタンバイのコンテンツ用にも十分な領域が存在する必要があります。 

プライマリ・ファイル・システムおよびスタンバイ・ファイル・システムでディスク領域が不足していないことを確認する必要があります。

いずれかのファイル・システムで、使用可能なストレージが不足する場合は、ファイル・システムを拡張するか、ファイル・システムの

ファイルまたは存在する任意の読取り-書込みスナップショットを削除して領域を解放する必要があります。自動サイズ変更を構

成して、領域不足を回避することもできます。 

プライマリ・ファイル・システムが領域不足になり、ファイルを削除することで領域を解放することにした場合は、レプリケートされて

いないファイルのみを削除する必要があります。レプリケートされたファイルは、スタンバイ・ファイル・システムに転送されるまでスナッ

プショットに格納されていて、削除されません。レプリケーションによって作成されていないOracle ACFSスナップショットは削除で

きます。  

Oracle ACFSレプリケーションでは、sshユーティリティをプライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ間のトランスポートとして使用しま

す。sshの自動使用を有効にするために、レプリケーションでは2種類のキーを構成する必要があります。これらのキーは、レプリ

ケーションが実行可能になっている各ノードで使用できる必要があります。  

 それぞれのクラスタの各ノードでは、システム管理者ユーザー(Windows以外のシステムではrootユーザー、

WindowsではローカルSYSTEM)に、他のクラスタのノードごとに格納されているホスト・キーが必要です。  

 それぞれのクラスタの各ノードでは、指定された非特権ユーザー(適用ユーザー)には、そのノードで適用ユーザーとしてロ

グインする権限を与えられたrootまたはローカルSYSTEM用に格納された公開キーが必要です。通常、この公開キーは、

他のクラスタのノードのroot(またはローカルSYSTEM)用の公開キーと秘密キーのペアの一部として定義されます。  

プライマリ・ホストで実行されているレプリケーションは、ホスト・キーを使用してデータを送信しているスタンバイ・ホストを認証でき

る必要があるため、これらのキーが必要です。また、プライマリ・ホストで実行されているレプリケーションでは、ユーザー・キーを使

用してスタンバイ・ホストに適用ユーザーとしてログインし、スタンバイ・ロケーションを更新できる必要があります。さらに、レプリケー

ションでは、プライマリおよびスタンバイで実行されているロールを入れ替えることができます。このロール・リバーサル操作を正常に

実行するためには、プライマリ・ホストとスタンバイ・ホストで同じタイプのsshキーが構成されている必要があります。詳細は、

「Oracle ACFSレプリケーションで使用するためのsshの構成」を参照してください。  

sshは、Windowsではネイティブには提供されません。必要なキーおよびその構成方法の詳細と、Windowsでのsshのインス

トールおよび構成の詳細は、「Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成」を参照してください。  

ファイル・システムまたはスナップショットでレプリケーションを使用する前に、次のことを確認してください。 

 プライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーション間のレプリケーションをサポートするのに十分なネットワーク・バンド幅があ

ること。 

 プライマリ・ロケーションおよびスタンバイ・ロケーションをホストするサイトの構成により、スタンバイ・ファイル・システムがプラ

イマリ・ロケーションでの変更速度についていくことができること。 

 ssh用のホスト・キーおよびユーザー・キーが適切に構成されていること。  

Oracle ACFSファイル・システムまたはスナップショットのディレクトリおよびファイルには、ファイル・システム内でレプリケートする特
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定のオブジェクトを選択できるようにタグを付けることができます。 

特定のロケーションをレプリケートする前に、プライマリ・ロケーションをホストしているサイト、スタンバイ・ロケーションをホストしてい

るサイト、レプリケートするファイル・システム、ロケーションでのファイル・システムのマウント・ポイント、およびタグのリストなどの必要

情報を特定するために、レプリケーション構成を作成する必要があります。 

プライマリ・サイトおよびスタンバイ・サイトでは、2つのロケーションで使用中のすべてのuidsおよびgidsを含め、同じユーザー構

成とグループ構成を共有する必要があります。レプリケーションが有効になっている各スタンバイ・ノードで、前述の適用ユーザー

を構成する必要があります。このユーザーはOracle ASM管理グループのメンバーである必要があります。  

 

  
 

ノート: 

ユーザー名と数値の uids、およびグループ名と数値の gids との間のマッピングは、プライマリ・クラスタとスタンバイ・ク

ラスタの両方で同一である必要があります。 レプリケーションでの数値の転送はプライマリからスタンバイに対してのみ

行われるため、両方のクラスタで数値が同じように使用されるようにするためにはこれが必須です。  

Oracle ACFSレプリケーションには、元のプライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションのロールの入れ替えを可能にする、レプ

リケーションのロール・リバーサル機能が用意されています。acfsutil repl reverseコマンドを使用して、元のプライマリを新し

いスタンバイに変更し、元のスタンバイを新しいプライマリに変更できます。ロール・リバーサル機能は、レプリケーションを拡張して

追加のディザスタ・リカバリ機能を提供します。  

Oracle ACFSレプリケーション機能を使用するには、プライマリ・ロケーションおよびスタンバイ・ロケーションのファイル・システムを

含むディスク・グループのASMおよびADVMのディスク・グループ互換性属性が12.2以上に設定されている必要があります。Oracle 

ACFSロール・リバーサル・レプリケーション機能を使用するには、プライマリ・ロケーションおよびスタンバイ・ロケーションのファイル・

システムを含むディスク・グループのASMおよびADVMのディスク・グループ互換性属性が18.0以上に設定されている必要がありま

す。  

Oracle ACFSレプリケーションをSolaris Sparcハードウェアを使用するには、システムをSolaris 10 Update 8以降で実行

中である必要があります。 

レプリケーションを構成し、レプリケートされたOracle ACFSロケーションを管理するにはacfsutil replコマンドライン機能を使

用します。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 19c (19.3)以上では、Oracle ACFS レプリケーション・プロトコル・バージョン 1 は非推奨になり

ました。レプリケーション・プロトコル・バージョン 1 は、Oracle ACFS 12c リリース 2 (12.2.0.1)で導入されたス

ナップショットベースのレプリケーション・バージョン 2 に置き換えられました。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFS acfsutilレプリケーション・コマンドの詳細は、レプリケーション用のOracle ACFSコマンドライン・ツー
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ルを参照してください。  

 Oracle ACFSレプリケーションと他のOracle ACFS機能の併用の詳細は、監査、暗号化およびセキュリティを使用し

たOracle ACFSレプリケーション  

 Oracle ACFSファイル・システムのサイズ変更の詳細は、「acfsutil size」  

 タグ付けの詳細は、「Oracle ACFSタグ付け」  

 Oracle ASMのユーザー権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 acfsutil replコマンドライン関数を使用したレプリケーションの構成およびレプリケートされたOracle ACFSファイル・

システムの管理の詳細は、Oracle ACFSファイル・システムのレプリケーションを参照してください。  

 既存のOracle ACFSレプリケーション環境を、リリース12.2.0.1で導入されたスナップショットベースのレプリケーション

に変換する方法の詳細は、「Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成」  

 Oracle Maximum Availability Architecture (MAA)のWebサイトにある、ネットワーク・チューニングに関する

情報: https://www.oracle.com/database/technologies/high-availability/maa.html 

 ネットワーク・チューニングの関連情報は、Data Guard Redo転送とネットワーク構成のドキュメント  

 Oracle ACFSのWebサイトにある追加情報: 

https://www.oracle.com/database/technologies/rac/acfs.html 

Oracle ACFSタグ付け 

Oracle ACFSタグ付けは共通の名前付け属性をファイルのグループに割り当てます。  

Oracle ACFSレプリケーションはこのタグを使用して、別のリモート・クラスタ・サイトへのレプリケーション用にユニークなタグ名の

ファイルを選択することができます。タグ付けオプションにより、Oracle ACFSファイル・システム全体をレプリケートする必要がなく

なります。 

Oracle ACFSは拡張属性を使用してタグ付けを実装します。編集ツールやバックアップ・ユーティリティの中には、デフォルトで元

のファイルの拡張属性を保持しないものがあり、特定のスイッチを設定する必要があります。次のリストに、Oracle ACFSタグ名

が元のファイルで保存されるようにするための、共通のユーティリティに対する必要な要件とスイッチ設定を示します。 

 cpコマンドでは、タグ名を保存するためのフラグが必要です。  

Linuxにcoreutilsライブラリ(バージョンcoreutils-5.97-23.el5_4.1.src.rpmまたはcoreutils-5.97-

23.el5_4.2.x86_64.rpm以降)をインストールして、--preserve=xattrスイッチを使用して拡張属性の保存をサ

ポートするcpコマンドと、スイッチを使用せずに拡張属性の保存をサポートするmvコマンドのバージョンをインストールしま

す。  

cpは、シンボリック・リンク・ファイルに割り当てられたタグ名を保存しません。  

ファイルおよびディレクトリ上にタグ名を保存するために必要なcpスイッチは、次のとおりです。  

 Linux: --preserve=xattr 

 Solaris: -@ 

 AIX: -U 
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 Windows: スイッチは不要です。 

 cpioファイル転送ユーティリティでは、タグ名を保存するためのフラグが必要です。  

ファイルおよびディレクトリ上にタグ名を保存するために必要なcpioスイッチは、次のとおりです。  

 Linux: cpioはタグ名を保存しません。  

 Solaris: -@は、ファイルおよびディレクトリのタグ名の保存またはリストアのために必要ですが、シンボリック・リン

ク・ファイルのタグ名を保存しません。  

 AIX: -Uは、ファイルおよびディレクトリのタグ名の保存またはリストアのために必要ですが、シンボリック・リンク・

ファイルのタグ名を保存しません。  

 Windows: 使用できません。 

 emacsでは、backup-by-copyingオプションが非nil値に設定され、バックアップ・コピーではなく元のファイル名のタグ名

が保存されます。このオプションは.emacsファイルに追加される必要があります。  

 paxファイル転送ユーティリティでは、タグ名を保存するためのフラグが必要です。  

ファイルおよびディレクトリ上にタグ名を保存するために必要なpaxスイッチは、次のとおりです。  

 Linux: paxはタグ名を保存しません。  

 Solaris: -@は、ファイルおよびディレクトリのタグ名の保存またはリストアのために必要ですが、シンボリック・リン

ク・ファイルのタグ名を保存しません。  

 AIX: -Uは、ファイルおよびディレクトリのタグ名の保存またはリストアのために必要ですが、シンボリック・リンク・

ファイルのタグ名を保存しません。  

 Windows: 使用できません。 

 rsyncファイル転送ユーティリティでは、タグ名を保存するためのフラグが必要です。  

ファイルおよびディレクトリ上にタグ名を保存するために必要なrsyncスイッチは、次のとおりです。  

 Linux: -X -lは、ファイルおよびディレクトリのタグ名の保存のために必要ですが、これらのスイッチは、シンボ

リック・リンク・ファイルのタグ名を保存しません。  

 Solaris: rsyncはタグ名を保存しません。  

 AIX: 使用できません。 

 Windows: 使用できません。 

 tarバックアップ・ユーティリティでは、ファイル上でタグ名を保存するために、コマンドラインでフラグを設定できます。ただし、

tarは、シンボリック・リンク・ファイルに割り当てられたタグ名を保持しません。  

Windowsでのtarバックアップ・ユーティリティでは、拡張属性を保存するためのスイッチが存在しないので、現在、タグ

名の保持はサポートされません。  

ファイルおよびディレクトリ上にタグ名を保存するために必要なtarスイッチは、次のとおりです。  

 Linux: --xattrs 

 Solaris: -@ 

 AIX: -U 
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 Windows: tarはタグ名を保存しません。  

 vimまたはviエディタでは、ファイルのバックアップ・コピーを作成し、元のファイルを上書きするために、.vimrc (Linux)ま

たは_vimrc (Windows)ファイルに、set bkc=yesオプションが必要です。これは元のファイルのタグ名を保存します。  

LinuxでOracle ACFSタグ付け機能を使用するには、ASMおよびADVMのディスク・グループの互換性属性が11.2.0.2以上に

設定されていることが必要です。WindowsでOracle ACFSタグ付け機能を使用するには、ASMおよびADVMのディスク・グルー

プの互換性属性が11.2.0.3以上に設定されていることが必要です。SolarisまたはAIXでOracle ACFSタグ付け機能を使

用するには、ASMおよびADVMのディスク・グループの互換性属性が12.1以上に設定されていることが必要です。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 acfsutil tagコマンドライン機能を使用してタグ付けを構成し、タグ付けされたOracle ACFSファイル・システムを管

理する方法の詳細は、「Oracle ACFSファイル・システムのタグ付け」と「タグ付け用のOracle ACFSコマンドライン・

ツール」  

 Oracle ACFSタグ付けのアプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)の詳細は、「Oracle ACFSタグ付けの

汎用アプリケーション・プログラミング・インタフェース」  

監査、暗号化およびセキュリティを使用したOracle ACFSレプリケーション 

監査、暗号化、およびレルムベースのセキュリティ機能は、レプリケーションが構成されているOracle ACFSファイル・システムで

有効にできます。レプリケートされたスタンバイ・ファイル・システムは、プライマリ・ファイル・システムと同じ監査、セキュリティまたは

暗号化ポリシーで保護されます。このレプリケートされた環境では、プライマリおよびスタンバイ・ファイル・システムの両方が12.1

以上のインストールである必要があります。Oracle ACFSレプリケーションの詳細は、「Oracle ACFSレプリケーション」を参照

してください。  

確実にレプリケーションに成功するには、スタンバイ・ファイル・システムは、監査、暗号化またはセキュリティ・メタデータがない汎用

ファイル・システムである必要があります。Oracle ACFSでは、セキュリティまたは暗号化を一度設定し、後でセキュリティまたは

暗号化を削除したスタンバイ・ファイル・システムの使用はサポートされていません。Oracle ACFS監査、暗号化およびセキュリ

ティ用に満たす必要がある追加の条件は、この項でリストされています。 

Oracle ACFSの監査されたファイル・システムの場合、次のことに注意してください。 

 監査が有効化されたファイル・システムをレプリケートする前、またはレプリケートされたファイル・システムを監査する前に、

スタンバイ・ファイル・システムで監査を初期化する必要があります。 

 プライマリ・ファイル・システムに存在する監査ポリシーはスタンバイ・ファイル・システムにレプリケートされ、プライマリ・ファイ

ル・システムで実行されたポリシー・アクションはスタンバイ・ファイル・システムで設定されます。 

 スタンバイ・ファイル・システムに監査証跡の2つのセットが存在します。プライマリ・ファイル・システムの証跡は、通常の

ファイルとしてスタンバイ・ファイル・システムにレプリケートされます。ファイル・システム・アクティビティはスタンバイ・ファイル・

システムでイベントを生成し、それがスタンバイ・ファイル・システムの監査証跡に記録されます。監査証跡名にはホスト

名とFSIDの両方が含まれているため、監査証跡名は2つの証跡のセットを区別するのに役立ちます。 

Oracle ACFSの暗号化されたファイル・システムの場合、次のことに注意してください。 
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 プライマリ・ファイル・システムで暗号化されたファイルは、同じキーと暗号化パラメータ(アルゴリズムおよびキーの長さ)を

持つスタンバイ・ファイル・システムで暗号化されたまです。 

 プライマリ・ファイル・システムで行われた暗号化操作(オン、オフおよびキー更新)は、スタンバイ・ファイル・システムでリプ

レイされます。 

 ファイル・システムのレプリケートの前または後に、暗号化を有効にできます。どちらの場合でも、一方が存在しない場合、

スタンバイ・ファイル・システムでacfsutil encr initが実行されないため、暗号化ウォレットがスタンバイ・ファイル・シス

テムに透過的に作成されます。  

 パスワードで保護されたウォレットは、スタンバイ・ファイル・システムでサポートされません。スタンバイ・ファイル・システムと

して使用するサイトにPKCSウォレットがすでに存在する場合、管理者は、acfsutil keystore migrateコマンドを使

用して、すべてのキーをSSOウォレットに転送する必要があります。  

Oracle ACFSのセキュリティ保護されたファイル・システムの場合、次のことに注意してください。 

 セキュリティが有効化されたファイル・システムをレプリケートする前に、スタンバイ・ファイル・システムをセキュリティ用に初

期化する必要があります。 

 ルール、ルールセットおよびレルムはスタンバイ・ファイル・システムにレプリケートされ、同じポリシーがスタンバイ・ファイル・

システムに存在します。ポリシーおよびファイルの保護の観点から、スタンバイ・ファイル・システムはまったく同じです。 

 セキュリティが有効化されたファイル・システムでレプリケーションを有効化することも、レプリケートされたファイル・システム

でセキュリティを有効化することもできます。セキュリティの準備の一部として、セキュリティはスタンバイ・ファイル・システム

でも有効化されます。 

 ファイル・システムにセキュリティとレプリケーションを一緒に持っている場合、追加のユーザー操作やステップは必要ありま

せん。 

 スタンバイ・ファイル・システムに、セキュリティ管理者やセキュリティ管理者グループの別のセットを設定できます。 

Oracle ACFSプラグイン 

Oracle ACFSプラグイン機能によって、ユーザー領域アプリケーションは、オペレーティング・システム環境からジャストインタイムの

Oracle ACFSファイルおよびOracle ADVMボリュームのメトリックを収集できます。  

アプリケーションは、Oracle ACFSプラグイン・インフラストラクチャを使用して、Oracle ACFSファイル・システムおよびボリューム

の詳細データを含めるように一般アプリケーション・ファイル・メトリック・インタフェースを拡張する、カスタマイズされたソリューションを

作成できます。  

Oracle ACFSプラグイン機能は、スタンドアロン・ホストにマウントされた個々のOracle ACFSファイル・システム上で、または

Oracle ACFSファイル・システムがマウントされているOracleグリッド・クラスタの1つ以上のノード上で、有効化できます。この機

能では、ノードローカル・プラグインが有効化されたOracle ACFSファイル・システムと、Oracle ACFSプラグインのアプリケーショ

ン・プログラミング・インタフェース(API)を使用した関連するユーザー領域アプリケーション・モジュールとの間で、メッセージ通信を

行うことができます。 

プラグイン・メッセージAPIでは、メッセージ配信モデルおよび複数のメッセージ・ペイロード・タイプのポーリングとポスティングの両方

がサポートされています。 
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関連項目: 

 Oracle ACFSのプラグイン・コマンドの詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ」  

 Oracle ACFSプラグインのアプリケーション・プログラミング・インタフェースの詳細は、「Oracle ACFSプラグインの汎用

アプリケーション・プログラミング・インタフェース」  

Oracle ACFSアクセラレータ・ボリューム 

アクセラレータ・ボリュームを使用すると、Oracle ACFSメタデータへのアクセスおよび更新にかかる時間が短縮され、パフォーマン

スが向上する可能性があります。アクセラレータ・ボリュームは、プライマリ・ボリュームのストレージよりも大幅に高速なストレージを

使用してディスク・グループに作成する必要があります。たとえば、Solid State Disk (SSD)を使用できます。Oracle ADVM

ボリュームは、ASMCMD volcreateコマンドを使用して作成されます。volcreateコマンドの詳細は、volcreateを参照してく

ださい。  

アクセラレータ・ボリュームの推奨サイズは、ワークロードによって決まります。特に、多数のエクステントがあるファイルに役に立ちま

す(特にそのエクステント・メタデータが頻繁に更新される場合)。acfsutil info fileコマンドを使用して、ファイルのエクステン

トに関するレポートを表示できます。通常、データベース・ファイルには多数のエクステントがあり、Oracle ACFSスナップショットが

使用中の場合、エクステント・メタデータは頻繁に更新されます。アクセラレータによって大きな恩恵を受けるワークロードは、圧

縮されたファイル・システムです。  

Oracle ACFSで重要なメタデータに対してアクセラレータの領域を割り当てられない場合、そのメタデータはかわりにプライマリ・

ボリュームに格納されます。メタデータの更新頻度によっては、パフォーマンスに対して過度の影響を及ぼす可能性があります。

高速メタデータと同じトランザクションに低速メタデータが書き込まれると、低速メタデータによって操作全体のパフォーマンスが低

下します。  

アクセラレータの推奨開始サイズは、ファイル・システム・サイズの少なくとも0.6%です。データベース・ワークロードの複数のポイン

ト・イン・タイムを表す多くのスナップショットが使用中である場合、スナップショット当たり0.4%加算することをお薦めします。たと

えば、5個のスナップショットがあるファイル・システムでは、サイズがプライマリ・ボリューム・サイズの2.6%であるアクセラレータが必

要です。acfsutil sizeを構成して、アクセラレータを必要に応じてプライマリ・ボリュームとともに自動的に拡張することができま

す。アクセラレータは、64 MB単位で増加します。アクセラレータ・ボリュームの最小サイズは256 Mです。mkfsは、初期アクセラ

レータ・サイズがプライマリ・ボリューム・サイズの0.4%以上であることを必要とします。  

アクセラレータ・ボリュームは、mkfsコマンドで指定されたプライマリ・ボリュームにリンクされます。ファイル・システムをマウントする際、

プライマリ・ボリュームのみを指定します。アクセラレータ・ボリュームを含むファイル・システムをマウントした後になんらかの理由でそ

のボリュームがアクセス不可になった場合、ファイル・システムはオフラインになります。Oracle ACFSファイル・システムに関連付け

ることができるストレージ・アクセラレータ・ボリュームは1つだけです。アクセラレータ・ボリュームがファイル・システムに関連付けられ

た後、そのボリュームとファイル・システムの関連付けを解除できません。  

アクセラレータ・ボリュームは、mkfsコマンドの-aオプションを使用してLinux環境に作成できます。Linuxでアクセラレータ・ボ

リュームを作成するには、COMPATIBLE.ADVMの値が12.2以上である必要があります。アクセラレータ・ボリュームの管理に使用す

るコマンドの詳細は、次を参照してください。  

 既存のアクセラレータ・ボリュームの置換に関する詳細は、acfsutil accel replace  
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 Linux環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

Oracle ACFS NAS Maximum Availability eXtensions 

Oracle ACFS NAS Maximum Availability eXtensions (Oracle ACFS NAS/MAX)は、NFSやSMBなどの一般

的なNASプロトコルに高可用性拡張機能を提供する一連の拡張機能です。  

これらの拡張機能を使用する際、問題のプロトコルは高可用性モードで実行されており、プロトコルはOracle RACクラスタ内

のノード間を移動できます。この機能は、特定プロトコルのシングル・ポイント障害に対処する手段であるため、クラスタのノードが

1つ以上使用できる場合、プロトコルは使用可能です。高可用性だけでなく、拡張機能により、一般的なNASプロトコルおよび

Oracle ACFSスタックとの統合が実現するため、管理者はインフラストラクチャを追加作成しなくても、このようなプロトコルを簡

単に利用できます。Oracle ACFS NAS Maximum Availability eXtensions機能により、値が既存のOS NASプロトコ

ル実装に追加されますが、置き換わることはありません。 

Oracle ACFS NAS|MAXは、RMANバックアップ・セットのdNFSターゲットとしてサポートされています。このサポートは、

Oracle ACFS 19cリリースから始まります。これにより、HA-NFS機能を使用して、RMANのスケーリングおよび高可用性

dNFSバックアップ・ターゲットを提供できるようになります。このガイドに記載されているその他の制限(暗号化やレプリケーションに

おけるサポートの不足など)は、引き続き有効です。  

Oracle ACFS高可用性ネットワーク・ファイル・システム 

Oracle Grid Infrastructure用の高可用性ネットワーク・ファイル・システム(HANFS)では、高可用性仮想IP (HAVIP)で

NFSエクスポートを公開し、Oracle Clusterwareエージェントを使用してVIPおよびNFSエクスポートが常にオンラインであるこ

とを確認することによって、NFS v2、v3またはv4でエクスポートされたパスの連続したサービスが提供されます。ベースのNFSで

はファイル・ロックがサポートされていますが、HANFSではNFSファイル・ロックはサポートされていません(NFS v4を除く)。NFS

ロックが設定されたOracle ACFS HANFSを参照してください。  

 

  
 

ノート: 

 この機能は、ホスト・コンピュータで使用可能な、稼働中の NFS サーバー構成に依存します。Oracle 

ACFS の NFS エクスポート機能を使用する前に、NFS サーバーを構成する必要があります。 

 この機能は、Windows では使用できません。  

 この機能は、Oracle Restart 構成ではサポートされていません。 

 HAVIP は少なくとも 1 つのファイル・システムのエクポートのリソースが作成されるまで起動しません。  

Oracle Grid Infrastructure用の高可用性NFSを設定するには、次のステップを実行します。 

1. 新しいHAVIPリソースを追加および登録します。 

次に例を示します。 

# srvctl add havip -id hrexports -address my_havip_name  
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たとえば、my_havip_nameはVIPアドレスに対応するドメインネーム・サーバー(DNS)にマップされ、ファイル・システムの

マウント時に、クライアント・システムにより使用されます。  

srvctl add havipの最初の処理では、次のことを確認します。  

 使用するアドレスが動的ではなく、静的であること。 

 DNS名は、ラウンドロビンの複数のDNS解決ではなく、1つのホストのみに解決すること。 

 ネットワーク・リソース、指定したIPアドレスおよび解決された名前は、同じサブネットにあること。 

 名前が使用中ではないこと。 

SRVCTLは、idを使用し、一意であることを確認して、適切なHAVIP名を作成します。最後の検証ステップとして、

SRVCTLは、ora.net#.networkのnetworkリソース(指定されている場合)が存在することを確認します。このステッ

プの後で、SRVCTLは、ora.id.havipの名前で、タイプora.havip.typeのhavipを追加します。この例では、名前

はora.hrexports.havipです。  

次のSRVCTLでは、active dispersionなどのHAVIP起動依存性を変更し、停止依存性を設定し、

description属性(指定されている場合)が適切に設定されていることを確認します。  

2. Oracle ACFSの共有ファイル・システムを作成します。  

Oracle Grid Infrastructure用の高可用性NFSは、クラスタ全体のアクセシビリティ用に構成されたOracle 

ACFSファイル・システムでのみ動作し、クラスタ・ノードの特定のサブセットでのアクセス用に構成されたOracle ACFS

ファイル・システムは、サポートされていません。高可用性NFSは、Oracle ACFS以外のファイル・システムではサポート

されていません。 

3. Oracle ACFSファイル・システムを登録します。 

次に例を示します。 

$ srvctl add filesystem -device /dev/asm/d1volume1-295 -volume VOLUME1 \ 

  -diskgroup HR_DATA -mountpath /oracle/cluster1/acfs1 

4. Oracle ACFSファイル・システムのエクスポート・リソースを作成します。 

次に例を示します。 

# srvctl add exportfs -id hrexports -path /oracle/cluster1/acfs1 -name hrexport1 

ファイル・システムのエクスポート・リソースを作成してから、ステップ1で作成したHAVIPを起動し、srvctl start 

havipコマンドを使用してファイル・システムをエクスポートします。  

基礎となるOracle ACFSファイル・システムのFSIDおよび一意の識別子を利用して、NFSマウント・オプションFSIDが

エクスポート・オプションに追加されます。このFSIDオプションによって、ノード間の信頼できるフェイルオーバーが提供され、

スナップショットのマウントの使用が可能になります。  

構成されたエクスポートのデフォルトのマウント・オプションおよびエクスポート・オプションは、NFSサーバーのデフォルトにな

ります。 

完全修飾された相対パスは、絶対パスに変換されます。完全修飾されていない相対パスは、エクスポート・パスとして

受け入れられません。 

VIPは、使用可能なファイル・システムおよび他の実行中のVIPに基づいて、実行するのに最適なサーバーを検出しよ

うとしますが、この分散は、クラスタの参加または離脱ノードなど、CSSメンバーシップの変更イベントの際にのみ発生し
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ます。 

 

  
 

ノート: 

エクスポートを個別に開始および停止することはお薦めしません。この機能は、HAVIP の起動および停

止操作によって指定する必要があります。  

HAVIP が実行されていない場合、エクスポートは別のノードに指定できます。関連する HAVIP が起動

すると、エクスポートは単一のノードに収集されます。  

HAVIP の実行中に停止されたエクスポートを使用しているクライアントでは、NFS エラーestale が発生

し、ファイル・システムをディスマウントおよび再マウントする必要があります。  

HANFS によってエクスポートされたファイル・システムをクライアントにマウントする際、次の CLIENT マウン

ト・オプションをお薦めします。  

hard,intr,retrans=10000 

NFSロックが設定されたOracle ACFS HANFS 

Oracle ACFS HANFSでは、NFSロックが設定されたHANFS NFS v4がサポートされるようになりました。この機能は、特定

のオペレーティング・システム(OS)のプラットフォームでのみ使用できます。この機能をアクティブにするには、Oracle Grid 

Infrastructureソフトウェアのインストール後に追加のステップを実行する必要があります。このようなステップを完了して初めて、

クラスタのOS NFSサーバー機能がOracle Clusterwareスタックによって管理されます。さらに、特定のOS NFS構成ファイル

の場所がデフォルトの場所から、指定したOracle ACFSファイル・システムに移動されます。 

一般的なタスクには、次のようなものがあります。 

 アクティブ化: acfshanfs addnode  

 アンインストール: acfshanfs uninstall  

 インストール・ステータスの確認: acfshanfs installed 

 このプラットフォームがサポートされているかどうかの確認: acfshanfs supported 

HANFS v4ロック機能をアクティブにする際、次のコマンドを各ノードで実行する必要があります。 

# grid_home/bin/acfshanfs addnode -nfsv4lock -volume volume_device 

ボリュームは、Oracle ACFSファイル・システムでフォーマットされ、指定のOracle ACFSクラスタウェアのマウント・ポイントにマウ

ントされます。たとえば、Linuxでは次のようになります。 

/dev/asm/nfs-81 on /var/lib/nfs type acfs (rw) 

Oracle ADVMボリュームに対する制限には、次のようなものがあります。 

 この新しいOracle ADVMボリュームについて、既存のOracle ACFSリソースがないこと。 

 このOracle ADVMボリュームにOracle ACFSファイル・システムが存在しないこと。 
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 このOracle ADVMボリュームがクラスタ内のどこでも使用されていないこと。 

Oracle HANFS v4ロック機能がアクティブの場合、通常のHANFSの操作とは異なります。次のような違いがあります。 

 OS NFSサーバーは、ora.netstorageserviceリソースによるOracle Clusterwareの制御下にあります。Oracle 

Clusterwareスタックを起動および停止すると、OS NFSサーバーも起動および停止します。  

 このリソースには、Oracle ACFSファイル・システムへの依存性があります: ora.data_hostname.nfs.acfs 

hostnameは、Oracle HANFSロックの設定が実行されている最初のノードのホスト名です。  

 Oracle HANFSのみを使用して、Oracle RACクラスタからNFSファイル・システムをエクスポートする必要があります。

NFSサーバーは構成され、Oracle RACクラスタ中を移動させられます。NFSサーバーが代替クラスタ・ノードに移動し

た場合、Oracle HANFSによってエクスポートされたファイル・システムのみがアクセス可能です。 

 ロックが初期化されると、Oracle HANFSエクスポートがクラスタ全体に分散される非ロック・モードとは異なり、Oracle 

HANFSエクスポートは1つのノードからしか実行されません。  

 クライアント・ノードでは、NFS v4をNFSバージョンとして指定してファイル・システムをマウントします。これにより、サー

バーがNFS v3にデフォルト設定されず、NFS v4ロック機能のサポートが可能になります。 

高可用性ロックをアクティブにすると、ロックが設定されたHANFSの制御は、この項で前述したのと同様です。

高可用性SMBが設定されたOracle ACFS HANFS 

Oracle ACFSでは、以前のMicrosoft実装ではCIFS (共通インターネット・ファイル・システム)とも呼ばれた高可用性

Samba (SMB)がサポートされます。このプロトコルは、Microsoftサーバーおよびアクティブ・ディレクトリ・ドメインとインタフェース

をとるために一般的に使用され、様々なオペレーティング・システム(OS)の実装でサポートされています。しかし、Oracle ACFS

高可用性SMBでは、Microsoft SMB実装またはSambaが必要です。 

次の点に注意してください。 

 Sambaは、www.samba.orgから入手できます。 

 高可用性SMBを利用しようとする前に、ホストOSでSambaまたはSMBが適切に構成されていることを確認します。 

 高可用性SMBは、Oracle Restartモードではサポートされません。 

 HAVIPリソースを追加したら、SMBエクスポート・リソースも追加する必要があります。そうしないと、HAVIPリソースは

起動しません。 

 最高のパフォーマンスと最良の結果を得るためには、サーバーとクライアントの両方で必ずSMB3を使用します。次の点

に注意してください。 

 最新バージョンのSamba (v4以上)を使用します。 

 最新のMicrosoft OSバージョン(2012以上)を使用します。SMBバージョンを確認するには、Powershell 

cmdlet Get-SmbConnectionコマンドを使用します。  

 旧バージョンのSMBでは、ストレージ障害後にクライアントはSMBエクスポートを再マウントする必要があります。 

 HANFSと同様、コマンドラインにオプションを指定することもでき、オプションはホスト・オペレーティング・システムに渡され

ます。適切なエラー・メッセージが返されます。SRVCTLコマンドにオプションを指定しない場合、次のデフォルトのオプ

ションが適用されます。 

 Windows: 全員にREADアクセス権 
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 Linux、SolarisおよびAIX: 読取り専用、ブラウズ可能 = True 

 サポートされているオプション・セットは次のとおりです。 

 Windows: net.exeコマンドでサポートされているオプション。  

 Linux、SolarisまたはAIX: Samba構成スタンザでサポートされているオプション。 

Oracle Grid Infrastructure用の高可用性SMBを設定するには、次のステップを実行します。 

1. 新しいHAVIPリソースを追加および登録します。 

次に例を示します。 

# srvctl add havip -id hrexports -address my_havip_name  

たとえば、my_havip_nameはVIPアドレスに対応するドメインネーム・サーバー(DNS)にマップされ、ファイル・システムの

マウント時に、クライアント・システムにより使用されます。  

srvctl add havipの最初の処理では、次のことを確認します。  

 使用するアドレスが動的ではなく、静的であること。 

 DNS名は、ラウンドロビンの複数のDNS解決ではなく、1つのホストのみに解決すること。 

 ネットワーク・リソース、指定したIPアドレスおよび解決された名前は、同じサブネットにあること。 

 名前が使用中ではないこと。 

SRVCTLは、idを使用し、一意であることを確認して、適切なHAVIP名を作成します。最後の検証ステップとして、

SRVCTLは、ora.net#.networkのnetworkリソース(指定されている場合)が存在することを確認します。このステッ

プの後で、SRVCTLは、ora.id.havipの名前で、タイプora.havip.typeのhavipを追加します。この例では、名前

はora.hrexports.havipです。  

次のSRVCTLでは、active dispersionなどのHAVIP起動依存性を変更し、停止依存性を設定し、

description属性(指定されている場合)が適切に設定されていることを確認します。  

2. Oracle ACFSの共有ファイル・システムを作成します。 

Oracle Grid Infrastructure用の高可用性SMBは、クラスタ全体のアクセシビリティ用に構成されたOracle 

ACFSファイル・システムでのみ動作し、クラスタ・ノードの特定のサブセットでのアクセス用に構成されたOracle ACFS

ファイル・システムはサポートされていません。高可用性NFSは、Oracle ACFS以外のファイル・システムではサポートさ

れていません。 

3. Oracle ACFSファイル・システムを登録します。 

次に例を示します。 

$ srvctl add filesystem -device /dev/asm/d1volume1-295 -volume VOLUME1 \ 

  -diskgroup HR_DATA -mountpath /oracle/cluster1/acfs1 

4. Oracle ACFSファイル・システムのエクスポート・リソースを作成します。 

次に例を示します。 

# srvctl add exportfs -id hrexports -path /oracle/cluster1/acfs1 -name hrexport1 –type SMB 

ファイル・システムのエクスポート・リソースを作成してから、ステップ1で作成したHAVIPを起動し、srvctl start 

havipコマンドを使用してファイル・システムをエクスポートします。  
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リソースの起動時に、Oracle ACFSエクスポート・リソースではSamba構成ファイルを作成するか(Linux、Solaris、

AIX)、net.exeバイナリを実行してファイル・システムをエクスポートします。  

VIPは、使用可能なファイル・システムおよび他の実行中のVIPに基づいて、実行するのに最適なサーバーを検出しよ

うとしますが、この動作は、クラスタの参加または離脱ノードなど、CSSメンバーシップの変更イベントの際にのみ発生し

ます。 

 

  
 

ノート: 

 エクスポートを個別に開始および停止することはお薦めしません。この機能は、HAVIP の起動

および停止操作によって指定する必要があります。 

 HAVIP が実行されていない場合、エクスポートは別のノードに指定できます。関連する

HAVIP が起動すると、エクスポートは単一のノードに収集されます。 

 

関連項目: 

 Oracle ACFSファイル・システムの作成の詳細は、「Oracle ACFSファイル・システムの作成」  

 srvctl add filesystemコマンドの詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイ

ド』  

 Oracle Clusterwareリソースの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

 SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイドおよびOracle Real 

Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSリモート・サービス 

Oracle ACFSは、接続されたローカル・ストレージがないOracle Databaseメンバー・クラスタ(間接ストレージ・メンバー・クラ

スタ)上で、ネイティブOracle ACFS機能のOracle ACFSリモート・サービスを提供します。Oracleドメイン・サービス・クラスタ

(DSC)でOracle ACFSのデプロイメントを使用することにより、Oracle ACFSリモート・サービスをOracleアプリケーション・クラ

スタとOracle Databaseメンバー・クラスタの両方に使用して、柔軟でファイル・システムをベースとしたアプリケーションおよび

データベースのデプロイメントを可能にできます。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、メンバー・クラスタでの Oracle ACFS の使用(ACFS リモート)は非推奨に

なりました。メンバー・クラスタでの Oracle ACFS の使用(ACFS リモート)は非推奨であり、将来のリリースで削除さ

れる可能性があります。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべて

の機能の中核となるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊ 

Oracle Grid Infrastructure 19c (19.5)以降、Oracle クラスタ・ドメイン・アーキテクチャに含まれるメンバー・ク

ラスタは非推奨になりました。Oracle メンバー・クラスタは非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能

性があります。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-BF490C0F-C9AA-4A90-8DCD-B5A047AE9BBF
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-BF490C0F-C9AA-4A90-8DCD-B5A047AE9BBF
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD1111
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD826
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中核となるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。Oracle クラスタ・ドメインは、ドメイン・サービ

ス・クラスタ(DSC)とメンバー・クラスタで構成されます。メンバー・クラスタが非推奨になったことは、DSC と使用してい

るクラスタリングに影響を及ぼしますが、他の本番クラスタにサービスをホストする機能には影響しません。次回のソフト

ウェアまたはハードウェアのアップグレードで、クラスタ・ドメイン - メンバー・クラスタを使用しない構成に移行することを

お薦めします。 

Oracle ACFSリモート・サービスでサポートされるシステム  

Oracle ACFSリモート・サービスを使用するOracle Databaseメンバー・クラスタの要件は次のとおりです。 

 Oracle ACFSリモート・サービスには、トランスポート構成のためにOpen-iSCSI iSCSIイニシエータが必要です。

Open-iSCSIの最新リリースをお薦めします。 

 Oracle ACFSリモート・サービスではLinuxのみがサポートされます。サポートされているバージョンは、RedHat 

Enterprise Linux6および7と、Oracle Linux6および7です。 

Oracle ACFSリモート・サービスでのDSCの要件は次のとおりです。 

 Oracle ACFSリモート・サービスでは、Oracle Linux7およびRedHat Linux7のみがサポートされます。 

 Oracle ACFSリモート・サービスには、カーネルのUEK3、UEK4、またはそれ以降のバージョンが必要です。 

 Oracle ACFSリモート・サービスには、少なくとも次のパッケージの最小バージョンが必要です。 

 python-2.7.5-34.0.1.el7.x86_64 

 python-rtslib-2.1.fb57-3.el7.noarch 

 python-configshell-1.1.fb18-1.el7.noarch 

 targetcli-2.1.fb41-3.el7.noarch 

 python-six-1.9.0-2.el7.noarch 

acfsremote supportedコマンドを実行して、現在のシステムがOracle ACFSリモート・サービスでサポートされているかどうかを

判断できます。  

Oracle ACFSリモート・サービスの設定およびベスト・プラクティス 

Oracle ACFSリモート・サービスの設定には次の項目が含まれます。 

1. トランスポートの作成 

Oracle Databaseメンバー・クラスタがエクスポートにアクセスできる方法を提供するために、DSCにトランスポートを作

成します。Oracle ACFSリモート・サービスは、iSCSIトランスポートをサポートしており、エクスポートを作成して特定の

メンバー・クラスタ・ノード・イニシエータ(IQN)にiSCSIターゲットを割り当て、その指定したメンバー・クラスタ・ノードのみ

へのアクセスを提供します。 

すべてのOracle Databaseメンバー・クラスタが、独自の分離されたトランスポートを持つようにします。これは、VLAN

または複数のネットワークの使用により実現できます。この設定により、iSCSIネットワークと同様に、トランスポート・ネッ

トワーク上のネットワーク・アクティビティが分離されます。完全な冗長性のためには、メンバー・クラスタごとに複数のトラ

ンスポートを構成して、トランスポート・リンク障害を軽減できるようにする必要があります。さらに、各Oracle 

Databaseメンバー・クラスタの複数のトランスポートによりマルチパス化が可能になります。Oracle Databaseメン

バー・クラスタは、単一のトランスポートを共有するよう構成できます。advmutil transportコマンドは、分離を強制し
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ないことに注意してください。  

2. リポジトリの作成 

Oracle ACFSリモート・サービスで使用されるストレージ用のリポジトリをDSCに作成します。このリポジトリは、単一の

Oracle ACFSファイル・システムとして開始されます。最適な設定のためには、Oracle ACFSリモート・サービスで使

用する、別個のOracle ASMフレックス冗長性ディスク・グループを作成します。このグループは、Oracle Database

メンバー・クラスタごとに1つの高冗長性Oracle ADVMボリュームと1つの標準冗長性ボリュームを含んでいる必要があ

ります。この構成は、分離、管理、および領域効率の間のトレードオフを表します。この設定では、リポジトリはボリュー

ム・レベルで他のメンバー・クラスタから分離されており、管理するディスク・グループは1つのみです。メンバー・クラスタごと

に1つのディスク・グループを使用することで、さらなる分離を実現できます。領域効率性を達成するには、標準ボリュー

ムと高冗長性ボリュームの両方を使用して、重要なファイルを高冗長性ボリュームに格納できるようにします。 

ボリュームを作成した後、Oracle ACFSファイル・システムを使用してそれらをフォーマットします。次に、srvctl add 

filesystemを実行して、スタックの起動時にファイル・システムを自動マウントするよう登録します。自動マウントにより、

スタックが開始されるとすぐにリポジトリが使用可能になるため、Oracle Databaseメンバー・クラスタはそれらのスト

レージを使用できます。リポジトリで自動サイズ変更を構成できます。これにより、Oracle ACFSファイル・システムで領

域が不足した場合、ファイル・システムのサイズ変更が行われます。自動サイズ変更が有効な場合、1つのメンバー・ク

ラスタが、使用可能なディスク・グループ・スペースすべてを使用しないようにしてください。  

ASMCA GUIツールを使用して、Oracle ADVMボリュームを管理するためのステップを実行できます。 

3. エクスポートの作成 

Domain Services Cluster (DSC)でadvmutil exportコマンドを実行して、DSCのリポジトリにエクスポートを作

成します。メンバー・クラスタが実行されている場合、メンバー・クラスタは新しいエクスポートを選択します。メンバー・クラ

スタ上でOracle Clusterwareスタックが実行されていないか、メンバー・クラスタが起動されていない場合、メンバー・

クラスタは、Oracle Clusterwareスタックが次回開始されたときに新規エクスポートを検出して使用します。これは通

常、メンバー・クラスタの起動時に発生します。ターゲットがエクスポートされた方法によっては、エクスポートがメンバー・ク

ラスタにボリュームとして表示されるまでに数分かかる場合があります。エクスポートは、ドメイン・サービス・クラスタ上でエ

クスポートが格納されている、基礎となるOracle ACFSリモート・サービス・リポジトリと同じ冗長性保護レベル(高、標

準、外部)をメンバー・クラスタ上に反映します。  

4. メンバー・クラスタでのエクスポートの使用 

エクスポートが追加された後、メンバー・クラスタは遅延後に/dev/asm/ディレクトリに新しいボリューム・デバイスを表示

します。このボリューム・デバイスに関連付けられている名前は、client ADVM deviceフィールドの下のDSCの

advmutil export list出力にあります。このボリューム・デバイスは、Oracle ACFSコマンドでフォーマットし、標準の

Oracle ACFSコマンドを使用してマウントし、srvctlコマンドを使用してOracle Clusterwareスタックに追加できま

す。エクスポートは、Oracle ACFSファイル・システムをホストできる完全なOracle ADVMボリュームで、標準の

Oracle ACFSコマンドで管理できます。Oracle ACFSファイル・システムの単純な作成例は、Oracle ACFSファイ

ル・システムの作成を参照してください。  

Oracle ACFSリモート・サービスのパフォーマンス・チューニング 

Oracle ACFSリモート・サービスのパフォーマンス・チューニングには次のことが含まれます。 

 Oracle ACFSリモート・サービスではiSCSIが標準トランスポートとして使用されるため、iSCSIに必要な、サイト固有

の適用可能な任意のチューニングを環境で使用できます。通常、これには標準のプライベート・トランスポート・ネット

ワークが含まれ、そのネットワーク上のホストの数を制限します。Oracle ACFSリモート・サービスは、構成している
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Oracle ACFSリモート・サービスのコンポーネントをエクスポートするときに、各エクスポートに対してより長いタイムアウト

とより大きなキュー深度を有効にします。 

 Oracle ACFSリモート・サービスのストレージを統合する際には、システムのチューニングに関する検討事項を考慮に

入れる必要があります。  

 事実上、複数のクライアント・メンバー・クラスタのIOをDSCに集約しており、DSCはこれらのメンバー・クラスタ

のストレージ・アレイとして機能します。DSCのストレージ設定で、接続されているすべてのメンバー・クラスタの

集約ロードを処理できることを確実にします。  

 DSCには、接続されているすべてのクライアントにサービスを提供するために適切なネットワーク・バンド幅が必

要です。iSCSIのチューニングとともに、メンバー・クラスタのすべての要求を処理するための追加のネットワーク・

バンド幅を提供するためにネットワーク・タップが必要な場合があります。  

 iSCSIのIOサービスではCPUが使用されるため、CPUの空き容量が十分あることを最優先で確認するように

してください。通常、Oracle ACFSリモート・サービスにサービスを提供するDSCは、他のアクティビティに対し

て最小の処理ロードを実行する必要があり、他のクラスタのニーズに対応するユーティリティ・クラスタとみなす必

要があります。 

Oracle ACFSリモート・サービスのOracle Clusterwareへの変更点 

Oracle ACFSリモート・サービスのOracle Clusterwareへの変更点は次のとおりです。 

ドメイン・サービス・クラスタで、Oracle ACFSリモート・サービスは1つの新しいリソース・タイプを有効にします。このタイプは、

HAVIPのバリアントであるtransport_vipタイプです。このリソースにより、iSCSIトランスポートVIPをDSCに移動できます。複

数のOracle Databaseメンバー・クラスタ・トランスポートが1つのVIPを共有できますが、この方法はお薦めできません。複数の

トランスポートのVIPを使用している場合、それらは、単一ノード上のネットワークのオーバーロードを減らすために、クラスタ全体

に広がろうとします。トランスポートVIPが作成されると、そのトランスポートVIPは、ネットワーク、およびストレージ・リポジトリをホ

ストしているOracle ACFSリソースに対する依存関係を持ちます。その後のストレージ・リポジトリの作成では、この新しいリポジ

トリを含めるように、この依存関係が変更されます。この変更により、クラスタ・サービスの再配置およびリカバリ時の可用性のた

めに、リポジトリとトランスポートVIPの連携が確保されます。トランスポートVIPは、advmutil transportを使用して自動的に

作成および削除されますが、srvctl * havipコマンドを使用して表示および管理できます。  

間接ストレージ・メンバー・クラスタで、Oracle ACFSリモート・サービスは4つの新規リソース、ora.acfsrm、ora.ccmb、

ora.acfsremote、およびora.acfsrdを提供します。これらのリソースは連携して、メンバー・クラスタでOracle ACFSリモート・

サービスを管理します。これらのリソースのステータスは、srvctl * acfsrappsコマンドを使用して表示できます。メンバー・クラス

タ上にはボリューム・リソースはありません。ボリュームの高可用性はOracle ACFSリモート・サービスの機能セットによって管理さ

れるため、Oracle ACFSリソースはADVMボリューム・リソースへの依存性を持ちません。かわりに、Oracle ACFSリソースは新

しいリソースへの依存性を持っています。Oracle ACFSリソースは、srvctl * filesystemコマンドを使用して作成されます。  

Oracle ACFSリモート・サービスをサポートするコマンド 

「クラスタ・ドメイン内のOracle ACFS用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」で説明されているOracle ACFSコマンドに加

え、次のコマンドもOracle ACFSリモート・サービスの機能をサポートしています。  

 acfsutil compat  

Oracle ACFSは、主にディスク・グループの互換性設定を使用して、有効にする機能を決定します。間接ストレージ・
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メンバー・クラスタには、この互換性設定を制御するための関連付けられたディスク・グループがありません。各ファイル・シ

ステムは、acfsutil compatコマンドを使用してそれらの機能を制御します。acfsutil compatの詳細は、「acfsutil 

compat get」および「acfsutil compat set」を参照してください。  

 acfsutil info file 

Oracle ACFSリモート・サービスで使用するよう構成されているファイルに対してacfsutil info fileを実行している

ときに、追加のファイル属性Remoteがこのファイルに表示されます。この属性は、そのファイルをOracle ACFSリモート・

サービスで使用されているファイルとして識別し、ファイルが構成解除されるまでは、標準のファイル・システム・コマンドを

使用した切捨て、属性の変更、および削除などの一部のアクションは許可されません。このアクションにより、このファイル

を使用したメンバー・クラスタへのサービスの中断が防止されます。acfsutil info fileの詳細は、「acfsutil info 

file」を参照してください。  

 acfsutil info storage 

Oracle Databaseメンバー・クラスタで実行されている場合、acfsutil info storageは、ドメイン・サービス・クラス

タ(DSC)のディスク・グループおよびファイル・システムに関する情報を表示しません。メンバー・クラスタ自体に関する情

報のみが表示されます。DSCは複数のメンバー・クラスタにサービスを提供しているため、このアクションにより、過剰な

情報共有が防止されます。acfsutil info storageの詳細は、「acfsutil info storage」を参照してください。  

 crsctl create member_cluster_configuration 

crsctl create member_cluster_configurationコマンドでacfsオプションを使用できます。acfsオプションは、

Oracle ACFSリモート・サービスでメンバー・クラスタを作成するために必要です。 

例11-2既存のメンバー・クラスタへのOracle ACFSリモート・サービスの追加 

次の例で、Oracle ACFSリモート・サービスが既存のOracle Databaseメンバー・クラスタに追加されます。コマンドは、

Oracle Databaseメンバー・クラスタ(MC)またはドメイン・サービス・クラスタ(DSC)のGrid Infrastructureホームから実行さ

れます。 

1. DSCで、クラスタ・マニフェスト・ファイルにOracle ACFSを追加します。 

#/bin/crsctl create member_cluster_configuration mc3 -file /tmp/mc3.xml -member_type database 

-domain_services asm_storage indirect acfs 

ORA-15365: member cluster 'mc3' already configured 

MGTCA-1149 : member cluster 'mc3' already exists. 

TFA-00516 This client is already registered in receiver 

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

ASM GIMR TFA ACFS RHP GNS 

======================================================== 

YES YES  YES YES  NO  NO 

2. DSCで、クラスタ・マニフェスト・ファイル(mc3.xml)をメンバー・クラスタにコピーします。この例では、同じファイル名

(mc3.xml)でメンバー・クラスタにファイルをコピーすると仮定しています。 

3. MCで、Oracle ACFSリモート・サービスのアクセスのためのOCRを設定します。 

#/sbin/acfsutil cluster credential -s grid_user:asm_group 

#/sbin/acfsutil cluster credential –s grid2:oinstall 

#/sbin/acfsutil cluster credential -i path_name/mc3.xml 

path_name/mc3.xmlは、ステップ2でDSCからメンバー・クラスタにコピーしたクラスタ・マニフェスト・ファイルへのフルパス

です。  
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4. MCで、rootとして次のコマンドを実行して操作を完了します。  

#/bin/srvctl add acfsrapps 

#/bin/srvctl start acfsrapps 

#/bin/srvctl status acfsrapps 

Oracle ACFS client cluster node membership and barrier resource is enabled. 

Oracle ACFS client cluster node membership and barrier resource is running on nodes nshga2603. 

Oracle ACFS acfsremote resource is enabled. 

Oracle ACFS acfsremote resource is running on nodes nshga2603. 

Oracle ACFS rolling migration resource is enabled. 

Oracle ACFS rolling migration resource is running on nodes nshga2603.

 

関連項目: 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSについて 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFS用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド 

 Oracle Flex ASMの管理 

 CRSCTLコマンドの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD91142
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Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要 

Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)は、ボリューム管理サービスと、クライアントとの標準ディスク・デバイ

ス・ドライバ・インタフェースを提供します。 

ファイル・システムと他のディスクベース・アプリケーションからは、相手がベンダー・オペレーティング・システム上の他のストレージ・デ

バイスである場合と同様に、I/OリクエストがOracle ADVMボリューム・デバイスに送信されます。  

Oracle ADVMボリューム・デバイスは、Oracle ASM動的ボリュームから構成されます。各Oracle ASMディスク・グループ内

では、1つ以上のOracle ADVMボリューム・デバイスを構成できます。Oracle ADVMドライバは、Oracle ADVMボリューム・

デバイスに対するI/Oリクエストを、Oracle ASMディスク・グループ内にある対応するOracle ASM動的ボリュームおよびディス

ク・セット内のブロックにマップします。Oracle ADVMボリューム・デバイスでは、Oracle ASMボリューム・マネージャ機能をエクス

ポートし、異常なシステム停止、Oracle ASMインスタンス障害またはシステム障害が発生した場合にも、ボリュームのミラーの

一貫性が維持されることを保証します。  

Oracle ADVMは、Oracle ADVMボリューム・ファイルとして割り当てられているOracle ASM記憶域にディスク・ドライバ・イン

タフェースを提供することで、Oracle ASMを拡張します。Oracle ADVMを使用すると、ファイル・システムを含む仮想ディスク

を作成できます。Oracle ADVMボリュームに含まれるこれらのファイル・システムは、Oracle Databaseファイルの範囲を越え

るファイル(実行可能ファイル、レポート・ファイル、トレース・ファイル、アラート・ログ、その他のアプリケーション・データファイルなど)

をサポートできます。Oracle ADVMボリュームは実際にはOracle ASMファイルであるため、Oracle ASMファイルと同じ管理

権限が必要です。 

Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)は、Oracle ADVMインタフェー

スを介して、Oracle ASMと通信します。Oracle ADVMを追加することにより、Oracle ASMは、データベース・ファイルとデー

タベース・ファイル以外のファイルの両方の要件を満たすユーザー・データの完全なストレージ・ソリューションになります。 

Oracle ASMディスク・グループにボリュームを追加するには、ディスク・グループ属性COMPATIBLE.ASMおよび

COMPATIBLE.ADVMを'11.2'に設定する必要があります。  

 

  
 

ノート: 

動的ボリュームは、従来のデバイス・パーティショニングに取って代ります。各ボリュームは個々に名前が付けられ、単

一ファイル・システム用に構成できます。Oracle ADVM ボリュームは、Oracle ASM ディスク・グループ・ストレージ

からオンデマンドで作成され、必要に応じて動的にサイズを変更できます。これらの属性により、Oracle ADVM ボ

リュームは、物理デバイスや関連のパーティショニング方式よりもはるかに柔軟です。 

 

関連項目: 

 Oracle ADVMを管理するALTER DISKGROUP ADD | RESIZE |DROP | ENABLE | DISABLE | MODIFY VOLUME 

SQL文の詳細は、「ディスク・グループでのOracle ADVMボリュームの管理」  

 Oracle ADVMボリュームを管理するためのASMCMDコマンドライン・ツールの詳細は、「ASMCMDによるOracle 
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ASMCMDの管理」  

 Oracle ADVMボリュームに関する情報を表示するV$ASMビューの詳細は、「ビューを使用したOracle ACFS情報の

表示」  

 ファイル・システムおよびボリューム・デバイス・ファイルを管理するためのOracle ACFSオペレーティング・システム・ユー

ティリティの詳細は、「コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理」  

 ALTER DISKGROUP SQL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF01113
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12 ビューを使用したOracle ACFS情報の表示  

動的ビューには、Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)およびOracle 

ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)に関する重要な情報が表示されます。 

この章では、動的ビューを使用して、Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle 

ACFS)およびOracle ASM Dynamic Volume Manager (Oracle ADVM)の情報を表示する方法について説明します。 

 Oracle ACFS情報を表示するビュー 

 Oracle ACFSによるOracle Databaseファイル・マッピング・ビューのサポート 

 

関連項目: 

 すべてのV$ASM_ACFS*動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

 Oracle ACFS情報を表示するacfsutil infoコマンドの詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ」  

Oracle ACFS情報を表示するビュー 

表12-1のビューを使用して、Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)に

関する情報を取得できます。これらのビューは、Oracle ASMインスタンスからアクセスできます。  

 

  
 

ノート: 

 Oracle Flex ASM 構成のノードにある Oracle ACFS ファイル・システムまたはボリュームに関する情報

を表示するには、ローカルの Oracle ASM インスタンスではなく Oracle ASM プロキシ・インスタンスに接

続する必要があります。  

 Windows システム上の Oracle ACFS ビューで領域使用量の値を表示する際、値が Windows フォ

ルダのサイズと異なることがあります。Windows システムの「フォルダーのプロパティ」で使用されるメカニズ

ムでは値はファイルのみであるため、概算値と見なす必要があります。  

表12-1 Oracle ACFS情報のOracle ASM動的ビュー 

ビュー 説明 

V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFO Oracle ACFS ファイル・システムごとに暗号化情報を表示します。 

V$ASM_ACFS_SECURITY_INFO Oracle ACFS ファイル・システムごとにセキュリティ・レルム情報を表示します。 

V$ASM_ACFS_SEC_ADMIN クラスタ内の Oracle ACFS セキュリティ管理者に関する情報を表示します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003


465 

ビュー 説明 

V$ASM_ACFS_SEC_CMDRULE Oracle ACFS ファイル・システムごとに、Oracle ACFS セキュリティ・コマンド・

ルールに関する情報を表示します。 

V$ASM_ACFS_SEC_REALM Oracle ACFS ファイル・システムごとに、Oracle ACFS セキュリティ・レルムの

すべてのレルムに関する情報を表示します。 

V$ASM_ACFS_SEC_REALM_FILTER Oracle ACFS ファイル・システムごとに、Oracle ACFS セキュリティ・レルムの

すべてのフィルタに関する情報を表示します。フィルタは、レルム内で

commandrule/ruleset のペアとして定義されます。  

V$ASM_ACFS_SEC_REALM_GROUP Oracle ACFS ファイル・システムごとに、Oracle ACFS セキュリティ・レルムの

すべてのグループに関する情報を表示します。 

V$ASM_ACFS_SEC_REALM_USER Oracle ACFS ファイル・システムごとに、Oracle ACFS セキュリティ・レルムの

すべてのユーザーに関する情報を表示します。 

V$ASM_ACFS_SEC_RULE Oracle ACFS ファイル・システムごとに、すべての Oracle ACFS セキュリ

ティ・ルールに関する情報を表示します。  

V$ASM_ACFS_SEC_RULESET Oracle ACFS ファイル・システムごとに、すべての Oracle ACFS セキュリ

ティ・ルールセットに関する情報を表示します。 

V$ASM_ACFS_SEC_RULESET_RULE Oracle ACFS ファイル・システムごとに、Oracle ACFS セキュリティ・ルール

セットのすべてのルールに関する情報を表示します。 

V$ASM_ACFSREPL レプリケーション用に初期化されている Oracle ACFS ファイル・システムの情

報を表示します。 

このビューには、リリース 12.2 より前の Oracle ASM に関するレコードのみが

表示されます。Oracle ASM リリース 12.2 以上の Oracle ACFS レプリ

ケーション情報を表示するには、acfsutil repl info コマンドを使用しま

す。  

V$ASM_ACFSREPLTAG レプリケーション用に初期化されている Oracle ACFS ファイル・システムのレプ

リケートされたタグ情報を表示します。 

このビューには、リリース 12.2 より前の Oracle ASM に関するレコードのみが

表示されます。Oracle ASM リリース 12.2 以上の Oracle ACFS レプリ

ケーション情報を表示するには、acfsutil repl info コマンドを使用しま
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ビュー 説明 

す。  

V$ASM_ACFSSNAPSHOTS マウント済の Oracle ACFS ファイル・システムごとのスナップショット情報を表

示します。 

V$ASM_ACFSTAG マウント済のすべての Oracle ACFS ファイル・システム上のファイルのすべての

タグ名情報を表示します。 

V$ASM_ACFSVOLUMES マウント済の Oracle ADVM ボリュームに関する情報が表示され、

V$ASM_FILESYSTEM と関連があります。  

V$ASM_FILESYSTEM マウント済の Oracle ACFS ファイル・システムごとの情報を表示します。 

V$ASM_VOLUME Oracle ASM インスタンスのメンバーである Oracle ADVM ボリュームごとに

情報を表示します。 

V$ASM_VOLUME_STAT 各 Oracle ADVM ボリュームの統計に関する情報が表示されます。 

例12-1 V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFOによる暗号化情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFOビューから表示される情報を示しています。FS_NAME列には、マウント・ポイントが表

示されます。VOL_DEVICEには、Oracle ADVMデバイスの名前が表示されます。  

SELECT SUBSTR(fs_name,1,24) FILESYSTEM, SUBSTR(vol_device,1,20) DEVICE, set_status,  

   enabled_status, algorithm, key_length, last_rekey_time FROM V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFO; 

FILESYSTEM               DEVICE                 SET_STA ENABLED_ ALGORIT KEY_LEN LAST_REKE 

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

/acfsmounts/acfs1        /dev/asm/volume1-228   YES     ENABLED  AES     192

例12-2 V$ASM_ACFS_SECURITY_INFOによるセキュリティ情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFS_SECURITY_INFOビューから表示される情報を示しています。FS_NAME列には、マウント・ポイントが表示

されます。VOL_DEVICEには、Oracle ADVMデバイスの名前が表示されます。  

SELECT SUBSTR(fs_name,1,24) FILESYSTEM, SUBSTR(vol_device,1,20) DEVICE, prepared_status,  

     enabled_status FROM V$ASM_ACFS_SECURITY_INFO; 

FILESYSTEM                DEVICE                 PREPARE ENABLED_ 

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

/acfsmounts/acfs1        /dev/asm/volume1-228    YES     ENABLED 

例12-3 V$ASM_ACFS_SEC_RULEによるセキュリティ・ルール情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFS_SEC_RULEビューから表示される情報を示しています。FS_NAME列には、マウント・ポイントが表示されま

す。  

SELECT SUBSTR(rule_name,1,24) rule, SUBSTR(rule_type,1,12) type,  
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    SUBSTR(rule_value,1,16) value, SUBSTR(fs_name,1,24) filesystem  

    FROM V$ASM_ACFS_SEC_RULE; 

  

RULE                     TYPE         VALUE            FILESYSTEM 

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

medHistRule1a            TIME         22:00:00         /acfsmounts/acfs1 

medHistRule1c            TIME         08:00:00         /acfsmounts/acfs1 

medHistRule1b            USERNAME     medMaintenance   /acfsmounts/acfs1 

medHistRule1d            USERNAME     medBrowse        /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULE_Auditor      GROUPNAME    myaudit_mgr_grp  /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULE_AuditManager GROUPNAME    myauditor_grp    /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULE_Always       TIME         00:00:00         /acfsmounts/acfs1

例12-4 V$ASM_ACFS_SEC_RULESETによるセキュリティ・ルールセット情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFS_SEC_RULESETビューから表示される情報を示しています。FS_NAME列には、マウント・ポイントが表示さ

れます。  

SELECT SUBSTR(ruleset_name,1,36) ruleset, ruleset_option r_option, SUBSTR(fs_name,1,24) filesystem  

    FROM V$ASM_ACFS_SEC_RULESET; 

RULESET                              R_OPTION FILESYSTEM 

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

medRuleSet1                          ALL_TRUE /acfsmounts/acfs1 

medRuleSet2                          ALL_TRUE /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_Auditor               ALL_TRUE /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_AuditManager          ALL_TRUE /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_AuditMgr_Auditor      ANY_TRUE /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_AlwaysDeny            ANY_TRUE /acfsmounts/acfs1

例12-5 V$ASM_ACFS_SEC_RULESET_RULEによるセキュリティ・ルールセット情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFS_SEC_RULESET_RULEビューから表示される情報を示しています。  

SELECT SUBSTR(ruleset_name,1,36) ruleset, substr(rule_name,1,24) rule,  

    SUBSTR(fs_name,1,36) filesystem FROM V$ASM_ACFS_SEC_RULESET_RULE; 

  

RULESET                              RULE                     FILESYSTEM 

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

medRuleSet1                          medHistRule1a            /acfsmounts/acfs1 

medRuleSet1                          medHistRule1b            /acfsmounts/acfs1 

medRuleSet2                          medHistRule1c            /acfsmounts/acfs1 

medRuleSet2                          medHistRule1d            /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_Auditor               SYSTEM_RULE_Auditor      /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_AuditManager          SYSTEM_RULE_AuditManager /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_AuditMgr_Auditor      SYSTEM_RULE_Auditor      /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_AuditMgr_Auditor      SYSTEM_RULE_AuditManager /acfsmounts/acfs1 

SYSTEM_RULESET_AlwaysDeny            SYSTEM_RULE_Always       /acfsmounts/acfs1

例12-6 V$ASM_ACFSSNAPSHOTSによるスナップショット情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFSSNAPSHOTSビューから表示される情報を示しています。FS_NAME列には、マウント・ポイントが表示されま

す。VOL_DEVICEには、Oracle ADVMデバイスの名前が表示されます。  

SELECT SUBSTR(FS_NAME,1,24) FILESYSTEM, SUBSTR(VOL_DEVICE,1,22) DEVICE,  

  SUBSTR(SNAP_NAME,1,12) SNAPSHOT, CREATE_TIME TIME, SUBSTR(PARENT,1,10) PARENT,  

  SUBSTR(TYPE,1,4) TYPE FROM V$ASM_ACFSSNAPSHOTS;  
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FILESYSTEM               DEVICE                 SNAPSHOT     TIME      PARENT     TY 

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

/acfsmounts/acfs1        /dev/asm/volume1-229   snaprw       13-MAR-12 NULL       RW 

/acfsmounts/acfs1        /dev/asm/volume1-229   snaprw_child 13-MAR-12 snaprw     RW 

/acfsmounts/acfs2        /dev/asm/volume2-321   snapro       13-MAR-12 NULL       RO

例12-7 V$ASM_ACFSVOLUMESによるボリューム情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFSVOLUMESビューから表示される情報を示しています。PRIMARY_VOL列には、ボリュームがファイル・システ

ムのプライマリ・ボリュームである場合、TRUEと表示されます。  

SELECT fs_name, vol_device, primary_vol, total_mb, free_mb FROM V$ASM_ACFSVOLUMES; 

FS_NAME            VOL_DEVICE             PRIMARY_VOL   TOTAL_MB  FREE_MB 

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

/acfsmounts/acfs1  /dev/asm/volume1-228   TRUE            1024000 578626.522 

/acfsmounts/acfs2  /dev/asm/volume2-375   TRUE            1024000 685761.463 

...

例12-8 V$ASM_FILESYSTEMによるボリューム情報の表示 

この例は、V$ASM_FILESYSTEMビューから表示される情報を示しています。  

STATE列には、ファイル・システムのステータス(AVAILABLEまたはOFFLINE)が表示されます。オフライン・ファイル・システムは、ディ

スマウントしかできません。アクセス時にその他の操作を試みるとエラーが発生します。オフラインとは、Oracle ASMインスタンス

が停止中、ディスク・グループが強制的にディスマウントされた、または、あまり一般的ではありませんが、メタデータI/O障害が発

生したか、重大なメタデータ破損が検出されたかのいずれかを意味します。メタデータI/O障害の場合、ファイル・システムにも破

損としてマークが付けられます。  

CORRUPT列には、ファイル・システムでfsckまたはacfschkdskコマンドを実行する必要があるかどうかが表示されます。  

SELECT fs_name, available_time, block_size, state, corrupt FROM V$ASM_FILESYSTEM; 

FS_NAME                    AVAILABLE BLOCK_SIZE STATE         CORRUPT 

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

/acfsmounts/acfs1          19-JUL-09          4 AVAILABLE     FALSE 

/acfsmounts/acfs2          19-JUL-09          4 AVAILABLE     FALSE

例12-9 V$ASM_VOLUMEによるボリューム情報の表示 

この例は、DATAディスク・グループに含まれるボリュームについて、V$ASM_VOLUMEビューから表示される情報を示しています。  

SELECT dg.name AS diskgroup, v.volume_name, v.volume_device, v.mountpath  

    FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_VOLUME v  

    WHERE dg.group_number = v.group_number and dg.name = 'DATA'; 

DISKGROUP        VOLUME_NAME       VOLUME_DEVICE           MOUNTPATH 

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

DATA             VOLUME1           /dev/asm/volume1-228    /acfsmounts/acfs1 

DATA             VOLUME2           /dev/asm/volume2-375    /acfsmounts/acfs2

例12-10 V$ASM_VOLUME_STATによるボリューム情報の表示 

この例は、DATAディスク・グループに含まれるボリュームについて、V$ASM_VOLUME_STATビューから表示される情報を示しています。

BYTES_READ列には、ボリュームの合計読取りバイト数が表示されます。BYTES_WRITTEN列には、ボリュームの合計書込みバイ

ト数が表示されます。  
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SELECT dg.name AS diskgroup, v.volume_name, v.bytes_read, v.bytes_written 

    FROM V$ASM_DISKGROUP dg, V$ASM_VOLUME_STAT v  

    WHERE dg.group_number = v.group_number and dg.name = 'DATA'; 

DISKGROUP                      VOLUME_NAME                    BYTES_READ  BYTES_WRITTEN 

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

DATA                           VOLUME1                        12370105856      43510272 

DATA                           VOLUME2                            2685728      32201504

例12-11 V$ASM_ACFSTAGによるタグ名情報の表示 

この例は、V$ASM_ACFSTAGビューから表示される/acfsmounts/acfs1ファイル・システムのタグ名を示しています。  

SELECT SUBSTR(TAG_NAME,1,8) TAG_NAME, SUBSTR(FS_NAME,1,20) FS_NAME,  

     SUBSTR(PATH_NAME,1,42) PATH_NAME FROM V$ASM_ACFSTAG WHERE TAG_NAME='tag5'; 

TAG_NAME FS_NAME               PATH_NAME 

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

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1/d1/d2/d3/d4/d5/f6 

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1/d1/d2/d3/d4/d5 

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1/d1/d2/d3/d4 

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1/d1/d2/d3 

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1/d1/d2 

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1/d1 

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1/f1 

tag5     /acfsmounts/acfs1     /acfsmounts/acfs1

 

関連項目: 

Oracle ACFS動的ビューの詳細は、Oracle Databaseリファレンスを参照してください  

Oracle ACFSによるOracle Databaseファイル・マッピング・ビューのサポー

ト 

Oracle ACFSは、Oracle ASMデバイス・レベルへのOracle Databaseファイル・マッピング・ビューをサポートしています。 

 

  
 

ノート: 

この機能は、Oracle Database 12c リリース 1 (12.1.0.2)以降で使用可能で

す。 

次のデータベース・マッピング・ビューがOracle ACFSによってサポートされています。  

 V$MAP_FILE 

 V$MAP_FILE_EXTENT 

 V$MAP_ELEMENT 

 V$MAP_FILE_IO_STACK 

これらのV$MAPビューは、プロシージャDBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALLを実行することによってのみリフレッシュされます。Oracle 

ACFSファイル・マッピング・インタフェースでは、外部のfmputlプロセスおよびそのサポート・ライブラリは使用されません。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN003
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ノート: 

 Oracle ACFS では、Windows での Oracle Database ファイル・マッピングのサポートは提供され

ません。 

 Oracle ACFS では、V$MAP_SUBELEMENT ビューのサポートは提供されません。  

V$MAPビューで問合せを実行する前に、FILE_MAPPINGの初期化がTRUEに設定されていることを確認し、その後

DBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALLプロシージャを実行して、データベースに関連するI/Oサブシステム全体のマッピング情報を作成

します。たとえば、SYSDBAでデータベース・インスタンスに接続し、次を実行します。  

SQL> ALTER SYSTEM SET file_mapping=true; 

SQL> EXEC DBMS_STORAGE_MAP.MAP_ALL(10000); 

例12-12から例12-15のSQL文は、Oracleデータベース・インスタンスから実行します。 

例12-12 V$MAP_ELEMENTによるOracle ASM情報の表示 

この例は、V$MAP_ELEMENTビューの情報を示しています。  

SQL> SELECT ELEM_NAME, ELEM_IDX, ELEM_TYPE, ELEM_SIZE, ELEM_DESCR  

       FROM V$MAP_ELEMENT; 

ELEM_NAME      ELEM_IDX ELEM_TYPE   ELEM_SIZE ELEM_DESCR 

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

+/dev/xvdd1           0 ASMDISK     117184512 TEST_0001 

+/dev/xvdc1           1 ASMDISK     117184512 TEST_0000 

例12-13 V$MAP_FILEによるOracle ACFSデータ・ファイル情報の表示 

この例は、V$MAP_FILEビューの情報を示しています。  

SQL> SELECT FILE_NAME, FILE_MAP_IDX, FILE_TYPE, FILE_STRUCTURE, FILE_SIZE,  

      FILE_NEXTS FROM V$MAP_FILE WHERE REGEXP_LIKE(FILE_NAME, '*users01.dbf'); 

FILE_NAME                 FILE_MAP_IDX FILE_TYPE FILE_STRU FILE_SIZE FILE_NEXTS 

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

/dbdata1/orcl/users01.dbf            4 DATAFILE  FILE          10256         41

例12-14 V$MAP_FILE_EXTENTによる要素とファイルのオフセット情報の表示 

この例は、V$MAP_FILE_EXTENTによる各エクステントの要素オフセットとファイル・オフセット情報の対比を示しており、

FILE_MAP_IDXは4であり、これは/dbdata/orcl/users01.dbfファイルのファイル・マップ索引です。  

SQL> SELECT FILE_MAP_IDX, EXT_NUM, EXT_ELEM_OFF, EXT_SIZE, EXT_FILE_OFF,  

       EXT_TYPE, ELEM_IDX FROM V$MAP_FILE_EXTENT WHERE FILE_MAP_IDX=4;  

FILE_MAP_IDX    EXT_NUM EXT_ELEM_OFF   EXT_SIZE EXT_FILE_OFF EXT_TY   ELEM_IDX 

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

           4          0     58105664        192            0 DATA            0 

           4          1     58154752        256          192 DATA            1 

           4          2     58089472        256          448 DATA            0 

... 

           4         39     58140928        256         9920 DATA            1 

           4         40     58108160         88        10176 DATA            0 
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41 rows selected. 

例12-15 V$MAP_FILE_IO_STACKによるエクステント情報の表示 

この例は、V$MAP_FILE_IO_STACKの情報を示しており、FILE_MAP_IDXは4です。V$MAP_FILE_IO_STACKビューは、

V$MAP_FILE_EXTENTと類似していますが、同じデバイスまたは要素上にあり、サイズが同じの隣接するエクステントがグループ化

されます。  

SQL> SELECT FILE_MAP_IDX, ELEM_IDX, CU_SIZE,STRIDE, NUM_CU,ELEM_OFFSET,  

       FILE_OFFSET FROM V$MAP_FILE_IO_STACK WHERE FILE_MAP_IDX=4; 

FILE_MAP_IDX   ELEM_IDX    CU_SIZE     STRIDE     NUM_CU ELEM_OFFSET FILE_OFFSET 

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

           4          0        256       1024         10    58089472 448 

           4          0        192          0          1    58105664 0 

           4          0        256       1024          9    58105856 960 

           4          0         88          0          1    58108160 10176 

           4          1        256       1024         10    58138624 704 

           4          1        256       1024         10    58154752 192 

6 rows selected. 

 

関連項目: 

 Oracle ASMファイルへのファイル・マッピングの詳細は、「Oracle ASMファイルのOracle Databaseファイル・マッピン

グ」  

 Oracle Databaseファイル・マッピング・インタフェースの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』  

 V$MAPビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN11442
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN-GUID-B200B2D6-08D4-49B0-9FD9-8AF6AED37202
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13 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFS

の管理  

Oracle Enterprise Manager Cloud Controlは、Oracle Automatic Storage Management Cluster File 

System (Oracle ACFS)の管理用ツールを提供します。 

この章では、Oracle Enterprise Manager Cloud Controlを使用してOracle Automatic Storage Management 

Cluster File System (Oracle ACFS)を管理する方法について説明します。 

すべてのOracle ASM管理タスクは、Oracle Enterprise Manager Cloud ControlのOracle Automatic Storage 

Managementの「ホーム」ページから始まります。  

 

  
 

ノート: 

Oracle Flex ASM 構成のノードにある Oracle ACFS ファイル・システムまたはボリュームを管理または監視する

には、ローカル Oracle ASM インスタンスではなく、Oracle ASM プロキシ・インスタンスに接続する必要がありま

す。  

この章のトピックは、次のとおりです: 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSファイル・システムおよびボリュームの管理 

 Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSスナップショットの管理 

 Oracle Enterprise Managerによるセキュリティ機能の管理 

 Oracle Enterprise Managerによる暗号化機能の管理 

 Oracle Enterprise Managerによるタグ付け機能の管理 

 

関連項目: 

 Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」  

 コマンドライン・ツールを使用したOracle ACFSファイル・システムの管理の詳細は、「コマンドライン・ツールによる

Oracle ACFSの管理」  

 Oracle ACFSファイル・システムを作成する基本ステップは、「Oracle ACFSシステムを管理するための基本ステップ」  

 Oracle Flex ASMの詳細は、「Oracle Flex ASMの管理」  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSファイル・システムおよ

びボリュームの管理 

この項では、Oracle Enterprise Manager Cloud Controlを使用してOracle ACFSのファイル・システムおよびボリュー
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ム・システムを管理する方法について説明します。 

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle ACFSのファイル・システムおよびボリュームの作成 

 Oracle ACFSのボリュームおよびファイル・システムの表示と変更 

Oracle ACFSファイル・システムおよびボリュームの詳細は、「Oracle ACFSについて」を参照してください。  

 

関連項目: 

『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』 

Oracle ACFSのファイル・システムおよびボリュームの作成 

Oracle ACFSボリュームを作成するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページから「ディスク・グループ」ページにアクセスします。  

2. 「ディスク・グループ」ページの 「一般」タブで「ボリューム」リンクをクリックします。  

3. 「ディスク・グループ」ページの「ボリューム」 タブで、「作成」をクリックします。  

「ASMボリュームの作成」ページが表示されます。  

ボリューム名、そのボリュームが含まれるディスク・グループ名およびそのボリュームの初期サイズを入力します。  

また、ボリュームの冗長性設定およびプライマリ・エクテントおよびミラー・エクステントのリージョン設定も選択できます。  

ディスク・グループ内のボリュームにOracle ACFSファイル・システムを作成するには、次のステップを実行します。 

1. 「ディスク・グループ」ページの 「ボリューム」タブにアクセスします。  

2. ディスク・グループで既存のボリュームを選択し、「ASMクラスタ・ファイル・システムの作成」をクリックします。  

ディスク・グループの互換性パラメータCOMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.ADVMは、11.2以上に設定する必要があり

ます。  

3. 「ASMクラスタ・ファイル・システムの作成」ページで、ファイル・システムを作成するための情報を入力します。必要に応じ

て、ファイル・システムを登録およびマウントできます。  

ボリューム名を入力する必要があります。ボリューム・ラベルを必要に応じて入力できます。 

必要に応じて、ファイル・システムの作成時に登録およびマウントを選択できます。使用可能なディレクトリからマウント・

ポイントを選択します。  

画面に指示が表示されたら、コマンドの実行に必要なホスト資格証明を入力します。ファイル・システムを登録またはマ

ウントするには、root権限または管理者権限が必要です。 

ディレクトリを選択したら、「コマンドの表示」をクリックして、オペレーティング・システムのプロンプトで実行できるコマンドを

生成します。Linuxシステムでのコマンド例を次に示します。  

/sbin/mkfs -t acfs -b 4k /dev/asm/volume1-361 

/sbin/acfsutil registry -f -a /dev/asm/volume1-361 /oracle/acfsmounts/acfs2 

/bin/mount -t acfs -rw /dev/asm/volume1-361 /oracle/acfsmounts/acfs2 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=EMADM-GUID-5BA58E51-3D84-4591-B8CD-AA91B3C00373
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また、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブで、Oracle ACFSファイル・システムを登録またはマウントするためのコマン

ドも生成できます。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」  

 冗長性設定の詳細は、「ミラー化、冗長性および障害グループ・オプション」  

 ASMCMD volcreateコマンドを使用したボリューム作成の詳細は、「ASMCMDボリューム管理コマンド」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性属性」  

 レジストリ・プロセスの詳細は、「Oracle ACFSマウント・レジストリについて」  

Oracle ACFSのボリュームおよびファイル・システムの表示と変更 

Oracle ACFSのファイル・システムに関する情報を表示および変更するには、ASMの「ホーム」ページの「ASMクラスタ・ファイ

ル・システム」リンクをクリックします。  

Oracle Enterprise Managerの「ASMクラスタ・ファイルシステム」タブには、Oracle ASMインスタンスに関連付けられている

すべてのOracle ACFSが一覧表示されます。  

このページでは、選択したファイル・システムのマウント、ディスマウント、削除、スナップショット作成、内容表示、登録および登録

解除を選択できます。また、ファイル・システムの作成、全ファイル・システムのマウントまたはディスマウントができます。  

Oracle ACFSごとに、マウント・ポイント、可用性、状態、スナップショット、使用率(%)、使用量(GB)、サイズ(GB)、割当て

済領域、冗長性、ボリュームおよびディスク・グループに関する情報が各列に表示されます。「冗長性」列、「ボリューム」列および

「ディスク・グループ」列は、ページの右端にあるため、図には示されていません。マウント・ポイント、スナップショット、ボリュームおよ

びディスク・グループのリンクがあり、詳細を表示できます。  

特定のボリュームに関する情報を表示するには、「ASMクラスタ・ファイルシステム」ページの「ボリューム」列でボリューム名をクリッ

クして、ASMの「ボリューム」ページの「一般」タブを表示します。  

ファイル・システムに関する情報を表示するには、「ASMクラスタ・ファイル・システム」ページの「マウント・ポイント」列でリンクをク

リックします。  

Oracle ACFSのディスク・グループに関する情報を表示するには、「ASMクラスタ・ファイルシステム」ページの「ディスク・グループ」 

列でディスク・グループ名をクリックします。「ディスク・グループ」ページの「一般」タブが表示されます。  

ディスク・グループ内のボリュームに関する情報を表示するには、 「ディスク・グループ」ページの上部にある「ボリューム」タブをクリッ

クします。  

Oracle Enterprise ManagerによるOracle ACFSスナップショットの管

理 

この項では、Oracle Enterprise Managerを使用してスナップショットを管理する方法について説明します。 



475 

 スナップショットの作成、変更および表示 

 読取り専用と読取り-書込み間のスナップショットの変換 

 既存のスナップショットからの子スナップショットの作成 

Oracle ACFSスナップショットの詳細は、「Oracle ACFSスナップショットについて」を参照してください。  

スナップショットの作成、変更および表示 

既存のスナップショットに関する情報を表示および変更したり、ファイル・システムのスナップショットを作成するには、次のステップを

実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで「ASMクラスタ・ファイルシステム」タブをクリックします。  

2. 「マウント・ポイント」列でマウント・ポイントのリンクをクリックします。  

3. 「スナップショット」タブをクリックします。  

オプションで、「ASMクラスタ・ファイルシステム」ページの「スナップショット」列で既存のスナップショットの番号リンクをクリックし、「ス

ナップショット」 ページを表示できます。  

「スナップショット」ページで、スナップショットを作成したり、特定のスナップショットを検索および表示できます。スナップショットを検

索するには、検索フィールドにオプションのワイルドカード文字とともに名前を入力し、「検索」をクリックします。  

スナップショットを作成するには、次のステップを実行します。 

1. 「スナップショット」ページで「作成」をクリックします。  

2. 「スナップショットの作成」ページで情報を入力します。  

デフォルトのスナップショット名を受け入れるか、名前を指定します。必要に応じて、最も古いスナップショットの削除を選

択できます。  

3. 画面への入力を完了したら、「OK」をクリックしてコマンドを実行するか、「コマンドの表示」をクリックして生成されたコマ

ンドを表示します。  

スナップショットの作成用に生成されるコマンドの例を次に示します。 

/sbin/acfsutil snap create "snapshot_20090702_142135" /oracle/acfsmounts/acfs1 

生成されたコマンドを実行するには、ホスト・コンピュータに対する適切な権限が必要です。Oracle Enterprise 

Managerにホスト資格証明が設定されていない場合、入力するように要求されます。  

「スナップショットの作成」ページからTelnetセッションを開いて、生成されたオペレーティング・システム・コマンドを手動で

入力することもできます。  

スナップショット・ディレクトリをドリルダウンするには、「スナップショット」ページでスナップショット名をクリックし、「検索と表示: ディレ

クトリ」ページを表示します。  

読取り専用と読取り-書込み間のスナップショットの変換 

スナップショットの編集を使用して、スナップショット属性を「読取り専用」と「読取り/書込み」との間で変換できます。スナップ

ショットを編集するには、次のステップを実行します。 
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1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。  

2. スナップショットを編集するファイルまたはディレクトリをクリックします。 

ASMクラスタ・ファイル・システム・ページが表示されます。 

3. 「スナップショット」タブをクリックします。  

4. 編集するスナップショットを選択し、「編集」をクリックします。 

スナップショット・ページが表示されます。 

5. 属性を変更します。「読取り専用」または「読取り/書込み」を選択できます。  

6. 「OK」をクリックします。  

既存のスナップショットからの子スナップショットの作成 

スナップショット操作の「子の作成」により、既存のOracle ACFSのスナップショットのPoint-in-Timeコピーが作成されます。今

後、親スナップショットを変更しても、子スナップショットには継承されません。既存のスナップショットの子スナップショットを作成す

るには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。  

2. 子スナップショットを作成するファイルまたはディレクトリのマウント・ポイントをクリックします。 

ASMクラスタ・ファイル・システム・ページが表示されます。 

3. 「スナップショット」タブをクリックします。  

4. 子スナップショットを作成する親スナップショットを選択し、「子の作成」をクリックします。 

ASMクラスタ・ファイル・システムでの子スナップショットの作成ページが表示されます。 

5. 「スナップショット名」フィールドには自動的にデフォルトの子スナップショット名が移入されます。この名前は指定した名前

で置き換えることができます。  

6. 属性を「読取り専用」または「読取り/書込み」に設定します。  

7. オプションで、削除オプションをオンにすることで、最も古いスナップショットを削除するオプションをオンにすることができます。

Oracle Enterprise Managerでは、上限に到達する前に、残りのスナップショットの数が表形式で示されます。  

8. 「OK」をクリックして、子スナップショットを作成します。 

「スナップショット」タブに戻り、新しいスナップショットがその親の名前とともに表にリストされているのを確認できます。 

Oracle Enterprise Managerによるセキュリティ機能の管理 

この項では、Oracle Enterprise Managerを使用してセキュリティを管理する方法について説明します。 

 Oracle ACFSセキュリティの初期化 

 セキュリティのためのOracle ACFSの準備 

 Oracle ACFSセキュリティの取消 

 Oracle ACFSでのセキュリティの有効化 

 Oracle ACFSでのセキュリティの無効化 
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 セキュリティ・ステータスの表示 

 Oracle ACFSセキュリティ管理者の追加 

 Oracle ACFSセキュリティ管理者パスワードの変更 

 Oracle ACFSセキュリティ管理者の削除 

 Oracle ACFSセキュリティ管理者の表示 

 ルールの作成 

 ルールのクローニング 

 ルールの編集 

 ルールの削除 

 ルールの表示および検索 

 ルールセットの作成 

 ルールセットのクローニング 

 ルールセットの編集 

 ルールセットの削除 

 ルールセットの表示および検索 

 レルムの作成 

 レルムのクローニング 

 オブジェクトのレルムへの追加 

 オブジェクトのレルムからの削除 

 レルムの削除 

 レルムの表示 

Oracle ACFSセキュリティの詳細は、「Oracle ACFSセキュリティ」を参照してください。  

Oracle ACFSセキュリティの初期化 

Oracle ACFSセキュリティでは、統合されたセキュリティ・インフラストラクチャが提供され、ファイル・システム・オブジェクトにアクセ

スするためのセキュリティ・ポリシーやグループを定義できます。Oracle ACFS暗号化により、暗号化された形式でデータをディス

クに格納できます。Oracle ACFSセキュリティを初期化するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. リスト内のマウント・ポイントをクリックします。 

3. 「セキュリティ/暗号化」をクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。  
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4. 「セキュリティ構成」セクションの「セキュリティ」で、「構成」、「ルール」、「ルールセット」および「レルム」をクリックし、各種オ

プションを表示できます。  

5. Oracle ACFSセキュリティがクラスタで初期化されていない場合、このページに「セキュリティの初期化」ボタンが表示さ

れます。このボタンをクリックして、Oracle ACFSセキュリティを初期化します。この操作は、クラスタ内で1回のみ実行す

る必要があります。このページで、ファイル・システムにセキュリティを準備することもできます。  

セキュリティのためのOracle ACFSの準備 

セキュリティのためにOracle ACFSを準備するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. セキュリティを準備するファイル・システムの「マウント・ポイント」をクリックします。  

そのマウント・ポイントに対するASMクラスタ・ファイル・システム・ページが表示されます。 

3. 「セキュリティ/暗号化」をクリックし、「セキュリティ概要」セクションを表示します。このページでは、現在のファイル・システ

ムのセキュリティの詳細を表示します。  

4. 「アクション」メニューから「セキュリティの準備」をクリックします。  

Oracle ACFSセキュリティの取消 

Oracle ACFSセキュリティの準備を元に戻すには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. セキュリティの準備を解除するファイル・システムの「マウント・ポイント」をクリックします。  

そのマウント・ポイントに対するASMクラスタ・ファイル・システム・ページが表示されます。 

3. 「セキュリティ/暗号化」をクリックし、「セキュリティ概要」セクションを表示します。このページでは、現在のファイル・システ

ムのセキュリティの詳細を表示します。  

4. 「アクション」メニューから「セキュリティの準備解除」をクリックします。  

Oracle ACFSでのセキュリティの有効化 

Oracle ACFSでセキュリティを有効化するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. セキュリティを有効化するファイル・システムの「マウント・ポイント」をクリックします。  
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そのマウント・ポイントに対するASMクラスタ・ファイル・システム・ページが表示されます。 

3. 「セキュリティ/暗号化」をクリックし、「セキュリティ概要」セクションを表示します。このページでは、現在のファイル・システ

ムのセキュリティの詳細を表示します。  

4. 「アクション」メニューから「セキュリティの有効化」をクリックします。  

Oracle ACFSでのセキュリティの無効化 

Oracle ACFSでセキュリティを無効化するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. セキュリティを無効化するファイル・システムの「マウント・ポイント」をクリックします。  

そのマウント・ポイントに対するASMクラスタ・ファイル・システム・ページが表示されます。 

3. 「セキュリティ/暗号化」をクリックし、「セキュリティ概要」セクションを表示します。このページでは、現在のファイル・システ

ムのセキュリティの詳細を表示します。  

4. 「アクション」メニューから「セキュリティの無効化」をクリックします。  

セキュリティ・ステータスの表示 

セキュリティ・ステータスを表示するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「セキュリティおよび暗号化の表示」をクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。 

このセクションには、マウント・ポイントと、それぞれのセキュリティおよび暗号化の設定が表示されます。 

Oracle ACFSセキュリティ管理者の追加 

Oracle ACFSセキュリティ管理者を追加するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「セキュリティおよび暗号化の表示」をクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。  

3. このクラスタのOracle ACFSセキュリティ管理者のリストが表示されます。「作成」ボタンをクリックします。管理者の作

成ページが表示されます。  

4. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  
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Oracle ACFSセキュリティ管理者パスワードの変更 

Oracle ACFSセキュリティ管理者パスワードを変更するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「セキュリティおよび暗号化の表示」をクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。  

3. このクラスタのOracle ACFSセキュリティ管理者のリストが表示されます。セキュリティ管理者を選択し、「パスワードの

変更」ボタンをクリックします。管理者パスワードの変更ページが表示されます。  

4. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  

Oracle ACFSセキュリティ管理者の削除 

Oracle ACFSセキュリティ管理者を削除するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「セキュリティおよび暗号化の表示」をクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。  

3. このクラスタのOracle ACFSセキュリティ管理者のリストが表示されます。「削除」ボタンをクリックします。  

Oracle ACFSセキュリティ管理者の表示 

Oracle ACFSセキュリティ管理者を表示するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「セキュリティおよび暗号化の表示」をクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。  

3. このクラスタのOracle ACFSセキュリティ管理者のリストが表示されます。  

ルールの作成 

ファイル・システムでルールを作成し、それを1つ以上のルールセットに追加でき、その後、それをOracle ACFSレルムに適用でき

ます。ルールは同じファイル・システム内またはファイル・システム間でクローニングすることもできます。 

ルールを作成するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 
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Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルール」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールのリストが表示されます。 

5. 「作成」をクリックします。使用可能なルール・オプションを含むルールの作成ページが表示されます。  

6. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  

ルールのクローニング 

ルールは同じマウント・ポイント内またはマウント・ポイント間でクローニングできます。ルールをクローニングするには、次のステップを

実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルール」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールのリストが表示されます。 

5. 「クローン」をクリックします。使用可能なルール・オプションを含むルールのクローニング・ページが表示されます。  

6. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  

ルールの編集 

既存のルールの値およびオプションを変更できます。ルール・タイプは変更できません。ルールを編集するには、次のステップを実

行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルール」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールのリストが表示されます。 

5. ルールを選択し、「編集」をクリックします。  

6. 入力の詳細を編集し、「OK」をクリックします。  
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ルールの削除 

レルムでセキュリティの施行に使用できなくなるように、ルールを削除できます。ルールを削除するには、次のステップに従います。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルール」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールのリストが表示されます。 

5. ルールを選択し、「ルールの削除」ボタンをクリックします。  

ルールの表示および検索 

各ルールの詳細を含む、マウント・ポイントでのルールのリストを、表示または検索できます。ルールを検索および表示するには、

次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルール」をクリックします。  

ファイル・システム内のルールのリストが表示されます。 

ルールセットの作成 

レルム認可用のコマンド・ルールに関連付けることができる、1つまたは複数のルールの集合体であるルールセットを作成できます。

ルール・セットは、ルール・セットに含まれる各ルールの評価と評価タイプ(「すべてTrue」または「いずれかTrue」)に基づいて、

TrueまたはFalseに評価されます。ルールセットはOracle ACFSセキュリティ・レルムに直接適用できません。必ずコマンド・ルー

ルに関連付けられ、その後でセキュリティを施行するレルムに適用されます。ルールセットを作成するには、次のステップを実行し

ます。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  
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4. 「セキュリティ」セクションで「ルールセット」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールセットのリストが表示されます。 

5. 「作成」をクリックします。使用可能なルールセット・オプションを含むルールセットの作成ページが表示されます。  

6. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  

ルールセットのクローニング 

ルールセットは同じマウント・ポイント内またはマウント・ポイント間でクローニングできます。ルールセットをクローニングするには、次

のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルールセット」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールセットのリストが表示されます。 

5. クローニングするルールセットをクリックし、「クローン」をクリックします。使用可能なルールセット・オプションを含むルール

セットのクローニング・ページが表示されます。  

6. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  

ルールセットの編集 

ルールをルールセットに追加する、またはルールセットから削除することができます。さらに、ルールセット・オプションを編集できます。

ルールセットを編集するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルールセット」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールセットのリストが表示されます。 

5. ルールセットを選択し、「編集」をクリックします。すべてのルールセット値を含むルールセットの編集ページが表示されます。  

6. ルールセットの詳細を編集し、「OK」をクリックします。  

ルールセットの削除 

削除されたルールセットは、レルムでセキュリティの施行に使用できなくなります。ルールセットを削除するには、次のステップを実

行します。 
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1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルールセット」をクリックします。 

マウント・ポイントでのルールセットのリストが表示されます。 

5. ルールセットを選択し、「削除」をクリックします。  

ルールセットの表示および検索 

ルール・セットは、レルム認可用のコマンド・ルールに関連付けることができる、1つまたは複数のルールの集合体です。ルール・

セットは、ルール・セットに含まれる各ルールの評価と評価タイプ(「すべてTrue」または「いずれかTrue」)に基づいて、Trueまた

はFalseに評価されます。Enterprise Managerでは、各ルールセットの詳細を含む、Oracle ACFSマウント・ポイントで適

用されるルールセットのリストを、表示または検索できます。ルールセットを検索および表示するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「ルールセット」をクリックします。  

ファイル・システム内のルールセットのリストが表示されます。 

レルムの作成 

Oracle ACFSセキュリティ・レルムは、ファイル・システム・オブジェクトを機能グループに分類する機能を提供して、これらのオブ

ジェクトに格納されたデータに対するファイン・グレインのアクセス制御を可能にします。 

レルムはファイル・システム・レベルで作成されます。レルム内のファイル・オブジェクトにセキュリティを施行するには、そのレルムに適

用されるコマンド・ルールに、ルールセットを関連付けます。 

レルムを作成するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  
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4. 「セキュリティ」セクションで「レルム」をクリックします。  

5. 「作成」をクリックします。使用可能なレルム・オプションを含むレルムの作成ウィザードが表示されます。  

6. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  

レルムのクローニング 

レルムのクローニングは、クローニングされるレルムを構成するすべてのオブジェクトを含む新しいレルムを作成します。レルムをク

ローニングするには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「レルム」をクリックします。マウント・ポイントでのレルムのリストが表示されます。  

5. レルムを選択し、「レルムのクローニング」をクリックします。使用可能なレルム・オプションを含む「レルムのクローニング」

ページが表示されます。レルムは同じマウント・ポイント内(別の名前を使用)またはマウント・ポイント間でクローニングで

きます。ユーザー、グループ、暗号化などのプロパティを選択して、クローニングされたレルムに伝播することができます。  

6. 詳細を入力し、「OK」をクリックします。  

オブジェクトのレルムへの追加 

レルムが作成されると、オブジェクトをレルムに追加できます。オブジェクトをレルムに追加するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. オブジェクトを追加するレルムを含む「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle 

ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「レルム」をクリックします。マウント・ポイントでのレルムのリストが表示されます。  

5. レルムを選択し、「編集」ボタンをクリックします。レルムの編集ウィザードが表示されます。  

6. 「次へ」をクリックして「レルム・オブジェクト」ページに移動し、そこで「追加」をクリックしてオブジェクトをレルムに追加できま

す。  

7. 「終了」をクリックします。  

オブジェクトのレルムからの削除 

レルムから様々なオブジェクトを削除できます。ファイルまたはディレクトリをレルムから削除すると、レルムで施行されるセキュリティ

または暗号化の対象にならなくなります。コマンド・ルールをレルムから削除すると、レルムでセキュリティを施行している間は評価

されなくなります。コマンド・ルールは依然として他のレルムでの使用のために存在し続けます。暗号化オブジェクトが削除されると、

レルムでの暗号化は無効化され、レルム内のすべての暗号化されたファイルは復号化されることになります。 
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オブジェクトをレルムから削除するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. オブジェクトを削除するレルムを含む「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle 

ACFSの「ホーム」ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「レルム」をクリックします。マウント・ポイントでのレルムのリストが表示されます。  

5. レルムを選択し、「編集」ボタンをクリックします。レルムの編集ウィザードが表示されます。  

6. 「次へ」をクリックして「レルム・オブジェクト」ページに移動し、そこで「削除」をクリックしてオブジェクトをレルムから削除でき

ます。  

7. 「終了」をクリックします。  

レルムの削除 

ファイル・システムのあるホストの名前を指定します。レルムが削除されると、レルムに含まれていたすべてのオブジェクトへのアクセ

スは、レルムに追加される前の状態に戻されます。これらのオブジェクトはレルムで有効化されていたセキュリティおよび暗号化の

対象にならなくなります。 

レルムを削除するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 削除するレルムを含む「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」

ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「セキュリティ」セクションで「レルム」をクリックします。マウント・ポイントでのレルムのリストが表示されます。  

5. 削除するレルムを選択し、「削除」をクリックします。  

レルムの表示 

レルムを表示するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 表示するレルムを含む「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」

ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  
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4. 「セキュリティ」セクションで「レルム」をクリックします。ファイル・システム内のレルムのリストが表示されます。  

Oracle Enterprise Managerによる暗号化機能の管理 

この項では、Oracle Enterprise Managerを使用して暗号化を管理する方法について説明します。 

 Oracle ACFS暗号化の初期化 

 Oracle ACFSでの暗号化用パラメータの有効化、無効化および設定 

 暗号化ステータスの表示 

Oracle ACFS暗号化の詳細は、「Oracle ACFS暗号化」を参照してください。  

Oracle ACFS暗号化の初期化 

Oracle ACFS暗号化を初期化するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. リスト内のマウント・ポイントをクリックします。 

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。  

4. 「暗号化構成」セクションで、「暗号化パラメータの設定解除」などの様々なオプションを指定できます。  

5. Oracle ACFS暗号化がクラスタで初期化されていない場合、「暗号化の初期化」ボタンが表示されます。このボタン

をクリックして、Oracle ACFS暗号化を初期化します。この操作は、クラスタ内で1回のみ実行する必要があります。  

Oracle ACFSでの暗号化用パラメータの有効化、無効化および設定 

Oracle ACFS暗号化用のパラメータを有効化、無効化または設定するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。  

2. 表示するレルムを含む「マウント・ポイント」をクリックします。このマウント・ポイントに対して、Oracle ACFSの「ホーム」

ページが表示されます。  

3. 「セキュリティ/暗号化」タブをクリックします。  

4. 「暗号化」の「構成」リンクをクリックして、「暗号化構成」セクションを表示します。  

暗号化ステータスの表示 

暗号化ステータスを表示するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  
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2. 「セキュリティおよび暗号化の表示」をクリックして、「セキュリティと暗号化」セクションを表示します。 

このセクションには、マウント・ポイントと、それぞれのセキュリティおよび暗号化の設定が表示されます。 

Oracle Enterprise Managerによるタグ付け機能の管理 

この項では、Oracle Enterprise Managerを使用してタグ付けを管理する方法について説明します。 

 Oracle ACFSでのタグの追加 

 Oracle ACFSでのタグの削除 

 Oracle ACFSでのタグの検索 

Oracle ACFSタグ付けの詳細は、「Oracle ACFSタグ付け」を参照してください。  

Oracle ACFSでのタグの追加 

単一のOracle ACFSファイル・システム内または複数のOracle ACFSファイル・システムにわたって存在するディレクトリおよび

ファイルに、タグを追加できます。タグ名を使用して、ファイルの整理、または検索やレプリケーションなどの操作を実行することがで

きます。  

「ASMクラスタ・ファイル・システム」ページの特定のファイルまたはディレクトリにタグを追加するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. タグを追加するファイルまたはディレクトリを選択し、「アクション」メニューの「タグの追加」をクリックしてから、「実行」をク

リックします。 

タグの追加ページが表示されます。 

3. 「タグ名」ボックスに、タグ名(またはカンマ区切りの名前のリスト)を追加します。オプションで、タグをサブディレクトリおよび

ファイルに再帰的に追加できるオプションをオンにできます。  

4. 「ディレクトリおよびファイル」セクションで、「ディレクトリの入力」ボックスにカンマ区切りのリストとしてディレクトリ・パスを直

接入力するか、または「ディレクトリの検索」を選択して、ASMクラスタ・ファイル・システムでディレクトリ・パスを検索しま

す。「追加」をクリックするとディレクトリ・パスを追加できます。  

5. 「OK」をクリックしてタグを追加します。  

Oracle ACFSでのタグの削除 

Oracle ACFSファイル・システムの特定のファイルまたはディレクトリのタグを削除できます。オプションで、削除操作をすべてのサ

ブディレクトリおよびファイルに繰り返し適用できます。  

タグを削除するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 
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Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. タグを削除するファイルまたはディレクトリを選択し、「アクション」メニューの「タグの削除」を選択してから、「実行」をクリッ

クします。 

タグの削除ページが表示されます。 

3. 「タグ名」ボックスに、削除するタグの名前を入力するか、または削除するタグ名のカンマ区切りのリストを指定します。オ

プションをオンにすることで、指定したディレクトリ・パスに存在するすべてのディレクトリおよびファイルから再帰的にタグを

削除できます。  

4. 「ディレクトリおよびファイル」セクションで、「ディレクトリの入力」を選択して、カンマ区切りのリストとしてディレクトリ・パスを

直接入力するか、または「ディレクトリの検索」を選択して、Oracle ACFSファイル・システム内でディレクトリ・パスを検

索します。異なるOracle ACFSファイル・システムから繰り返しディレクトリ・パスを追加するには、ファイル・システムを選

択し、「追加」をクリックします。  

5. 「OK」をクリックしてタグを削除します。  

Oracle ACFSでのタグの検索 

Oracle ACFSファイル・システムで選択したファイルおよびディレクトリからタグを検索できます。オプションで、この操作をすべての

サブディレクトリおよびファイルに繰り返し適用できます。Oracle ACFSファイル・システムの特定のファイルまたはディレクトリのタグ

を検索するには、次のステップを実行します。  

1. Oracle ASMの「ホーム」ページで、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを選択して、クラスタ・ファイル・システムでマ

ウント・ポイントを表示します。 

Oracle ASMの「ホーム」ページとページへのアクセス方法の詳細は、「Oracle Automatic Storage 

Managementホームページへのアクセス」を参照してください。  

2. 「アクション」メニューから「タグの検索」を選択してから、「実行」をクリックします。 

タグの検索ページが表示されます。 

3. 「検索基準」セクションで、「タグ名」ボックスにタグ名のカンマ区切りのリストを指定します。オプションをオンにすることで、

すべてのディレクトリおよびファイルのタグを再帰的に検索できます。  

4. 「ディレクトリおよびファイル」セクションで、「ディレクトリの入力」を選択して、カンマ区切りのリストとしてディレクトリ・パスを

入力するか、または「ディレクトリの検索」を選択して、Oracle ACFSファイル・システムを選択し、「追加」をクリックして、

異なるOracle ACFSファイル・システムから繰り返しディレクトリ・パスを追加します。  

5. 「検索」をクリックします。 

検索結果は、検索結果表に表示されます。  

6. 「戻る」をクリックして、Oracle ASMの「ホーム」ページに戻り、「ASMクラスタ・ファイル・システム」タブを表示します。  
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14 ASMCAによるOracle ACFSおよびOracle ADVMの

管理  

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)では、Oracle Automatic Storage Management Cluster 

File System (Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)の管理用ユーティリティを提

供します。 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)は、Oracle ASMインスタンス、Oracle ASMディスク・グループ、

Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(ADVM)ボリュームおよびOracle Automatic Storage Managementクラスタ・

ファイル・システム(Oracle ACFS)ファイル・システムのインストールと構成を支援します。さらに、ASMCAコマンドライン・インタ

フェースを使用できます。 

この章では、以下のトピックについて説明します。 

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するためのASMCA GUIツール 

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するためのASMCAコマンドライン・インタフェース 

ASMCAによるOracle ASMインスタンスおよびディスク・グループの管理の詳細は、「ASMCAによるOracle ASMの管理」を

参照してください。  

 

  
 

ノート: 

ASMCA 機能およびメニュー・オプションによっては、Oracle RAC 構成などの特定の環境でしか使用できないも

のがあります。特定の ASMCA ページの詳細は、「ヘルプ」ボタンで表示されるオンライン・ヘルプを参照してくださ

い。  

Oracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するためのASMCA GUIツール 

この項では、次の項目について説明します。 

 ASMCAによるOracle ADVMボリュームの管理 

 ASMCAによるOracle ACFSファイル・システムの管理 

 ASMCAによるOracle ACFSのセキュリティおよび暗号化の管理 

 データベース用のOracle ACFSファイル・システムの作成 

ASMCAによるOracle ADVMボリュームの管理 

 

  
 

ノート: 

データベース・ファイルの格納を目的とした Oracle ACFS ファイル・システムの Oracle ADVM ボリュームを作成す

る場合は、ASMCA ツールではなく ASMCMD volcreate コマンドまたは SQL ALTER DISKGROUP ADD VOLUME 
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SQL 文を使用して、列のストライプ化が 1 に設定されていることを確認します。  

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用すると、Oracle ADVMボリュームを作成または構成できます。 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントの画面で選択したボリュームを右クリックして、構成オプション・メニューを表示し

ます。  

メニューには、次を実行するためのオプションがあります。 

 無効なボリュームの有効化および有効なボリュームの無効化 

 ステータス詳細の表示 

 Oracle ACFSファイル・システムにマウントされていないボリュームのサイズの変更 

 ボリュームの削除 

ボリュームの作成、すべてのボリュームの有効化および無効化のオプションがあります。 

ボリュームを作成するダイアログを表示するには、「作成」をクリックします。ディスク・グループのリストから選択する既存のOracle 

ASMディスク・グループに、一意のボリューム名を指定する必要があります。また、ボリュームのサイズを指定する必要があります。

必要に応じて、冗長性レベルおよびストライプ化の特性を指定できる、ボリュームを作成するための拡張オプションの表示を選択

できます。  

Oracle ADVMボリュームを含むディスク・グループの互換性パラメータCOMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.ADVMは、11.2以

上に設定する必要があります。Oracle ACFSの暗号化、レプリケーション、セキュリティおよびタグ付けを使用するには、ファイ

ル・システムに作成したボリューム上のディスク・グループのASMおよびADVMの互換性属性が11.2.0.2以上に設定されていること

が必要です。  

AIX上にOracle ADVMボリュームを作成する前に、必要なユーザー認証が作成されていることを確認します。  

 

関連項目: 

 ALTER DISKGROUP ADD VOLUME文の詳細は、「ディスク・グループでのOracle ADVMボリュームの管理」  

 ボリューム作成時の拡張オプションの詳細は、「volcreate」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性属性」  

 AIXオペレーティング・システムでのOracle ADVMボリュームの作成の詳細は、「AIX環境用のOracle ACFSコマン

ドライン・ツール」  

 ASMCMD volcreateコマンドを使用したボリューム作成の詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」  

 Oracle ACFSの概要は、「Oracle ACFSおよびOracle ADVMの概要」  

ASMCAによるOracle ACFSファイル・システムの管理 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用すると、Oracle ACFSファイル・システムを作成または構成できます。  

既存のファイル・システムを構成するには、Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントの画面で選択したファイル・システム
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を右クリックし、構成オプション・メニューを表示します。 

メニューには、次を実行するためのオプションがあります。 

 ステータス詳細の表示 

 ファイル・システムのマウントおよびディスマウント 

 ファイル・システムのサイズ変更 

 ファイル・システムの削除 

 セキュリティ・コマンドの表示または実行 

 スナップショットの作成または削除 

ファイル・システムのマウントなど、一部のコマンドにはroot権限が必要です。ASMCAでは、rootとして、手動で実行するコマン

ドが生成されます。  

Oracle ACFSファイル・システムをWindows上で作成する場合、コンピュータの管理者でもあるWindowsドメイン・ユーザー

としてASMCAを実行します。 

「作成」、「すべてをマウント」、「すべてをディスマウント」および「セキュリティと暗号化」コマンドのボタンがあります。 

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタントを使用すると、Oracle ACFSファイル・システムを作成できます。  

「作成」を選択し、作成するOracle ACFSファイル・システムのタイプと既存のOracle ADVMボリュームをリストから選択します。

「マウント・ポイント」フィールドを指定します。マウント・ポイントには既存のディレクトリを指定する必要があります。ファイル・システ

ムは、使用可能にするためにマウントする必要があります。「自動マウント」オプションを有効化することを選択できます。「説明」

フィールドに、ファイル・システムの説明を指定することもできます。  

マウント・コマンドは、オペレーティング・システムのプロンプトで、rootまたはWindowsのAdministratorとして手動で実行する

必要があります。  

ファイル・システムのマウント・ポイントを指定します。  

 

関連項目: 

 WindowsでのOracle ACFSファイル・システムのマウントの詳細は、acfsmountvol  

 LinuxでのOracle ACFSファイル・システムのマウントの詳細は、mount  

 データベース・ホーム用のファイル・システム作成の詳細は、「データベース用のOracle ACFSファイル・システムの作成」  

 Oracle ACFSの詳細は、「Oracle ACFSおよびOracle ADVMの概要」  

 Oracle ACFSファイル・システムを作成する基本ステップの概要は、「Oracle ACFSシステムを管理するための基本ス

テップ」  

ASMCAによるOracle ACFSのセキュリティおよび暗号化の管理 

Oracle ASM Configuration Assistantにより、Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティと暗号化を構成できます。  
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Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティの構成の最初のステップとして、セキュリティ・システムを初期化する必要がありま

す。Oracle ACFSファイル・システムの暗号化の最初のステップとして、暗号化システムを初期化する必要があります。同じファ

イル・システムでOracle ACFSのセキュリティと暗号化の両方を使用する必要はありません。セキュリティと暗号化の両方を使

用する場合は、暗号化を初期化して設定してから、セキュリティ・レルムで暗号化を有効にする必要があります。 

表示されるダイアログで、セキュリティ管理者およびセキュリティ管理者のオペレーティング・システム・グループを指定するための情

報を入力します。パスワードで保護されたウォレットを作成することを選択できます。ダイアログの入力フィールドへの入力が完了

したら、「コマンドの表示」をクリックして、オペレーティング・システム・プロンプトでrootまたはAdministratorユーザーとして実行

する必要のあるコマンドを表示します。次に例を示します。  

# /sbin/acfsutil sec init -u grid -g asmadmin 

# /sbin/acfsutil encr init 

セキュリティが初期化されると、メニュー・オプションを使用してOracle ACFSファイル・システムのセキュリティおよび暗号化を管理

できます。  

メニューには、次を実行するためのオプションがあります。 

 暗号化の設定 

 暗号化の有効化および無効化 

 セキュリティの準備および有効化 

 セキュリティの有効化および無効化 

 

関連項目: 

 acfsutil sec initコマンドとacfsutil encr initコマンドの詳細は、「acfsutil sec init」と「acfsutil encr init」  

 Oracle ACFSのセキュリティの詳細は、「Oracle ACFSセキュリティ」  

 Oracle ACFSファイル・システムでセキュリティを設定する基本ステップの概要は、「Oracle ACFSファイル・システムの

セキュリティ保護」  

 Oracle ACFS暗号化の詳細は、「Oracle ACFS暗号化」  

 Oracle ACFSファイル・システムで暗号化を設定する基本ステップの概要は、「Oracle ACFSファイル・システムの暗

号化」  

 acfsutil encrコマンドとacfsutil secコマンドの詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ」  

データベース用のOracle ACFSファイル・システムの作成 

データベース使用のOracle ACFSファイル・システムを作成するには、ディスク・グループ構成オプション・メニューから「データベー

ス使用のACFSの作成」を選択し、ダイアログ入力ボックスを表示できます。  

 

  
 

ノート: 

データベース・ファイルの格納を目的とした Oracle ACFS ファイル・システムの Oracle ADVM ボリュームを作成す
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る場合は、ASMCA ツールではなく ASMCMD volcreate コマンドまたは SQL ALTER DISKGROUP ADD VOLUME 

SQL 文を使用して、列のストライプ化が 1 に設定されていることを確認します。  

このダイアログでは、次の情報を入力する必要があります。 

 ボリューム名 

作成するOracle ADVMボリュームの名前です。  

 マウント・ポイント 

データベース・ホームのインストール先となるファイル・システムのマウント・ポイントです。データベース・ホームを含めるファ

イル・システムは、Oracle Grid Infrastructureのベース・ディレクトリ(グリッド用のORACLE_BASE)の下に配置しない

でください。  

 サイズ(GB) 

デフォルトは7GBで、最小の推奨サイズです。 

 所有者名 

データベースをインストールし、データベース・ホームのソフトウェアを所有するユーザーのオペレーティング・システム名です。 

 所有者グループ 

データベース・ホームの所有者のオペレーティング・システム・グループです。 

マウント・ポイントには既存のディレクトリを指定する必要があります。ファイル・システムは、使用可能にするためにマウントする必

要があります。  

「構成コマンドの自動実行」を選択してASMCA構成コマンドを自動的に実行します。このオプションを使用するには、ASMCA

の「設定」ページでroot資格証明を指定する必要があります。  

マウント・コマンドは、オペレーティング・システムのプロンプトで、rootまたはWindowsのAdministratorとして手動で実行する

こともできます。  

 

関連項目: 

 volcreateコマンドの詳細は、「volcreate」  

 ALTER DISKGROUP ADD VOLUME文の詳細は、「ディスク・グループでのOracle ADVMボリュームの管理」  

 Oracle ADVMボリュームの詳細は、「Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概要」  

 マウント・ポイントとデータベース・ホームの詳細は、「Oracle ACFSとOracle Databaseホームについて」  

 LinuxでのOracle ACFSファイル・システムのマウントの詳細は、mount  

 WindowsでのOracle ACFSファイル・システムのマウントの詳細は、acfsmountvol  

 マウント・レジストリの詳細は、「Oracle ACFSマウント・レジストリについて」  
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Oracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するためのASMCAコマンドライ

ン・インタフェース 

ASMCAコマンドライン・インタフェースは、Oracle ASMディスク・グループ、ボリュームおよびOracle ACFSを構成するための非

GUIサポートを提供します。 

 Oracle ACFSおよびOracle ADVM用のASMCAコマンド 

ASMCAコマンドライン・インタフェースの実行の一般情報は、「ASMCAコマンドラインの実行」を参照してください。  

Oracle ACFSおよびOracle ADVM用のASMCAコマンド 

この項では、Oracle ACFSオブジェクトを管理するためにASMCAコマンドラインで実行できるコマンドについて説明します。 

 Oracle ACFSスナップショットの作成 

 Oracle ACFSスナップショットの削除 

 ボリュームの作成 

 Oracle ACFSファイル・システムの作成 

Windowsドメイン・ユーザーとしてASMCAコマンドを実行します。 

Oracle ACFSスナップショットの作成 

—createACFSSnapshotは、Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)のス

ナップショットを作成します。  

構文 

asmca -silent 

   -createACFSSnapshot 

       (-acfsMountPoint mount_path ) 

       (-snapshotName snapshot_name ) 

       [-snapshotMode { r|w } ] 

       [-parentSnapshotName parent_snapshot_name ] 

表14-1に、—createACFSSnapshotコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表14-1 -createACFSSnapshotコマンドのオプション 

オプション 説明 

-acfsMountPoint mount_path マウント・ポイントとして使用する既存のパスを指定します。これは、

Oracle RAC 環境で必須です。 

-snapshotName anapshot_name Oracle ACFS スナップショットの名前を指定します。 

-snapshotMode r|w Oracle ACFS スナップショットのモード、読取り専用(r)または読取り

-書込み(w)のいずれかを指定します。  
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オプション 説明 

-parentSnapshotName parent_snapshot_name Oracle ACFS の親スナップショットの名前を指定します。 

Oracle ACFSスナップショットの削除 

—deleteACFSSnapshotは、既存のOracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle 

ACFS)のスナップショットを削除します。  

構文 

asmca -silent 

   -deleteACFSSnapshot 

       (-acfsMountPoint mount_path ) 

       (-snapshotName snapshot_name ) 

表14-2に、—deleteACFSSnapshotコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表14-2 -deleteACFSSnapshotコマンドのオプション 

オプション 説明 

-acfsMountPoint mount_path マウント・ポイントとして使用する既存のパスを指定します。これは、

Oracle RAC 環境で必須です。 

-snapshotName anapshot_name Oracle ACFS スナップショットの名前を指定します。 

ボリュームの作成 

-createVolumeは、Oracle ADVMボリュームを作成します。  

構文 

asmca -silent 

  -createVolume 

  { -volumeName volume_name 

   -volumeDiskGroup diskgroup 

   -volumeSizeGB size_GB 

   [ -volumeRedundancy { INHERIT | HIGH | NORMAL | EXTERNAL } ] ... } 

 [-sysAsmPassword sysasm_password ] 

表14-3に、-createVolumeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表14-3 -createVolumeコマンドのオプション 

オプション 説明 

-volumeName volume_name 作成するボリュームの名前を指定します。  
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オプション 説明 

-volumeDiskGroup diskgroup ボリュームを作成するディスク・グループの名前を指定します。 

-volumeSizeGB size_GB ボリュームのサイズを GB で指定します。 

-volumeRedundancy { INHERIT | HIGH | NORMAL 

| EXTERNAL }  

ボリュームの冗長性設定を指定します。 

複数のコマンドに共通のその他のオプションについては、表9-1を参照してください。  

例 

Oracle ADVMボリュームを作成するには:

例14-1 asmca -silent -createVolumeの使用方法 

$ asmca -silent 

        -createVolume 

           -volumeName volume1  

           -volumeDiskGroup mynewdg  

           -volumeSizeGB 1  

Volume volume1 created successfully.

Oracle ACFSファイル・システムの作成 

-createACFSは、Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)を作成します。  

このコマンドは、Oracle ACFSファイル・システムをマウントしません。Oracle ACFSファイル・システムのマウントの詳細は、

Linux環境の場合は「mount」を、Windows環境の場合は「acfsmountvol」を参照してください。  

構文 

asmca -silent 

  -createACFS 

 { -acfsVolumeDevice volume_device } 

 { -acfsMountPoint mount_path } 

 [-acfsUserName acfs_username ] 

 [-acfsUserGroup acfs_usergroup ] 

 [-sysAsmPassword sysasm_password ] 

表14-4に、-createACFSコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表14-4 -createACFSコマンドのオプション 

オプション 説明 

-acfsVolumeDevice volume_device Oracle ADVM ボリューム・デバイスの名前を指定します。 

-acfsMountPoint mount_path マウント・ポイントとして使用する既存のパスを指定します。これは、
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オプション 説明 

Oracle RAC 環境で必須です。 

-acfsUserName acfs_username Oracle ACFS ユーザー名を指定します。 

-acfsUserGroup acfs_usergroup Oracle ACFS グループ名を指定します。 

複数のコマンドに共通のその他のオプションについては、表9-1を参照してください。  

例 

Oracle ACFSファイル・システムを作成するには:

例14-2 asmca -silent -createACFSの使用方法 

$ asmca -silent 

        -createACFS 

           -acfsVolumeDevice /dev/asm/volume1-457 

           -acfsMountPoint /acfsmounts/acfs1
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15 ASMCMDによるOracle ADVMの管理  

Oracle ASMコマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)は、Oracle ADVMボリュームを管理するコマンドを提供します。 

この章では、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) コマンドライン・ユーティリティ(ASMCMD)の

ボリューム管理コマンドについて説明します。  

 ASMCMDボリューム管理コマンド 

 

関連項目: 

 Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)の詳細は、「Oracle ASM動的ボリューム・マネージャの概

要」  

 SQL文を使用してOracle ADVMを管理する方法の詳細は、「ディスク・グループでのOracle ADVMボリュームの管

理」  

 ASMCMDの使用の詳細は、「ASMCMDについて」  

ASMCMDボリューム管理コマンド 

このトピックでは、Oracle ADVMボリューム管理コマンドの概要を示します。 

表15-1に、Oracle ADVMボリューム管理コマンドと簡単な説明を示します。これらのコマンドを正常に実行するには、ローカル

Oracle ASMインスタンスが実行中で、コマンドに必要なディスク・グループがそのOracle ASMインスタンスに作成され、マウン

トされている必要があります。 

表15-1 ASMCMDボリューム管理コマンドの概要 

コマンド 説明 

volcreate 指定されたディスク・グループに Oracle ADVM ボリュームを作成します。 

voldelete Oracle ADVM ボリュームを削除します。 

voldisable マウントされているディスク・グループ内の Oracle ADVM ボリュームを無効にし

ます。 

volenable マウントされているディスク・グループ内の Oracle ADVM ボリュームを有効にし

ます。 

volinfo Oracle ADVM ボリュームに関する情報を表示します。 

volresize Oracle ADVM ボリュームのサイズを変更します。 
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コマンド 説明 

volset マウントされているディスク・グループ内の Oracle ADVM ボリュームの属性を設

定します。 

volstat ボリューム I/O 統計をレポートします。 

volcreate 

目的 

指定されたディスク・グループにOracle ADVMボリュームを作成します。 

構文および説明 

volcreate -G diskgroup -s size 

   [ --column number ] [ --width stripe_width ] 

   [--redundancy {high|mirror|unprotected}] 

   [--primary {hot|cold}] [--secondary {hot|cold}] volume 

表15-2に、volcreateコマンドのオプションを示します。 

表15-2 volcreateコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ボリュームを含むディスク・グループの名前。 

-s size K、M、G または T の単位で作成されるボリュームのサイズ。値は正整数である

必要があります。単位は、指定する数値の後に付ける必要があります。数値

と単位指定の間に、空白は使用できません。たとえば 200M または 20G と指

定します。 

--column number ストライプ・セット内の列数。値の範囲は 1 から 8 です。デフォルト値は 8 で

す。  

--width stripe ボリュームのストライプ幅(単位は K または M)。値は 2 の累乗の間隔で 4KB

から 1MB です。デフォルトは 1M です。  

--redundancy { high | mirror | 

unprotected}  

標準冗長性のディスク・グループにのみ指定可能な Oracle ADVM ボリュー

ムの冗長性。冗長性が指定されていない場合、設定はデフォルトでディスク・

グループの冗長性レベルになります(推奨設定です)。値の範囲は、非ミラー化

冗長性の場合は unprotected、ダブル・ミラー化冗長性の場合は mirror、

トリプル・ミラー化冗長性の場合は high です。  
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オプション 説明 

--primary {hot|cold}  プライマリ・エクステントに対するデータ配置の指定。hot または cold リージョン

のいずれか。  

ノート: 

ディスク・リージョンの属性はデフォルトではコールドであり、コールドが唯一の設

定です。  

 

--secondary {hot|cold}  セカンダリ・エクステントに対するデータ配置の指定。hot または cold リージョン

のいずれか。  

ノート: 

ディスク・リージョンの属性はデフォルトではコールドであり、コールドが唯一の設

定です。  

 

volume ボリュームの名前。英数字とアンダースコアのみ使用できます。ハイフンは使用

できません。最初の文字は、英字にする必要があります。 

 

  
 

警告: 

--redundancy unprotected の指定は、Oracle ASM のミラー化が Oracle ADVM ボリュームによるデータ・リカ

バリに対して使用不可であることを意味します。ディスク・グループの冗長性の設定(normal)では、保護されていな

い Oracle ADVM ボリュームのミラー化は提供されません。unprotected 構成は、断続的なストレージ・アクセス

障害によりデータ損失が発生する可能性があるため、本番環境では推奨されません。バックアップを強くお薦めしま

す。  

Oracle ADVMボリュームの作成時に、ボリューム・デバイス名は、一意のOracle ADVM永続ディスク・グループ番号をボリュー

ム名の最後に連結して作成します。一意の番号の桁数は1から3です。  

Linuxでは、ボリューム・デバイス名の書式はvolume_name-nnnです(volume1-123など)。Windowsでは、ボリューム・デバイ

ス名の書式はasm-volume_name-nnnです(asm-volume1-123など)。  

Linuxプラットフォームでは、ボリューム名は11文字以下の英数字とし、先頭の文字はアルファベットにする必要があります。AIX

プラットフォームでは、ボリューム名は23文字以下の英数字とし、先頭の文字はアルファベットにする必要があります。Windows

およびSolarisプラットフォームでは、ボリューム名は30文字以下の英数字とし、先頭の文字はアルファベットにする必要がありま

す。 

ボリューム・デバイス名は、volinfoコマンドを使用して特定できます。  

--columnオプションが1に設定される場合、ストライピングは無効になり、ストライピング幅はボリュームのデフォルト・エクステント・

サイズ(64 MB)と同じになります。データベース・データファイルおよびその他のファイルを使用して最適なパフォーマンスを実現す
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るには、--columnオプションを8(デフォルト)に設定することをお薦めします。  

ボリュームが正常に作成されると、ボリューム・デバイスは自動的に有効になります。 

ボリューム・デバイス・ファイルは、他のディスクまたは論理ボリュームとして、ファイル・システムをマウントするために、またはアプリ

ケーションで直接使用するために機能します。 

アクセラレータ・ボリュームを作成する場合、プライマリ・ボリュームのストレージよりも大幅に高速なストレージを使用してディスク・

グループにボリュームを作成します。  

AIX上にOracle ADVMボリュームを作成する前に、必要なユーザー認証が作成されていることを確認します。 

例 

次に、volcreateコマンドの例を示します。この例では、サイズを10GBに設定してdataディスク・グループにvolume1を作成しま

す。 

例15-1 ASMCMD volcreateコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] >  volcreate -G data -s 10G --width 1M --column 8 volume1 

ASMCMD [+] > volinfo -G data volume1 

Diskgroup Name: DATA 

  

         Volume Name: VOLUME1 

         Volume Device: /dev/asm/volume1-123 

         State: ENABLED 

         Size (MB): 10240 

         Resize Unit (MB): 64 

         Redundancy: MIRROR 

         Stripe Columns: 8 

         Stripe Width (K): 1024 

         Usage:  

         Mountpath: 

 

関連項目: 

 ボリューム・デバイス・ファイルのマウントの詳細は、「Oracle ACFSファイル・システムの作成」  

 volinfoコマンドの詳細は、「volinfo」  

 Oracle ADVMの制限事項の詳細は、「Oracle ADVMの制限事項」  

 アクセラレータ・ボリュームの詳細は、「mkfs」  

 冗長性設定の詳細は、「ミラー化、冗長性および障害グループ・オプション」  

 AIXでのユーザー認証の詳細は、「AIX環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」  

voldelete 

目的 

Oracle ADVMボリュームを削除します。 
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構文および説明 

voldelete -G diskgroup volume 

表15-3に、voldeleteコマンドのオプションを示します。 

表15-3 voldeleteコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ボリュームを含むディスク・グループの名前。 

volume ボリュームの名前。  

このコマンドを正常に実行するには、ローカルOracle ASMインスタンスが実行中で、このコマンドに必要なディスク・グループがそ

のOracle ASMインスタンスにマウントされている必要があります。ボリュームを削除する前に、ボリュームに関連付けられたアク

ティブなファイル・システムがないことを確認する必要があります。 

例 

次に、voldeleteコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループからvolume1を削除します。 

例15-2 ASMCMD voldeleteコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > voldelete -G data volume1

voldisable 

目的 

マウントされているディスク・グループ内のOracle ADVMボリュームを無効にし、ローカル・ノードのボリューム・デバイスを削除しま

す。 

構文および説明 

voldisable { --all |{ -G diskgroup { -a | volume } } } 

表15-4に、voldisableコマンドのオプションを示します。 

表15-4 voldisableコマンドのオプション 

オプション 説明 

--all すべてのディスク・グループ内のすべてのボリュームを指定します。 

-G diskgroup ボリュームを含むディスク・グループの名前。 

-a 指定したディスク・グループ内のすべてのボリュームを指定します。  
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オプション 説明 

volume ボリュームの名前。 

Oracle ASMインスタンスの停止またはディスク・グループのディスマウントの前にボリュームを無効にして、オープン・ボリューム・

ファイルのためにforceオプションを指定しなくても正常に操作できることを確認します。また、ボリュームを無効にすると、そのボ

リュームは存在しなくなるため、それ以降にボリュームまたはデバイス・ファイルはオープンできなくなります。 

ボリュームを無効にする前に、ボリュームに関連付けられたアクティブなファイル・システムがないことを確認する必要があります。先

に、Oracle ACFSファイル・システムをディスマウントしてから、ボリュームを無効にします。「ボリュームおよびOracle ACFSファイ

ル・システムの登録解除、ディスマウント、無効化」を参照してください。  

ボリュームは、先にボリュームを無効にしなくても削除できます。 

例 

次に、voldisableコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループのvolume1を無効にします。 

例15-3 ASMCMD voldisableコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > voldisable -G data volume1

volenable 

目的 

マウントされているディスク・グループ内のOracle ADVMボリュームを有効にします。 

構文および説明 

volenable {  --all |{ -G diskgroup { -a | volume } } } 

表15-5に、volenableコマンドのオプションを示します。 

表15-5 volenableコマンドのオプション 

オプション 説明 

--all すべてのディスク・グループ内のすべてのボリュームを指定します。 

-G diskgroup ボリュームを含むディスク・グループの名前。 

-a 指定したディスク・グループ内のすべてのボリュームを指定します。  

volume ボリュームの名前。  

ボリュームは作成時に有効になります。 



505 

例 

次に、volenableコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループのvolume1を有効にします。 

例15-4 ASMCMD volenableコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > volenable -G data volume1

volinfo 

目的 

Oracle ADVMボリュームに関する情報を表示します。 

構文および説明 

volinfo {  --all |{ -G diskgroup { -a | volume } } } 

volinfo {--show_diskgroup |--show_volume}  volumedevice 

表15-6に、volinfoコマンドのオプションを示します。 

表15-6 volinfoコマンドのオプション 

オプション 説明 

--all すべてのディスク・グループ内のすべてのボリュームを指定します。 

-G diskgroup ボリュームを含むディスク・グループの名前。 

-a 指定したディスク・グループ内のすべてのボリュームを指定します。  

volume ボリュームの名前。  

--show_diskgroup ディスク・グループ名のみを戻します。ボリューム・デバイス名が必要です。 

--show_volume ボリューム名のみを戻します。ボリューム・デバイス名が必要です。 

volumedevice ボリューム・デバイスの名前。 

例 

1つ目の例では、dataディスク・グループのvolume1ボリュームに関する情報を表示します。これはLinux環境で生成された例で

す。2つ目の例では、dataディスク・グループのvolume1ボリュームに関する情報を表示します。これはWindows環境で生成さ

れた例です。  

Mountpathフィールドには、ボリュームが現在マウントされているパスまたはボリュームが最後にマウントされたパスが含まれます。 

例15-5 ASMCMD volinfoコマンドの使用方法 
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ASMCMD [+] > volinfo -G data volume1 

Diskgroup Name: DATA 

         Volume Name: VOLUME1 

         Volume Device: /dev/asm/volume1-123 

         State: ENABLED 

         Size (MB): 10240 

         Resize Unit (MB): 64 

         Redundancy: MIRROR 

         Stripe Columns: 8 

         Stripe Width (K): 1024 

         Usage: ACFS 

         Mountpath: /acfsmounts/acfs1 

ASMCMD [+] > volinfo -G data -a 

Diskgroup Name: DATA 

         Volume Name: VOLUME1 

         Volume Device: \\.\asm-volume1-311 

         State: ENABLED 

         Size (MB): 10240 

         Resize Unit (MB): 64 

         Redundancy: MIRROR 

         Stripe Columns: 8 

         Stripe Width (K): 1024 

         Usage: ACFS 

         Mountpath: C:\oracle\acfsmounts\acfs1

volresize 

目的 

Oracle ADVMボリュームのサイズを変更します。 

構文および説明 

volresize -G diskgroup -s size [ -f ] volume 

表15-7に、volresizeコマンドのオプションを示します。 

表15-7 volresizeコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ボリュームを含むディスク・グループの名前。 

-f Oracle ACFS ボリューム以外のボリュームの圧縮を強制し、警告メッセージを非表示にしま

す。 

volume ボリュームの名前。 

-s size ボリュームの新しいサイズ。単位は K、M、G または T。  

ボリュームが非Oracle ACFSファイル・システムにマウントされている場合、サイズの変更の前にファイル・システムをディスマウント

します。新しいサイズが現在より小さい場合、データ破損の可能性が警告されます。-f(強制)オプションを指定しないかぎり、操
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作を続行するか確認を求められます。  

Oracle ACFSファイル・システムがボリューム上に存在する場合、volresizeコマンドではボリュームのサイズを変更できません。

acfsutil sizeコマンドを使用する必要があります。このコマンドではボリュームとファイル・システムのサイズも変更できます。詳

細は、「acfsutil size」を参照してください。  

例 

次に、volresizeコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループのvolume1のサイズを20GBに変更します。 

例15-6 ASMCMD volresizeコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > volresize -G data -s 20G volume1

volset 

目的 

マウントされているディスク・グループ内のOracle ADVMボリュームの属性を設定します。 

構文および説明 

volset -G diskgroup [ --usagestring string] 

 [--mountpath  mount_path ] 

 [--primary {hot|cold}] [--secondary {hot|cold}] volume 

表15-8に、volsetコマンドのオプションを示します。 

表15-8 volsetコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ボリュームを含むディスク・グループの名前。 

--usagestring string ボリュームにタグを付けるオプションの使用状況文字列(30 文字まで)。この文

字列は、ボリュームが Oracle ACFS ファイル・システムに接続されている場合

は ACFS に設定されます。この設定を変更しないでください。  

--mountpath mount_path マウント・パス文字列でボリュームにタグを付けるオプションの文字列(1024 文

字まで)。この文字列は、ファイル・システムがマウントされている場合に設定さ

れます。この設定を変更しないでください。 

--primary {hot|cold}  プライマリ・エクステントに対するデータ配置の指定。hot または cold リージョン

のいずれか。  

ノート: 

ディスク・リージョンの属性はデフォルトではコールドであり、コールドが唯一の設
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オプション 説明 

定です。  

 

--secondary {hot|cold}  セカンダリ・エクステントに対するデータ配置の指定。hot または cold リージョン

のいずれか。  

ノート: 

ディスク・リージョンの属性はデフォルトではコールドであり、コールドが唯一の設

定です。  

 

volume ボリュームの名前。 

mkfsを実行してファイル・システムを作成しているときは、usageフィールドはACFSに設定され、mountpathフィールドは設定され

ていれば空白文字列にリセットされます。usageフィールドはACFSのままにしておく必要があります。  

mountコマンドを実行してファイル・システムをマウントしているときは、mountpathフィールドはファイル・システムのマウント・ポイント

を識別するマウント・パス値に設定されます。この値がmountコマンドにより設定されると、mountpathフィールドは更新できません。  

例 

次に、volsetコマンドの例を示します。この例では、ファイル・システムに関連付けられていないボリュームに対するusage文字列

を設定します。 

例15-7 ASMCMD volsetコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > volset -G data --usagestring 'no file system created' volume1

volstat 

目的 

Oracle ADVMボリュームに関するI/O統計をレポートします。 

構文および説明 

volstat [-G diskgroup] [volume] 

表15-9に、volstatコマンドのオプションを示します。 

表15-9 volstatコマンドのオプション 

オプション 説明 

-G diskgroup ボリュームを含む、マウントされているディスク・グループの名前。 
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オプション 説明 

volume ボリュームの名前。 

volstatコマンドを使用する際は、次のことが適用されます。  

 ディスク・グループを指定せず、ボリューム名を指定すると、すべてのマウントされているディスク・グループで指定したボ

リューム名が検索されます。  

 ディスク・グループ名を指定し、ボリューム名を省略すると、名前が付いたディスク・グループについて、すべてのボリューム

が表示されます。  

 ディスク・グループ名とボリューム名の両方を省略すると、すべてのディスク・グループ上のすべてのボリュームが表示されま

す。  

例 

次に、volstatコマンドの例を示します。この例では、dataディスク・グループ内のボリュームに関する情報を表示します。 

例15-8 ASMCMD volstatコマンドの使用方法 

ASMCMD [+] > volstat -G data 

DISKGROUP NUMBER / NAME:  1 / DATA 

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

  VOLUME_NAME 

     READS           BYTES_READ      READ_TIME       READ_ERRS  

     WRITES          BYTES_WRITTEN   WRITE_TIME      WRITE_ERRS 

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

  VOLUME1 

     10085           2290573312      22923           0 

     1382            5309440         1482            0
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16 コマンドライン・ツールによるOracle ACFSの管理  

多数のコマンドライン・ツールが、Oracle ASM Cluster File System (Oracle ACFS)およびOracle ASM動的ボリュー

ム・マネージャ(Oracle ADVM)の管理用に提供されています。 

Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle ACFS)を管理および実装するためのコマ

ンドライン・ツールには、次のものがあります。 

 Oracle ACFSシステムを管理するための基本ステップ 

 Linux環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 Solaris環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 AIX環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 Windows環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 タグ付け用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 レプリケーション用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 監査用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 セキュリティ用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 暗号化用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 スナップショット用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 圧縮用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFS用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

 Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ 

 

  
 

ノート: 

引用符で囲む必要があるため、識別子を Oracle Database オブジェクト名に使用することをお薦めしません。識

別子を引用符で囲んだ名前は、一部のコマンドライン・ツールや SQL 文では有効であっても、オブジェクトを管理す

る他のツールを使用する場合には有効でない場合があります。 

 

関連項目: 

 Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」  

 Oracle Databaseオブジェクトのネーミングの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF51129
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Oracle ACFSシステムを管理するための基本ステップ 

このトピックでは、コマンドライン・ユーティリティを使用してOracle ACFSファイル・システムを管理するときの基本ステップの概要

について説明します。  

この項の例では、Linux環境システムで実行されるオペレーティング・システム・コマンドを示します。ASMCMDコマンドは

Oracle ADVMボリュームを管理しますが、SQL*PLusおよびOracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)もボ

リュームの管理に使用できます。 

この項の内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について 

 Oracle ACFSファイル・システムの作成 

 クラスタ内の異なるノード上にあるOracle ACFSファイル・システムへのアクセス 

 Oracle ACFSスナップショットの管理 

 Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ保護 

 Oracle ACFSファイル・システムの暗号化 

 Oracle ACFSファイル・システムのタグ付け 

 Oracle ACFSファイル・システムのレプリケーション 

 ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムの登録解除、ディスマウント、無効化 

 Oracle ACFSファイル・システムおよびボリュームの削除 

Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について 

この項では、Oracle ACFS acfsutilコマンドの使用について概要を説明します。  

内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFS acfsutilコマンドを実行する権限 

 Oracle ACFS acfsutilコマンドのヘルプの表示 

 WindowsでのOracle ACFS acfsutilコマンドの実行 

 Oracle ACFSバージョン情報の表示 

 acfsutilコマンド用のトレース・ファイル領域の管理

Oracle ACFS acfsutilコマンドを実行する権限 

様々なOracle ACFS acfsutilコマンドを実行するには、コマンドを実行できるようになっているシステム管理者またはOracle 

ASM管理者ユーザーである必要があります。次に、これらの権限を示します。  

Windows以外のシステム: 

 システム管理者権限の場合、rootユーザーである必要があります。  
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 Oracle ASM管理者ユーザー権限の場合、OSASMグループおよびoinstallグループ(OINSTALL権限)に属する必要

があります。  

Windowsシステム: 

 システム管理者権限の場合、Administratorsグループに属する必要があります。  

 Oracle ASM管理者ユーザー権限の場合、ORA_ASMADMINグループおよびORA_CRS_USERSグループに属する必要が

あります。 

Oracle ACFS acfsutilコマンドのヘルプの表示 

hオプションでOracle ACFS acfsutilコマンドのヘルプおよび使用方法のテキストを表示できます。コマンドまたはコマンドととも

にサブコマンドを含めると、ヘルプおよび使用方法の表示は、入力したコマンドおよびサブコマンドに固有のものです。  

次の例に、最も一般的なものからより特殊なものまで、ヘルプおよび使用方法のテキストを表示する様々な方法を示します。こ

の例では、Windows以外のプラットフォームでヘルプを表示する—hの形式を示します。Windowsでは、—hではなく、/hを使用

します。 

例16-1 Oracle ACFS acfsutilコマンドのヘルプの表示 

$ /sbin/acfsutil -h 

$ /sbin/acfsutil -h compress 

$ /sbin/acfsutil compress -h 

$ /sbin/acfsutil -h repl info  

$ /sbin/acfsutil repl info -h 

$ /sbin/acfsutil -h sec admin info 

$ /sbin/acfsutil sec admin info -h

WindowsでのOracle ACFS acfsutilコマンドの実行 

WindowsプラットフォームでOracle ACFS acfsutilコマンドとともにオプションを指定する際には、-ではなく/をオプションとと

もに使用します。たとえば、acfsutil -hを使用してLinuxプラットフォームでacfsutilコマンドのヘルプを表示できます。

Windowsプラットフォームでは、acfsutil /hを使用します。  

Windowsオペレーティング・システムでのマウント・ポイントには、ドライブ文字のみ(M:)またはドライブ文字を含むディレクトリ

(M:\my_mount_point)のどちらでも指定できます。  

Windowsでacfsutilコマンドのターゲットがドライブ文字にマウントされるファイル・システムのルートである場合は、指定したド

ライブで最後にアクセスしたパスへのWindowsパス置換がトリガーされる可能性を回避するために、バックスラッシュとピリオド

(\.)をドライブ文字とともに含めます(P:\.)。次に例を示します。  

C:\oracle> acfsutil info fs P:\. 

Oracle ACFSバージョン情報の表示 

acfsutil versionを実行して、Oracle ACFSのバージョンを表示できます。次に例を示します。  

$ /sbin/acfsutil version 

acfsutil version: 12.2.0.0.3 

Oracle ACFSバージョン詳細の表示の詳細は、「acfsutil version」を参照してください。  



513 

acfsutilコマンド用のトレース・ファイルの管理 

自動診断リポジトリ(ADR)により、コマンドの動作をトレースするためにacfsutilコマンドを起動するたびに別個の内部ファイル

が生成されます。このようなトレース・ファイルによって消費される領域は著しく増加する可能性があり、スナップショットベースのレ

プリケーションなどの一部の機能では、相当数のトレース・ファイルが生成されることもあります。  

トレース・ファイルの数と、それらによって消費される領域を制限するには、自動診断リポジトリ・コマンド・インタプリタ(ADRCI)

ユーティリティを使用してポリシー属性を設定し、指定した保存期間を過ぎたらトレース・ファイルをパージすることができます。

ADRCIでは、トレース・ファイルを存続期間が短いファイルと見なし、保存期間はSHORTP_POLICY属性の設定によって制御さ

れます。ADRCI show controlコマンドで、このようなトレース・ファイルの現在の保存期間を表示できます。  

デフォルトでは、存続期間が短いファイルは720時間(30日)保存されます。値(時間単位)は、指定のファイルが作成後から

パージ対象となるまでの時間数を指定します。このようなファイルの数と、それらによって消費される領域を制限するには、240時

間(10日)など、SHORTP_POLICY保存期間に設定された時間数を更新できます。  

次のステップに、存続期間が短いトレース・ファイルの保存期間を更新する方法をまとめます。これらのステップは、レプリケーショ

ンなどの機能がアクティブになる各ノードで実行する必要があります。 

 自動診断リポジトリ・コマンド・インタプリタ(ADRCI)ユーティリティを起動します。 

$ adrci 

 ADRホーム・ディレクトリ・パス(ADRのホーム)を表示します。 

ADRCI> show homes 

 複数のホームが表示された場合は、管理するトレース・ファイルの該当するホームを設定します。 

ADRCI> set homepath my_specified_homepath 

 現在の構成値を表示します。 

ADRCI> show control 

 特定のADRCI構成値を更新します。たとえば、SHORTP_POLICYを240時間(10日)に設定します。  

表示されたshow controlの出力で、存続期間が短いファイルの保存期間(時間単位)であるSHORTP_POLICY属性

の値を確認します。必要な場合は、次のようにして、存続期間が短いトレース・ファイルの新しい保存期間を設定しま

す。  

ADRCI> set control (SHORTP_POLICY=240) 

現在のADRホーム・パスでトレース・ファイルの即時パージを開始する場合は、次のコマンドを使用できます。  

ADRCI> purge -type TRACE -age number_of_minutes 

値number_of_minutesにより、ファイルの有効期間に基づいてパージするファイルを制御します。指定した分数を経過した

ファイルがパージ操作の対象となります。ADR内のファイルの自動パージは、保存期間の変更による影響を受けない固定スケ

ジュールで行われることに注意してください。つまり、保存期間を変更すると、作成後にファイルがパージできるようになるまでの時

間は変更されますが、いつパージが発生するかは変更されません。パージを強制するには、手動で要求する必要があります。  

 

関連項目: 



514 

 Oracle ASMのユーザー権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」  

 自動診断リポジトリ・コマンド・インタプリタ(ADRCI)ユーティリティの詳細は、『Oracle Databaseユーティリティ』  

Oracle ACFSファイル・システムの作成 

ファイル・システムの名前を指定します。 

ファイル・システムを作成し、検証するには、次のステップを実行します。 

1. ASMCMD volcreateコマンドを使用してOracle ADVMボリュームをマウントされているディスク・グループに作成しま

す。  

Oracle ADVMボリュームを含むディスク・グループの互換性パラメータCOMPATIBLE.ASMおよびCOMPATIBLE.ADVMは、

11.2以上に設定する必要があります。Oracle ACFSの暗号化、レプリケーション、セキュリティおよびタグ付けを使用

するには、ファイル・システムに作成したボリューム上のディスク・グループのASMおよびADVMの互換性属性が11.2.0.2以

上に設定されていることが必要です。  

ASMCMDを起動してOracle ASMインスタンスに接続します。実行するには、OSASMオペレーティング・システム・グ

ループのユーザーである必要があります。 

ディスク・グループ内でOracle ADVMボリューム・デバイスを構成する場合、Oracle Grid Infrastructureユー

ザー・ロールおよびOracle ASM管理者ロールをroot権限を持つユーザーに割り当てることをお薦めします。 

ボリュームを作成するには: 

ASMCMD [+] > volcreate -G data -s 10G volume1 

Oracle ADVMボリュームの作成時に、一意のOracle ADVM永続ディスク・グループ番号を含むボリューム・デバイス

名が作成されます。ボリューム・デバイス・ファイルは、他のディスクまたは論理ボリュームと同じ方法で、ファイル・システム

をマウントするために、またはアプリケーションで直接使用するために機能します。  

ボリューム名の形式は、プラットフォーム固有です。 

2. 作成したボリュームのデバイス名を確認します。 

ボリューム・デバイス名は、ASMCMD volinfoコマンドで、またはV$ASM_VOLUMEビューのVOLUME_DEVICE列から確認

できます。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > volinfo -G data volume1 

Diskgroup Name: DATA 

         Volume Name: VOLUME1 

         Volume Device: /dev/asm/volume1-123 

         State: ENABLED 

     ...  

SQL> SELECT volume_name, volume_device FROM V$ASM_VOLUME  

     WHERE volume_name ='VOLUME1'; 

VOLUME_NAME        VOLUME_DEVICE 

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

VOLUME1            /dev/asm/volume1-123 

3. Oracle ACFS mkfsコマンドを使用してファイル・システムを作成します。  

ファイル・システムは、既存のボリューム・デバイスを使用して作成します。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SUTIL700
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次に例を示します。 

$ /sbin/mkfs -t acfs /dev/asm/volume1-123 

mkfs.acfs: version                   = 19.0.0.0.0 

mkfs.acfs: on-disk version           = 46.0 

mkfs.acfs: volume                    = /dev/asm/volume1-123 

mkfs.acfs: volume size               = 10737418240  (   10.00 GB ) 

mkfs.acfs: Format complete. 

mkfsの実行に、root権限は必要ありません。ボリューム・デバイス・ファイルの所有者が、このコマンドを実行できます。  

4. ファイル・システムを登録します。 

Oracle Grid Infrastructureクラスタウェア構成では、srvctl add filesystemコマンドを実行することで、ファイ

ル・システムを登録して自動マウントできます。次に例を示します。  

# srvctl add filesystem -device /dev/asm/volume1-123 -path /acfsmounts/acfs1 

       -user user1,user2,user3 -mtowner sysowner -mtgroup sysgrp -mtperm 755 

また、ファイル・システムはacfsutil registryコマンドを使用して登録することもできます。次に例を示します。  

$ /sbin/acfsutil registry -a /dev/asm/volume1-123 /acfsmounts/acfs1 

クラスタ・マウント・レジストリにOracle ACFSファイル・システムを登録すると、ファイル・システムは、次のレジストリの

チェック・アクション時に、レジストリ・エントリにリストされている各クラスタ・メンバーに自動的にマウントされます。この自動

プロセスは30秒ごとに実行されるため、クラスタの各メンバーでファイル・システムを手動でマウントする必要はありません。

また、Oracle ACFSファイル・システムを登録すると、Oracle Clusterwareまたはシステムが再起動されるたびに、

ファイル・システムは自動的にマウントされます。 

 

  
 

ノート: 

 srvctl add filesystem コマンドは、Oracle Database ホームが Oracle ACFS ファイル・シ

ステムにインストールされている場合に必要です。この場合は、Oracle ACFS 登録コマンド

(acfsutil registry)でファイル・システムを明示的にレジストリに追加しないでください。  

 Oracle ACFS 登録は、単一インスタンス(非クラスタ)環境である Oracle Restart (スタンドア

ロン)構成ではサポートされません。  

 レジストリを変更するには、root 権限または asmadmin 権限が必要です。Windows の

Administrator 権限は、Linux の root 権限と同等です。  

5. ファイル・システムをマウントまたは起動します。 

すでにファイル・システムを登録している場合は、SRVCTLでファイル・システムを起動します。次に例を示します。 

$ srvctl start filesystem -device /dev/asm/volume1-123 

まだファイル・システムを登録していない場合は、Oracle ACFS mountコマンドでファイル・システムをマウントします。次

に例を示します。  

# /bin/mount -t acfs /dev/asm/volume1-123 /acfsmounts/acf1 

未登録のファイル・システムをマウントしたら、そのファイル・システムにアクセスできるように適切なユーザーに権限を設定

します。次に例を示します。 
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# chown -R oracle:dba /acfsmounts/acfs1 

mountコマンドを実行するにはroot権限が、acfsmountvolコマンドを実行するにはWindowsのAdministrator権

限が必要です。  

6. ファイル・システムにテスト・ファイルを作成します。 

テスト・ファイルを作成するユーザーは、ファイル・システムにアクセスするユーザーです。このテストでは、適切なユーザー

がファイル・システムへの書込みを実行できることを確認します。 

次に例を示します。 

$ echo "Oracle ACFS File System" > /acfsmounts/acfs1/myfile 

7. ファイル・システムで作成したテスト・ファイルの内容をリストします。 

次に例を示します。 

$ cat /acfsmounts/acfs1/myfile 

Oracle ACFS File System 

 

関連項目: 

 ディスク・グループの互換性設定の詳細は、「ディスク・グループの互換性属性」  

 オペレーティング・システムのグループおよび権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」  

 Oracle ACFSファイル・システムを作成するコマンドの詳細は、「mkfs」(Linux環境)または「acfsformat」

(Windows)  

 volcreateコマンドとvolinfoコマンドの詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」  

 Oracle ACFSファイル・システムを登録するacfsutil registryコマンドの詳細は、「acfsutil registry」  

 Oracle ACFSファイル・システムの登録の詳細は、「Oracle ACFSマウント・レジストリについて」  

 Oracle ACFSファイル・システムをマウントするコマンドの詳細は、「mount」 (Linux環境の場合)または

「acfsmountvol」 (Windowsの場合)  

 V$ASM_VOLUMEビューの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』  

 サーバー制御ユーティリティ(SRVCTL)コマンドの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

クラスタ内の異なるノード上にあるOracle ACFSファイル・システムへのアクセ

ス 

ノードがクラスタの一部である場合、ノード2で次のステップを実行して、ノード1で作成したテスト・ファイルを表示します。  

 

  
 

ノート: 

ファイル・システムが Oracle ACFS マウント・レジストリに登録されている場合、ステップ 1 から 3 を省略できま

す。 

1. ノード1で以前に作成して有効にしたボリュームを有効にします。 

ASMCMDを起動してOracle ASMインスタンスに接続します。実行するには、OSASMオペレーティング・システム・グ

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN30625
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-F2CBA060-E4F2-4EB1-A0A7-11144D68A26A
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ループのユーザーである必要があります。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > volenable -G data volume1 

2. ノード1で作成したボリュームに関する情報を表示します。  

次に例を示します。 

ASMCMD [+] > volinfo -G data volume1 

3. Oracle ACFS mountコマンドを使用してファイル・システムをマウントします。  

次に例を示します。 

# /bin/mount -t acfs /dev/asm/volume1-123 /acfsmounts/acfs1 

mountコマンドを実行するにはroot権限が、acfsmountvolコマンドを実行するにはWindowsのAdministrator権

限が必要です。  

ファイル・システムをマウントしたら、適切なユーザーに権限を設定してアクセスできるようにします。 

4. ファイル・システムで以前に作成したテスト・ファイルの内容をリストします。  

次に例を示します。 

$ cat /acfsmounts/acfs1/myfile 

Oracle ACFS File System 

内容は、以前にノード1で作成したファイルと一致する必要があります。 

 

関連項目: 

 オペレーティング・システムのグループおよび権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」。  

 volenableコマンドの詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」  

 volinfoコマンドの詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」  

 Oracle ACFSファイル・システムをマウントするコマンドの詳細は、「mount」 (Linux環境の場合)または

「acfsmountvol」 (Windowsの場合)  

Oracle ACFSスナップショットの管理 

ノード1でスナップショットを作成し、検証するには:  

1. ノード1で作成した新しいファイル・システムのスナップショットを作成します。 

次に例を示します。 

$ /sbin/acfsutil snap create mysnapshot_20090725 /acfsmounts/acfs1 

「acfsutil snap create」を参照してください。  

2. ファイル・システム内のテスト・ファイルを更新し、スナップショットと異なるものにします。  
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次に例を示します。 

$ echo "Modifying a file in Oracle ACFS File System" > /acfsmounts/acfs1/myfile 

3. テスト・ファイルの内容と、テスト・ファイルのスナップショット・ビューをリストします。 

次に例を示します。 

$ cat /acfsmounts/acfs1/myfile 

$ cat /acfsmounts/acfs1/.ACFS/snaps/mysnapshot_20090725/myfile 

テスト・ファイルの内容とスナップショットは異なります。ノード1がクラスタ内にある場合は、ノード2で同じリスト操作を実

行できます。  

Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ保護 

この項では、LinuxでOracle ACFSファイル・システムのセキュリティを管理するための基本操作について説明します。 

この項のシナリオでは、Oracle ACFSセキュリティを使用して、メンテナンス期間中にメンテナンス・ユーザーだけが診療履歴ファ

イルにアクセスできるようにする方法を示します。Oracle ACFS暗号化も同じファイル・システムで有効になっています。  

このシナリオでは、ファイル・システム用に作成したボリューム上のディスク・グループのASMおよびADVMの互換性属性は11.2.0.3

以上に設定されています。  

この項の例では、様々なオペレーティング・システム・ユーザー、オペレーティング・システム・グループおよびディレクトリが存在する

必要があります。 

セキュリティを管理するための基本ステップは次のとおりです。  

1. Oracle ACFSのセキュリティを初期化します。 

acfsutil sec initコマンドを実行して、セキュリティ資格証明用のストレージを構成し、オペレーティング・システム・

ユーザーを最初のセキュリティ管理者およびオペレーティング・システム・セキュリティ・グループとして識別します。セキュリ

ティ管理者はオペレーティング・システム・グループに属する必要があります。このコマンドは、他のセキュリティ・コマンドの

前に実行する必要があり、実行するにはrootまたはWindowsのAdministrator権限が必要です。  

acfsutil sec initコマンドは、1度実行して各クラスタのOracle ACFSセキュリティを設定すれば、クラスタ内の任

意のノードから実行できます。他のセキュリティ・コマンドもクラスタ内の任意のノードから実行できます。セキュリティ管理

者はクラスタ内のすべてのOracle ACFSファイル・システムで共通です。  

たとえば、次のコマンドで1つのクラスタに対するセキュリティを初期化し、最初のセキュリティ管理者(medHistAdmin1)を

作成します。  

# /sbin/acfsutil sec init -u medHistAdmin1 -g medHistAdminGrp 

medHistAdmin1セキュリティ管理者はオペレーティング・システム・グループmedHistAdminGrpに属する必要があります。

このグループはセキュリティ管理者用のセキュリティ・グループとして識別されます。  

rootユーザーまたはWindows Administratorユーザーはこのコマンドを実行するときに、セキュリティ管理者にセキュ

リティ・パスワードを割り当てます。セキュリティ管理者は、acfsutil sec admin passwordコマンドを使用してパスワー

ドを変更できます。  

すべてのacfsutil secコマンド(acfsutil sec init以外)はOracle ACFSセキュリティ管理者により実行する必要
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があり、管理者は各コマンドの実行時にセキュリティ管理者のパスワードを求められます。  

 

  
 

ノート: 

セキュリティ管理者のパスワードを求められる場合、次のテキストが表示されます。Realm management 

password 

要求されるパスワードは Oracle ACFS セキュリティ管理者のパスワードであり、ユーザーのオペレーティ

ング・システム・パスワードではありません。 

セキュリティ管理者は、基礎となるオペレーティング・システムの権限があるかどうか、またはレルムの確認で許可されるか

どうかにかかわらず、Oracle ACFSファイル・システムのすべてのディレクトリを参照できます。これにより、セキュリティ管

理者はファイルがOracle ACFSセキュリティ・レルムでセキュリティ保護されている場合にその場所を確認することができ

ます。ただし、セキュリティ管理者は、適切なオペレーティング・システムおよびセキュリティ・レルム権限がなければ、個別

のファイルの内容を表示することはできません。 

2. 必要に応じて、セキュリティ管理者を追加します。 

最初のセキュリティ管理者は、acfsutil sec admin addコマンドを使用して、Oracle ACFSセキュリティを管理する

セキュリティ管理者を追加できます。  

たとえば、新しいセキュリティ管理者medHistAdmin2を追加します。  

$ /sbin/acfsutil sec admin add medHistAdmin2 

medHistAdmin2ユーザーはacfsutil sec initコマンドでセキュリティ管理者グループとして識別されるオペレーティン

グ・システム・グループ(medHistAdminGrp)に属している必要があります。  

medHistAdmin2セキュリティ管理者はacfsutil sec admin passwordコマンドを使用して、割り当てられた一時的な

セキュリティ・パスワードを変更する必要があります。medHistAdmin2管理者は新しいセキュリティ管理者を追加できま

す。  

3. セキュリティ用にOracle ACFSファイル・システムを準備します。 

セキュリティ・レルムを追加する前に、acfsutil sec prepareをOracle ACFSファイル・システムで実行します。  

たとえば、Oracle ACFSセキュリティ用に、/acfsmounts/acfs1にマウントされたOracle ACFSファイル・システムを準

備します。  

$ /sbin/acfsutil sec prepare -m /acfsmounts/acfs1 

デフォルトで、このコマンドの実行後に、セキュリティがファイル・システムで有効になります。acfsutil sec disableまた

はacfsutil sec enableコマンドを使用して、セキュリティを明示的に無効または有効にできます。  

このコマンドは自動的にSYSTEM_BackupOperatorsなどのセキュリティ・レルムを作成します。管理者は

SYSTEM_BackupOperatorsレルムにユーザーを追加できます。このレルムはOracle ACFSファイル・システムにレルム

保護されたファイルのバックアップを作成できる権限をユーザーに与えます。  

4. このファイル・システムの暗号化を有効にします。 

ファイル・システムの暗号化はオプションですが、このシナリオでは有効にします。 

a. まず、acfsutil encr initコマンドを実行して、暗号化を初期化し、暗号化キーに必要なストレージを作成
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します。このコマンドは暗号化を設定するクラスタごとに1度実行する必要があります。  

たとえば、次のコマンドはクラスタの暗号化を初期化します。  

# /sbin/acfsutil encr init 

このコマンドは、他の暗号化コマンドの前に実行する必要があり、実行するにはroot権限または管理者権限

が必要です。  

b. 次に、acfsutil encr setコマンドを実行してOracle ACFSファイル・システムの暗号化を設定します。  

たとえば、次のコマンドでは、/acfsmounts/acfs1ディレクトリにマウントされているファイル・システムの暗号化

を設定します。  

# /sbin/acfsutil encr set -m /acfsmounts/acfs1/ 

acfsutil encr setコマンドは、acfsutil encr initコマンドで構成済のキー・ストアに格納されるボリュー

ム暗号化キーを透過的に生成します。このコマンドを実行するにはroot権限または管理者権限が必要です。  

5. ファイル・システムにセキュリティ・レルムを作成します。 

acfsutil sec realm createコマンドを実行してファイル・システムのセキュリティ・レルムを作成します。  

たとえば、medHistRealmという名前のセキュリティ・レルムを作成します。これには診療記録ファイルが含まれ、レルム内

のすべてのファイルは暗号化されています。  

$ /sbin/acfsutil sec realm create medHistRealm -m /acfsmounts/acfs1/  

                                               -e on -a AES -k 128 

-eオプションは、レルム内のすべてのファイルがAESアルゴリズムで暗号化され、キーの長さが128ビットに設定されること

を指定します。ファイル・システムは最初にacfsutil encr initおよびacfsutil encr setコマンドを使用して暗号

化用に準備される必要があります。acfsutil sec realm createの-kオプションには、acfsutil encr setコマンド

で入力したのと同じ値を入力する必要はありません。  

6. セキュリティ・ルールを作成します。 

acfsutil sec rule createコマンドを実行して、セキュリティ・レルムのファイルおよびディレクトリへのアクセスを決定す

るルールを作成します。  

たとえば、medMaintenanceユーザーがファイルのメンテナンスのために、午後10時から午前2時の間に診療記録にアク

セスできるルールを作成します。また、午前8時から午前9時の間に操作を拒否し、medBrowseユーザーに対して操作

を拒否できるルールも作成します。  

$ /sbin/acfsutil sec rule create medHistRule1a -m /acfsmounts/acfs1/ 

      -t time 22:00:00,02:00:00 -o ALLOW 

$ /sbin/acfsutil sec rule create medHistRule1b -m /acfsmounts/acfs1/ 

      -t username medMaintenance -o ALLOW 

$ /sbin/acfsutil sec rule create medHistRule1c -m /acfsmounts/acfs1/  

      -t time 08:00:00,09:00:00 -o DENY 

$ /sbin/acfsutil sec rule create medHistRule1d -m /acfsmounts/acfs1/  

      -t username medBrowse -o DENY 

acfsutil sec rule editコマンドを使用してルールを編集できます。  

7. セキュリティ・ルール・セットを作成し、ルール・セットにルールを追加します。 

acfsutil sec ruleset createコマンドを実行して、ルールを追加可能なルール・セットを作成します。  
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たとえば、medHistRealmセキュリティ・レルムのファイルおよびディレクトリでの操作のルールが含まれるmedRuleSet1およ

びmedRuleSet2という名前のルール・セットを作成します。  

$ /sbin/acfsutil sec ruleset create medRuleSet1 -m /acfsmounts/acfs1/ 

$ /sbin/acfsutil sec ruleset create medRuleSet2 -m /acfsmounts/acfs1/ 

既存のルールをルール・セットに追加します。 

$ /sbin/acfsutil sec ruleset edit medRuleSet1 -m /acfsmounts/acfs1/  

           -a medHistRule1a,medHistRule1b -o ALL_TRUE 

$ /sbin/acfsutil sec ruleset edit medRuleSet2 –m /acfsmounts/acfs1/  

           -a medHistRule1c,medHistRule1d -o ALL_TRUE 

ALL_TRUEオプションはデフォルトのアクションですが、各ルール・セットの両方のルールがtrueでなければならないことを強

調するためにここに追加しています。  

8. セキュリティ・レルムにオブジェクトを追加します。 

acfsutil sec realm addコマンドを実行して、コマンド・ルール、ルール・セットおよびファイルなどのオブジェクトをセキュ

リティ・レルムに追加します。たとえば、medRuleSet1ルール・セットとmedRuleSet2ルール・セット、および

/acfsmounts/acfs1/medicalrecordsディレクトリ内のすべてのファイルを、medHistRealmに追加します。  

ルール・セットをレルムに追加するときには、DELETEFILE:medRuleSet1などのコマンド・ルールが使用されます。各コマ

ンド・ルールには1つのルール・セットしか含めることはできません。コマンド・ルールのリストを表示するには、acfsutil 

sec infoと-cオプションを使用します。  

次のacfsutil sec realm addコマンドによって、medMaintenanceユーザーは、午後10時から午前2時の間は診療

記録を削除できますが、午前8時から午前9時の間はファイルへの書込みがブロックされます。  

$ /sbin/acfsutil sec realm add medHistRealm -m /acfsmounts/acfs1/  

        -l DELETEFILE:medRuleSet1  

        -f -r /acfsmounts/acfs1/medicalrecords 

このacfsutil sec realm addコマンドによって、medBrowseユーザーは、診療記録をいつでも書込みまたは削除でき

なくなります。  

$ /sbin/acfsutil sec realm add medHistRealm -m /acfsmounts/acfs1/  

        -l WRITE:medRuleSet2  

        -f -r /acfsmounts/acfs1/medicalrecords 

このacfsutil sec realm addコマンドによって、バックアップ・オペレータを、acfsutil sec prepareコマンドで自動的

に作成されたSYSTEM_BackupOperatorsセキュリティ・レルムに追加します。  

$ /sbin/acfsutil sec realm add SYSTEM_BackupOperators -m /acfsmounts/acfs1/  

        -G sysBackupGrp 

sysBackupGrpオペレーティング・システム・グループに属するユーザーは、Oracle ACFSファイル・システムのレルム保護

されたファイルのバックアップを作成できるようになります。  

9. セキュリティ情報を表示します。 

acfsutil sec infoコマンドを実行してセキュリティ・レルムの情報を作成します。たとえば、medHistRealmレルムのセ

キュリティ情報を表示します。  

$ /sbin/acfsutil sec info -m /acfsmounts/acfs1/ –n medHistRealm 
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ファイルまたはディレクトリが属するセキュリティ・レルムを表示するには、acfsutil sec info fileコマンドを実行します。

次に例を示します。  

$ /sbin/acfsutil sec info file -m /acfsmounts/acfs1/ 

                               /acfsmounts/acfs1/medicalrecords 

10. セキュリティ・メタデータをバックアップとして保存します。 

acfsutil sec saveコマンドを実行して、ファイル・システムのセキュリティ・メタデータを保存します。  

たとえば、/acfsmounts/acfs1ファイル・システムのセキュリティ・メタデータをacfs1_backup.xmlファイルに保存します。  

$ /sbin/acfsutil sec save –m /acfsmounts/acfs1  

                          –p acfs1_backup.xml 

acfs1_backup.xmlセキュリティ・メタデータのバックアップ・ファイルが/acfsmounts/acfs1/.Security/backup/ディレ

クトリに保存されます。保存されたXMLファイルは、acfsutil sec loadコマンドを使用してロードできます。  

acfsutil sec batchコマンドを使用して、バッチ・ファイルでいくつかのacfsutil secコマンドを実行できます。たとえば、

acfsutil sec ruleおよびacfsutil sec rulesetコマンドのグループを含むバッチ・ファイルを作成できます。  

Oracle ACFSセキュリティの監査および診断データがログ・ファイルに保存されます。  

 

関連項目: 

 セキュリティ・ログ・ファイルなど、Oracle ACFSのセキュリティの詳細は、「Oracle ACFSセキュリティ」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 セキュリティを設定するコマンドの詳細は、「acfsutil sec prepare」および「acfsutil sec init」  

 セキュリティを有効化または無効化するコマンドの詳細は、「acfsutil sec disable」および「acfsutil sec enable」  

 セキュリティ管理を管理するコマンドの詳細は、「acfsutil sec admin add」および「acfsutil sec admin 

password」  

 暗号化を管理するコマンドの詳細は、「acfsutil encr init」および「acfsutil encr set」  

 セキュリティ・レルムを管理するコマンドの詳細は、「acfsutil sec realm create」、「acfsutil sec realm add」お

よび「acfsutil sec realm delete」  

 セキュリティ・ルールを管理するコマンドの詳細は、「acfsutil sec rule create」および「acfsutil sec rule edit」  

 セキュリティ・ルール・セットを管理するコマンドの詳細は、「acfsutil sec ruleset create」および「acfsutil sec 

ruleset edit」  

 セキュリティ情報を表示するコマンドの詳細は、「acfsutil sec info」および「acfsutil sec info file」  

 セキュリティ・メタデータをロードおよび保存するコマンドの詳細は、「acfsutil sec save」および「acfsutil sec load」  

 バッチ・ファイルでのacfsutil secコマンドの実行の詳細は、「acfsutil sec batch」  

Oracle ACFSファイル・システムの暗号化 

この項では、LinuxでOracle ACFSファイル・システムにおける暗号化を管理するための基本操作について説明します。 
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この項の例は、Oracle ACFSファイル・システムで診療履歴ファイルが暗号化されているシナリオを示します。この項のステップで

は、Oracle ACFSセキュリティがファイル・システムに構成されていないことを前提としていますが、Oracle ACFSセキュリティと暗

号化の両方を同じファイル・システムで使用できます。セキュリティと暗号化の両方を使用する場合は、ファイル・システムを含む

クラスタで、暗号化とセキュリティの両方を初期化する必要があります。ファイル・システムでセキュリティを初期化してから、

Oracle ACFSセキュリティ管理者はacfsutil secコマンドを実行して、ファイル・システムの暗号化を有効にします。  

acfsutil encr setおよびacfsutil encr rekey -vコマンドは、暗号化キー・ストアを変更するため、これらのコマンドを実行

した後にOracle Cluster Registry(OCR)をバックアップし、ファイル・システムのすべてのボリューム暗号化キー(VEK)を含む

OCRバックアップを保持する必要があります。  

ファイル・システム用に作成したボリューム上のディスク・グループのASMおよびADVMの互換性属性は11.2.0.3以上に設定されて

います。  

この項の例では、様々なオペレーティング・システム・ユーザー、オペレーティング・システム・グループおよびディレクトリが存在する

必要があります。 

暗号化を管理するための基本ステップは次のとおりです。 

1. 暗号化を初期化します。 

acfsutil encr initコマンドを実行して、暗号化を初期化し、暗号化キーに必要なストレージを作成します。このコ

マンドは暗号化を設定するクラスタごとに1度実行する必要があります。  

たとえば、次のコマンドはクラスタの暗号化を初期化します。  

# /sbin/acfsutil encr init 

このコマンドは、他の暗号化コマンドの前に実行する必要があり、実行するにはroot権限または管理者権限が必要で

す。 

2. 暗号化パラメータを設定します。 

acfsutil encr setコマンドを実行し、Oracle ACFSファイル・システム全体の暗号化パラメータを設定します。  

たとえば、次のコマンドでは、/acfsmounts/acfs1ディレクトリにマウントされているファイル・システムに対し、AES暗号化

アルゴリズムと、ファイルのキー長を128に設定します。  

# /sbin/acfsutil encr set -a AES -k 128 -m /acfsmounts/acfs1/ 

acfsutil encr setコマンドも、acfsutil encr initコマンドで構成済のキー・ストアに格納されるボリューム暗号化

キーを透過的に生成します。  

このコマンドを実行するにはroot権限または管理者権限が必要です。  

3. 暗号化を有効にします。 

acfsutil encr onコマンドを実行し、ディレクトリおよびファイルの暗号化を有効にします。  

たとえば、次のコマンドでは、/acfsmounts/acfs1/medicalrecordsディレクトリのすべてのファイルで再帰的な暗号

化を有効にします。  

# /sbin/acfsutil encr on -r /acfsmounts/acfs1/medicalrecords 

                         -m /acfsmounts/acfs1/ 
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/acfsmounts/acfs1/medicalrecordsディレクトリ内のファイルにアクセスするための適切な権限のあるユーザーは、

復号化されたファイルを読み取ることができます。  

このコマンドは、管理者またはファイルの所有者が実行できます。  

4. 暗号化情報を表示します。 

acfsutil encr infoコマンドを実行し、ディレクトリおよびファイルの暗号化の情報を表示します。  

# /sbin/acfsutil encr info -m /acfsmounts/acfs1/  

                           -r /acfsmounts/acfs1/medicalrecords 

このコマンドは、管理者またはファイルの所有者が実行できます。  

Oracle ACFS暗号化の監査および診断データがログ・ファイルに保存されます。  

 

関連項目: 

 ログ・ファイルなど、Oracle ACFSの暗号化の詳細は、「Oracle ACFS暗号化」  

 暗号化によるセキュリティ設定の詳細は、「Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ保護」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 暗号化の初期化の詳細は、「acfsutil encr init」  

 暗号化パラメータの設定の詳細は、「acfsutil encr set」  

 暗号化の有効化の詳細は、「acfsutil encr on」  

 暗号化情報の表示の詳細は、「acfsutil encr info」  

Oracle ACFSファイル・システムのタグ付け 

この項では、LinuxでOracle ACFSファイル・システムにおけるディレクトリおよびファイルのタグ付けを管理する操作について説

明します。 

ファイル・システム用に作成したボリューム上のディスク・グループのASMおよびADVMの互換性属性は11.2.0.3以上に設定されて

います。  

Oracle ACFSは拡張属性を使用してタグ付けを実装します。拡張属性を使用するには、確認すべき要件がいくつかあります。 

タグ付けを管理するためのステップは次のとおりです。 

1. ディレクトリおよびファイルのタグ名を指定します。 

acfsutil tag setコマンドを実行してディレクトリおよびファイルにタグを設定します。このタグを使用してレプリケートす

るオブジェクトを指定できます。  

たとえば、/acfsmounts/repl_data/filmsディレクトリのサブディレクトリ内のファイルにcomedyおよびdramaタグを追

加します。  

$ /sbin/acfsutil tag set -r comedy /acfsmounts/repl_data/films/comedies 

$ /sbin/acfsutil tag set -r drama /acfsmounts/repl_data/films/dramas 

$ /sbin/acfsutil tag set -r drama /acfsmounts/repl_data/films/mysteries 
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この例では、dramaタグが意図的に2回使用され、そのタグが後のステップで変更されます。  

このコマンドを実行するには、システム管理者権限があるかまたはファイルの所有者であることが必要です。  

2. タグ情報を表示します。 

acfsutil tag infoコマンドを実行してOracle ACFSファイル・システムのディレクトリまたはファイルのタグ名を表示し

ます。タグのないファイルは表示されません。  

たとえば、/acfsmounts/repl_data/filmsディレクトリ内のファイルのタグ情報を表示します。  

$ /sbin/acfsutil tag info -r /acfsmounts/repl_data/films 

/acfsmounts/repl_data/filmsディレクトリ内のdramaタグの付けられたファイルのタグ情報を表示します。  

$ /sbin/acfsutil tag info -t drama -r /acfsmounts/repl_data/films 

このコマンドを実行するには、システム管理者権限があるかまたはファイルの所有者であることが必要です。 

3. 必要な場合、タグ名を削除および変更します。 

acfsutil tag unsetコマンドを実行してディレクトリまたはファイルのタグを削除します。たとえば、

/acfsmounts/repl_data/filmsディレクトリのmysteriesサブディレクトリに別のタグを適用するために、そのサブディ

レクトリ内のファイルのdramaタグの設定を解除します。  

$ /sbin/acfsutil tag unset -r drama /acfsmounts/repl_data/films/mysteries 

/acfsmounts/repl_data/filmsディレクトリのmysteriesサブディレクトリ内のファイルにmysteryタグを追加します。  

$ /sbin/acfsutil tag set -r mystery /acfsmounts/repl_data/films/mysteries 

このコマンドを実行するには、システム管理者権限があるかまたはファイルの所有者であることが必要です。  

 

関連項目: 

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 タグ付けで拡張属性を使用する際の要件など、Oracle ACFSファイル・システムでのタグ付けの詳細は、「Oracle 

ACFSタグ付け」  

 タグ名の指定の詳細は、「acfsutil tag set」  

 タグ名と詳細の表示については、「acfsutil tag info」  

 タグ名の変更および削除の詳細は、「acfsutil tag unset」  

Oracle ACFSファイル・システムのレプリケーション 

この項では、LinuxのOracle ACFSファイル・システムでOracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションを管理するため

の操作について説明します。 

プライマリおよびスタンバイ・ファイル・システムに作成したボリューム上のディスク・グループのASMおよびADVMの互換性属性が12.2

以上に設定されていることが必要です。スナップショットをストレージ・ロケーションとして使用したり、レプリケーション・ロール・リバー

サルを使用したりするには、Oracle ASMおよびOracle ADVMの互換性属性が18.0以上に設定されている必要があります。  
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レプリケーションを管理するためのステップは次のとおりです。 

1. sshがレプリケーション用に構成されていることを確認します。  

 プライマリ・クラスタおよびスタンバイ・クラスタでsshコマンド用のホスト・キーおよびユーザー・キーが構成されてい

ることを確認します。  

 Windowsでは、Cygwinがインストールされており、必要に応じてレプリケーション用にsshが構成されている

ことを確認します。  

2. レプリケーションで必要なスナップショットが常時作成できることを確認します。任意の時点でレプリケーションでは、プライ

マリ・ロケーションの同時スナップショットを2つとスタンバイ・ロケーションのスナップショットを1つ使用できる必要があります。 

3. プライマリ・サイトとスタンバイ・サイトの間に適切なネットワーク接続があることを確認します。プライマリからスタンバイへの

実現可能なネットワーク・データ転送速度がプライマリ・ロケーションでのデータの変更速度を大幅に上回ることを確認

する必要があります。 

ネットワーク・データ転送速度を見積もる方法の1つとして、実際の転送速度から始めて、判明したオーバーヘッドの原

因を考慮して減らします。たとえば、ネットワーク使用率が低い期間に、1 GBのファイルをプライマリ・ロケーションから対

象のスタンバイ・ロケーションにFTPするのに要する経過時間を計算できます。これにより、実現可能な最大転送速度

の見積もりができます。この速度は、ネットワーク上の他の要求を考慮に入れるだけでなく、レプリケーション転送に付随

するオーバーヘッドを考慮して減らす必要があります。レプリケーションのオーバーヘッドの場合、妥当なアプローチとして、

測定された速度を20%ずつ減らし、プライマリ・クラスタのノードごとにさらに5%減らします。 

プライマリでの平均変更速度を見積もるには、acfsutil info fsコマンドを-sオプションを指定して使用できます。こ

のコマンドは、プライマリ・ロケーションを含むファイル・システムがマウントされている各ノードで実行する必要があります。こ

のコマンドは、そのノード上のファイル・システムへの変更量と変更速度を表示します。ファイル・システムの合計変更速

度を計算するには、各ノードの変更速度を集計する必要があります。-sに使用する妥当な値は900で、15分のサンプ

リング間隔となります。  

-sオプションを指定したacfsutil info fsからの出力を使用して、平均の変更速度、ピークの変更速度、ピークの持

続時間を割り出すことができます。このデータを使用するための保守的なアプローチとして、対応する必要があるターゲッ

ト速度としてピークの変更速度を選択します。  

レプリケーションでは、プライマリで変更されたデータをすべてスタンバイに転送する必要があるため、明らかに、実現可能

なネットワーク転送速度は、プライマリでのターゲット変更速度を上回る(大幅に上回るのが理想)必要があります。そう

でない場合は、このプライマリ・ロケーションおよびワークロードに対してレプリケーションを実装する前に、ネットワーク容量

を増やす必要があります。 

たとえば、ノードが4つのプライマリ・クラスタがあり、33 MB/秒の現行FTP転送速度で、30秒に1 GBのファイルを転送

できることを確認したとします。現行レプリケーション転送速度の見積りは次のように計算され、およそ20 MB/秒となり

ます。 

33 MB/sec * (1 – 0.2 – (4 * 0.05)) = 33 * 0.6 = ~20 MB/sec 

また、プライマリに対する平均変更速度は8 GB/時間で、ピーク速度は25 GB/時間であることを確認しています。こ

のピーク速度を使用すると、次のようにして、ターゲット変更速度をおよそ7 MB/秒と計算できます。 

(25 GB/hour * 1024) / 3600 = ~7 MB/sec 

このステップで説明したシナリオでは、レプリケーションからの追加のワークロードをネットワークで処理できると合理的に想

定できます。 
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4. プライマリ・サイトとスタンバイ・サイトに適切なストレージ容量があることを確認します。 

プライマリ・ロケーションおよびスタンバイ・ロケーションをホストしているサイトでレプリケーションに必要なストレージ容量を

見積ります。一般に、プライマリ・サイトではプライマリ・ロケーションのスナップショットを2つ継続的に格納する必要があり、

スタンバイ・サイトではスタンバイ・ロケーションのスナップショットを1つ格納する必要があります。これらのスナップショットが

占める領域の大部分は、スナップショットに保存されているユーザー・データまたはメタデータから構成されます(スナップ

ショットはその後変更され、データの新しいコピーが作成されます)。 

レプリケーション関連のスナップショットが占める領域は、acfsutil snap infoコマンドを使用して直接表示できます。

プライマリでは、文字列REPLで始まる名前のスナップショットがないか確認します。スタンバイでは、SDBACKUPで始まる

名前がないかスナップショットを探します。  

間隔ベースのレプリケーション(acfsutil repl init primaryに対して-iオプション)を使用している場合かつレプリ

ケーション操作が指定した間隔内で正常に完了している場合、レプリケーション関連のスナップショットのサイズは、プラ

イマリの変更速度と間隔の長さに関連しています。たとえば、平均変更速度が8 GB/時間でレプリケーション間隔が2

時間の場合、スナップショットのストレージ使用量はスナップショット当たり16 GBの範囲内であると考えられます。  

スナップショット・サイズは、プライマリの変更速度によって異なります。もう1つの要因は、スナップショット・サイズが、変更

速度の他にファイル・システム内のファイル数にも一部依存しているということです。潜在的にさらに重要なことに、常時

モードのレプリケーション(acfsutil repl init primaryに対して-Cオプション)を使用している場合または間隔が短す

ぎてレプリケーション操作が間隔ベースのレプリケーションで指定した間隔で正常に完了していない場合、レプリケーショ

ン関連のスナップショットのサイズを前もって予測することは困難です。このような場合、時間とともに生成されるスナップ

ショットのサイズを監視し、必要に応じてファイル・システム・サイズをacfsutil sizeコマンドを使用して調整し、さらにス

ナップショットの存在下での通常のストレージ要求に適応させます。この情報を収集する際、プライマリの平均変更速

度で、収集期間より複数倍大きいデータが含まれるように、スナップショット用の領域を調整することから始めるとよいで

しょう。  

この情報を収集する一方で、レプリケーション・スナップショットを考慮して領域量に対して控え目な開始点を選択しま

す。たとえば、前述のように収集期間に変更をファイル・システムに格納するのに必要な領域を計算でき、将来のスナッ

プショットにその領域を複数回割り当てることができます。 

5. レプリケーションに使用するユーザーを決定し、必要に応じてタグを設定します。 

sshを使用してスタンバイ・クラスタにログインし、プライマリ・ロケーションからスタンバイ・ロケーションにレプリケートされた

データを適用するレプリケーション・ユーザーを選択または作成します。このユーザーは、OSレベルでのみ定義し、

Oracle内では定義しません。ユーザーは、Oracle AM管理者のアクセス用に定義したグループに属する必要がありま

す。  

 

  
 

ノート: 

プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタの両方で、同じユーザーとグループのアイデンティティ(すべての uids

と gids を含む)をレプリケーション・ユーザーに指定する必要があります。  

オプションで、ディレクトリおよびファイルにタグを設定して、Oracle ACFSプライマリ・ロケーション内で選択したファイルの

みをレプリケートするようにします。レプリケートが開始されてからファイルにタグを追加することもできます。  

6. スタンバイ・ロケーションをホストしているサイトを構成します。 

Oracle ACFSプライマリ・ストレージ・ロケーションをレプリケートする前に、以下を実行して、スタンバイ・ロケーションをホ
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ストするサイトを構成します。 

 ファイル・システムをスタンバイ・ロケーションとして使用するには、プライマリ・ロケーションからレプリケートされた

ファイルと、単一のレプリケーション・スナップショットを保持するのに適したサイズの新しいスタンバイ・ファイル・シ

ステムを作成し、ファイル・システムをマウントします。次に例を示します。  

/standby/repl_data 

 既存のファイル・システムのスナップショットをスタンバイ・ロケーションとして使用するには、新しい読取り-書込み

スナップショットを作成し、ファイル・システムのサイズが、プライマリ・ロケーションからレプリケートされたファイルと

単一のレプリケーション・スナップショットを保持するのに十分であることを確認します。 

 どちらの種類のスタンバイ・ロケーションについても、スタンバイ・ロケーションをホストするサイトでacfsutil repl 

init standbyコマンドを実行します。次に例を示します。  

# /sbin/acfsutil repl init standby -u repluser /standby/repl_data 

 

  
 

ノート: 

acfsutil repl init standby コマンドがなんらかの理由で中断された場合、そのロケーションに

使用されるファイル・システムまたはスナップショットを再作成し、必要に応じてファイル・システムを

再マウントしてから、コマンドを再実行する必要があります。  

このコマンドには、レプリケーション・ユーザーの名前およびスタンバイ・ロケーションが必要です。指定するユー

ザーは、プライマリ・クラスタからsshを起動し、スタンバイ・クラスタにログインして変更を適用するユーザーです。

このユーザーは、-uオプションを使用して指定します。たとえば、-u repluserです。  

スタンバイ・ロケーションがファイル・システムの場合は、そのマウント・ポイントを使用して名前が付けられます。た

とえば、/standby/repl_dataです。  

スタンバイ・ロケーションが読取り-書込みスナップショットの場合は、そのスナップショット名と、含まれているファイ

ル・システムのマウント・ポイントを使用して名前が付けられます(その2つは@文字で区切られます)。たとえば、

drsnap1101@/standby/repl_dataです。  

acfsutil repl init standbyコマンドを実行するには、root権限またはシステム管理者権限が必要です。  

7. スタンバイ・ロケーションの設定後、プライマリ・ロケーションをホストしているサイトを構成してレプリケーションを開始します。 

acfsutil repl init primaryコマンドを、プライマリ・ロケーションをホストしているサイトで実行します。次に例を示し

ます。  

$ /sbin/acfsutil repl init primary -i 2h -s repluser@standby12_vip -m /standby/repl_data 

/acfsmounts/repl_data 

このコマンドには次の構成情報が必要です。 

 レプリケーション間隔: オプション-i interval (間隔モードの場合)またはオプション-C(常時モード・レプリケー

ションの場合)で指定します。間隔を指定する場合、オプション値はレプリケーション操作から次のレプリケーショ

ン操作までの最小時間です。各レプリケーション操作の開始時に、プライマリの新しいスナップショットを取得し、

前のスナップショットがある場合はそれと比較します。その後、スタンバイを更新してプライマリと一致させるため

に必要な変更がスタンバイに送信されます。-i intervalではなく-Cを指定すると、前のレプリケーション操作が

完了するとすぐに新しいレプリケーション操作が開始されます。  
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たとえば、レプリケーション間隔を2時間に設定するには、-i 2hと指定します。  

 ユーザー名およびネットワーク・エンドポイント(VIP名またはアドレスか、ホスト名またはアドレス)をスタンバイ・ロ

ケーションをホストするサイトへの接続に使用し、—sオプションを使用して指定します。たとえば、-s 

repluser@standby12_vipです。 

 プライマリ・ロケーションがファイル・システムの場合は、ファイル・システムのマウント・ポイントの名前を指定します。

たとえば、/acfsmounts/repl_dataです。 

 プライマリ・ストレージ・ロケーションがスナップショットの場合は、スナップショット名と、含まれているファイル・シス

テムのマウント・ポイントを@文字で区切って指定します。たとえば、drsnap1101@/acfsmounts/repl_data

です。 

 マウント・ポイント、またはマウント・ポイントを含むスナップショット名が、スタンバイ・ロケーションをホストするサイ

トとプライマリ・ロケーションをホストするサイトで異なる場合は、-mオプションを指定してスタンバイ・ロケーション

の名前を指定します。たとえば、-m /standby/repl_dataです。 

acfsutil repl init primaryコマンドを実行するには、root権限またはシステム管理者権限が必要です。  

8. ロケーションのレプリケーションに関する情報をモニターします。 

acfsutil repl infoコマンドは、プライマリ・ロケーションまたはスタンバイ・ロケーションで処理中のレプリケーションの状

態に関する情報を表示します。  

たとえば、プライマリ・ロケーションをホストしているサイトで次のコマンドを実行して、構成情報を表示できます。 

$ /sbin/acfsutil repl info -c -v /acfsmounts/repl_data 

このコマンドを実行するには、システム管理者(Windows以外のシステムではrootユーザー、Windowsではローカル

SYSTEM)またはOracle AM管理者の権限が必要です。  

9. レプリケーション・バックグラウンド・プロセスを管理します。 

acfsutil repl bgコマンドを実行してレプリケーション・バックグラウンド・プロセスを開始、停止、または情報を取得しま

す。  

たとえば、次のコマンドを実行して/acfsmounts/repl_dataファイル・システムのレプリケーション・プロセスの情報を表

示します。  

$ /sbin/acfsutil repl bg info /acfsmounts/repl_data 

acfsutil repl bg infoコマンドを実行するには、システム管理者またはOracle AM管理者権限が必要です。  

10. 必要な場合にのみレプリケーションを一時的に停止します。 

acfsutil repl pauseコマンドを実行して、レプリケーションを一時停止します。できるだけ早くacfsutil repl 

resumeコマンドを実行して、レプリケーションを再開します。  

たとえば、次のコマンドでは、/acfsmounts/repl_dataファイル・システムのレプリケーションを一時停止します。  

$ /sbin/acfsutil repl pause /acfsmounts/repl_data 

次のコマンドでは、/acfsmounts/repl_dataファイル・システムのレプリケーションを再開します。  

$ /sbin/acfsutil repl resume /acfsmounts/repl_data 

acfsutil repl pauseコマンドおよびacfsutil repl resumeコマンドを実行するには、システム管理者または
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Oracle AM管理者の権限が必要です。  

11. スタンバイ・ロケーションにフェイルオーバーするか、スタンバイ・ロケーションをアクティブ・ロケーションに切り替えま

す。 

プライマリ・ロケーションにアクセスできない場合は、acfsutil repl terminate standbyコマンドを実行して、スタンバ

イ・ロケーションを読取り-書込みストレージに変更できます。プライマリ・ロケーションがまだ存在する場合は、acfsutil 

repl terminate primaryコマンドを使用してプライマリを先に終了する必要があります。  

スタンバイ・ロケーションでacfsutil repl terminate standbyを使用してレプリケーションを終了する前に、スタンバ

イ・ロケーションが表すプライマリ・ロケーションのポイント・イン・タイムを確認できます。このタイムスタンプは、acfsutil 

repl info -cによりLast sync time with primaryと表示されます。フェイルオーバー・アクションとOracle Data 

Guardを連携させる必要がある場合は、必要に応じてタイムスタンプを使用してデータベースを元に戻したり、タイムス

タンプに基づく他の必要なアクションを実行することができます。  

スタンバイ・ロケーションがレプリケーションによる変更処理中である場合があります。これは次の場合に発生します。  

 プライマリ・ロケーションが使用可能であり、レプリケーション操作が現在進行中である場合。 

 プライマリ・ロケーションは使用可能ではないが、使用不可になったときにレプリケーション操作が進行中であっ

た場合。 

プライマリのスナップショットと最後に同一だったときにスタンバイ・ロケーションのコンテンツを確実に取得するには、次のい

ずれかの手順に従います。 

 プライマリ・ロケーションが使用可能な場合、プライマリ・サイトでacfsutil repl terminate primaryコマンド

を実行してレプリケーションを終了します。このコマンドは、あらゆる進行中のレプリケーション操作が完了するま

で待機してから、戻ります。次に、acfsutil repl info -cを実行して、スタンバイが表すプライマリ・ロケー

ションのポイント・イン・タイムを確認します。この情報を取得したら、スタンバイ・サイトでacfsutil repl 

terminate standbyを実行します。  

 プライマリ・ロケーションが使用不可の場合、まず、acfsutil repl info -c出力の2つの日付文字列を比較

します。これらの2つの日付はReceiving primary as of行およびLast sync time with primary行にあ

ります。これらの日付が同一の場合、スタンバイ・ロケーションにはプライマリの最新の使用可能なポイント・イ

ン・タイム・イメージがあります。一致しない場合は、レプリケーションによって記録されているバックアップ・スナップ

ショットを使用して、スタンバイで取得されている最後のポイント・イン・タイム・イメージをリカバリします。プライマ

リ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションの両方がファイル・システムの場合は、acfsutil snap infoコマンドを

使用してこのスナップショットを検出できます。次の形式の名前を持つスナップショットを探します。  

SDBACKUP_tstamp1_REPL_0_tstamp2_0 

tstamp1はバックアップ・スナップショットが作成された時刻を、tstamp2はプライマリ・コンテンツがこのスナップ

ショットに記録されたポイント・イン・タイムを表します。存在するバックアップ・スナップショットは1つのみです。バッ

クアップ・スナップショットの日付は、acfsutil repl info -cによって出力されたLast sync time with 

primary行の日付に対応しています。使用可能なバックアップ・スナップショットがない場合、プライマリのコンテ

ンツはスタンバイに正常に転送されていませんでした。  

バックアップ・スナップショットの日付は、acfsutil repl info -cによって出力されたLast sync time with 

primary行の日付に対応しています。  

バックアップ・スナップショットを使用するには、スナップショットはデフォルトでは削除されるため、レプリケーションを

終了してスナップショットが保持されるようにする必要があります。スナップショットが保持されるようにするには、
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acfsutil repl terminate standbyのコマンドラインに-kを追加する必要があります。レプリケーションの終

了後、オプションでacfsutil snap remasterコマンドを実行して、スナップショットをスタンバイ・ファイル・システ

ムの新しいコンテンツとして使用できます。  

 

  
 

ノート: 

レプリケーションが使用中の場合、レプリケーション・スナップショットは、他のスナップショットと同様に、acfsutil 

snap info コマンドを使用して表示できます。このコマンドを使用すると、レプリケーション・スナップショットによって現

在占められている領域のおおよその概念がわかります。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFSファイル・システムまたはスナップショットのレプリケートの詳細は、「Oracle ACFSレプリケーション」  

 ディスク・グループの互換性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」  

 レプリケーションの構成の詳細は、「Oracle ACFSレプリケーションで使用するためのsshの構成」と「Windowsでの

sshおよびCygwinのインストール」  

 レプリケーション開始の詳細は、「acfsutil repl init」  

 Oracle ASMのユーザー権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」  

 レプリケーション・バックグラウンド・プロセスの詳細は、「acfsutil repl bg」  

 レプリケーション操作の休止と再開の詳細は、「acfsutil repl pause」および「acfsutil repl resume」  

 レプリケーション詳細の表示については、「acfsutil repl info」  

 ファイル・システムの作成の詳細は、「Oracle ACFSファイル・システムの作成」  

 ファイルにタグ付けするステップの詳細は、「Oracle ACFSファイル・システムのタグ付け」  

ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムの登録解除、ディスマウント、

無効化 

このトピックでは、ファイル・システムを登録解除またはディスマウントする操作と、ボリュームを無効にする操作について説明します。 

Oracle ACFSファイル・システムの登録解除 

Oracle ACFSファイル・システムのマウントに使用されるプライマリ・ボリュームの名前を指定します。  

次に例を示します。 

$ /sbin/acfsutil registry -d /acfsmounts/acfs1 

ファイル・システムを登録解除すると、Oracle Clusterwareまたはシステムの再起動後は、ファイル・システムを明示的にマウン

トする必要があります。  

レジストリの詳細は、「Oracle ACFSマウント・レジストリについて」を参照してください。acfsutil registryの詳細は、
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「acfsutil registry」を参照してください。  

Oracle ACFSファイル・システムのディスマウント 

Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ・レルムの名前を指定します。  

たとえば、ファイル・システムをディスマウントし、fsckを実行してファイル・システムをチェックできます。  

# /bin/umount /acfsmounts/acfs1 

# /sbin/fsck -a -v -y -t acfs /dev/asm/volume1-123 

ファイル・システムは、ディスマウント後、明示的にマウントする必要があります。  

Linuxシステムではumountを、Windowsシステムではacfsdismountを使用します。ファイル・システムをディスマウントするコマ

ンドの詳細は、「umount」または「acfsdismount」を参照してください。  

Linuxシステムではfsckを、Windowsシステムではacfschkdskを使用してファイル・システムをチェックします。ファイル・システ

ムをチェックするコマンドの詳細は、fsck (オフライン・モード)またはacfschkdskを参照してください。  

ボリュームの無効化 

ボリュームを無効にするには、まずボリュームがマウントされているファイル・システムをディスマウントする必要があります。  

次に例を示します。 

# /bin/umount /acfsmounts/acfs1 

ファイル・システムをディスマウントしたら、ボリュームを無効にしてボリューム・デバイス・ファイルを削除できます。  

次に例を示します。 

ASMCMD> voldisable -G data volume1 

ファイル・システムをディスマウントしてボリュームを無効にしても、ファイル・システム内のデータは破棄されません。ボリュームを有効

にし、ファイル・システムをマウントして既存のデータにアクセスできます。voldisableおよびvolenableの詳細は、「ASMCMDに

よるOracle ADVMの管理」を参照してください。  

Oracle ACFSファイル・システムおよびボリュームの削除 

Oracle ACFSファイル・システムとボリュームは、acfsutilコマンドとASMCMDコマンドを使用して削除できます。  

ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムを永続的に削除するには、次のステップを実行します。次のステップにより、ファ

イル・システム内のデータは破棄されます。 

1. acfsutil registry -dを使用してファイル・システムを登録解除します。  

次に例を示します。 

$ /sbin/acfsutil registry -d /acfsmounts/acfs1 

acfsutil registry: successfully removed ACFS mount point 

   /acfsmounts/acfs1 from Oracle Registry 
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2. ファイル・システムをディスマウントします。 

次に例を示します。 

# /bin/umount /acfsmounts/acfs1 

クラスタのすべてのノードでファイル・システムをディスマウントする必要があります。 

Linuxシステムではumountを、Windowsシステムではacfsdismountを使用します。  

3. acfsutil rmfsを使用してファイル・システムを削除します。  

後続のステップでボリュームを削除しない場合は、このステップを実行してファイル・システムを削除する必要があります。

それ以外の場合は、ボリュームを削除するとファイル・システムは削除されます。 

次に例を示します。 

$ /sbin/acfsutil rmfs /dev/asm/volume1-123 

4. 必要に応じて、ASMCMD voldisableコマンドを使用してボリュームを無効にできます。  

次に例を示します。 

ASMCMD> voldisable -G data volume1 

5. ASMCMD voldeleteコマンドを使用してボリュームを削除します。  

次に例を示します。 

ASMCMD> voldelete -G data volume1 

 

関連項目: 

 acfsutil registryの実行の詳細は、「acfsutil registry」 

 umountまたはacfsdismountコマンドの実行の詳細は、「umount」または「acfsdismount」  

 acfsutil rmfsコマンドの実行の詳細は、「acfsutil rmfs」  

 voldisableコマンドの実行の詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」  

 voldeleteコマンドの実行の詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」  
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Linux環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Linux環境用のOracle ACFSコマンドの概要を示します。 

表16-1に、Linux環境用のOracle ACFSコマンドと簡単な説明を示します。表16-1に示すコマンドは、Oracle ACFSをサ

ポートする追加オプションによって拡張されています。その他のLinuxファイル・システム・コマンドはすべて、Oracle ACFS用の変

更なしで動作します。  

たとえば、Oracle ACFSにより、基本のオペレーティング・システム・プラットフォームに備わっているマウント・オプションに、Oracle 

ACFS固有のマウント・オプション・セットが追加されます。ファイル・システム・マウント・オプションの完全なセットとして、Linuxプ

ラットフォームのマウント・オプションとともに、Oracle ACFS固有のオプションも確認する必要があります。  

Oracle ACFSファイル・システムではないOracle ADVMボリューム上のファイル・システム(ext3など)は、表16-1に示したのと

同じLinuxコマンドで該当するタイプのファイル・システム用のファイル固有のオプションを使用して管理します。表16-1のLinux

コマンドで使用可能なオプションについては、manページを参照できます。  

 

  
 

ノート: 

Security-Enhanced Linux (SELinux)を強制モードで Oracle ACFS と併用している場合、Oracle ACFS

ファイル・システムが SELinux デフォルト・コンテキストでマウントされていることを確認してください。コンテキスト・マウ

ント・オプションの詳細は、Linux ベンダーのドキュメントを参照してください。  

表16-1 Linux環境用のOracle ACFSコマンドの概要 

コマンド 説明 

fsck (オフライン・モード) ディスマウントされた Oracle ACFS ファイル・システムをチェックおよび修復しま

す。 

fsck (オンライン・モード) マウントされた Oracle ACFS ファイル・システムをチェックおよび修復します。 

mkfs Oracle ACFS ファイル・システムを作成します。 

mount Oracle ACFS ファイル・システムをマウントします。 

umount Oracle ACFS ファイル・システムをディスマウントします。 

fsck (オフライン・モード) 

目的 

ディスマウントされたOracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。 
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構文および説明 

fsck -t acfs -h /dev/null 

fsck [-a|-f] [-v]  -t acfs [-n|-y] [-x file_name] volume_device 

fsck -t acfs -h /dev/nullは、使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-2に、fsckコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-2 Linuxでのオフラインfsckコマンドのオプション 

オプション 説明 

-a ファイル・システムを自動的に修正することを指定します。 

-f ファイル・システムのチェックまたは修正を完了せずに、ファイル・システムを強制的にマウ

ント可能な状態にします。 

-v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。

verbose モードで実行すると、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。 

-t acfs Linux でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-n すべてのプロンプトに対して no と答えます。 

-y すべてのプロンプトに対して yes と答えます。 

-x file_name acfsutil meta で収集されたアクセラレータ・データに対して指定します。このタイプの

データに対してのみ使用します。  

volume_device プライマリ Oracle ADVM ボリューム・デバイスを指定します。 

fsckは、既存のOracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。このトピックでは、ディスマウントされたファイル・シス

テムでのみ実行可能なfsckコマンドのオフライン・モードについて説明します。マウントされたファイル・システムでのfsckの実行の

詳細は、fsck (オンライン・モード)を参照してください。  

fsckを実行するにはroot権限が必要です。fsckを機能させるには、Oracle ACFSドライバをロードする必要があります。  

デフォルトでは、fsckはエラーがないかチェックし、エラーを報告するのみです。-aフラグは、fsckにファイル・システムでのエラーの

修正を指示するために指定する必要があります。修復操作中にfsckを中断しないでください。  

場合によっては、fsckでは、ファイル・システムのチェックに進む前に、質問に対する答えを要求されます。次の場合があります。  

 fsckにより、ファイル・システム上で別のfsckが進行中であることが検出された場合  

 fsckにより、Oracle ACFSドライバがロードされていないことが検出された場合  
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 ファイル・システムがOracle ACFSではない可能性がある場合 

チェック・モードでは、fsckでは不完全な終了のために完全に処理されていないトランザクション・ログがある場合にも要求されま

す。非対話モードで実行するには、-yまたは-nオプションを含めて、質問に対してyesまたはnoと答えます。  

fsckでは、ファイル・システムをチェックする前に、作業ファイルを作成します。これらの作業ファイルは、領域が使用可能な場合、

/usr/tmpに作成されます。/tmpは、/usr/tmpが存在しない場合に使用されます。tmpディレクトリで使用可能な領域が不十

分な場合、fsckでは、現在の作業ディレクトリに書込みを試みます。fsckで作成するファイルは、およそチェック対象のファイル・

システムを32Kで割ったサイズです。そのようなファイルは多くても3つ割り当てられます。たとえば、チェックされている2GBのファイ

ル・システムによって、fsckでは/usr/tmpディレクトリに1つから3つの64Kの作業ファイルが生成されます。これらのファイルは、

fsckの終了後に削除されます。  

fsckでファイル・システムで(親ディレクトリ内の破損などにより)名前または目的の場所を特定できないファイルまたはディレクトリ

が検出された場合、fsckを修正モードで実行していると、そのオブジェクトは/lost+foundディレクトリに配置されます。セキュリ

ティ上の理由で、Linuxではrootユーザーのみが/lost+found内のファイルを読み取ることができます。内容に基づいてファイル

の元の名前および場所を管理者が後で特定できた場合は、そのファイルを目的の場所に移動またはコピーできます。  

/lost+foundディレクトリ内のファイル名の書式は、次のとおりです。  

parent.id.file.id.time-in-sec-since-1970 

parent.id.dir.id.time-in-sec-since-1970 

idフィールドは、ファイル・システムでのファイルおよびディレクトリそれぞれのOracle ACFSの内部数値識別子です。  

acfsutil info id id mount_pointを使用すると、parent.idに関連付けられたディレクトリの特定を試みることができます。

このディレクトリは、削除されたオブジェクトの元の場所とみなされます。acfsutil infoの詳細は、acfsutil info fileを参照し

てください。  

親ディレクトリが不明な場合は、親のidフィールドをUNKNOWNと設定します。  

 

  
 

ノート: 

/lost+found ディレクトリの内容は、スナップショットから表示できません。  

例 

次の例は、ディスマウントされたOracle ACFSファイル・システムのチェックおよび修復の方法を示しています。

例16-2 オフライン・モードでのfsckコマンドの使用 

# /sbin/fsck -a -y -t acfs /dev/asm/volume1-123

fsck (オンライン・モード) 

目的 

マウントされたOracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。 
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構文および説明 

fsck -t acfs -h /dev/null 

fsck [-a] [-v] -t acfs -O mount_point -- -C cow_file_path -S cow_file_size 

fsck.acfs [-a] [-v] -O -C cow_file_path -S cow_file_size mount_point 

 

  
 

ノート: 

後者の 2 つの構文形式は同等です。Linux の fsck コマンドを起動する場合、-C オプションまたは-S オプションの

前に--セパレータを配置して、オプションが Oracle ACFS の fsck コマンドに正しく渡されるようにする必要がありま

す。ACFS の fsck.acfs コマンドを直接起動する場合、--セパレータは必要ありません。  

fsck -t acfs -h /dev/nullは、使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-3に、fsckコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-3 Linuxでのオンラインfsckコマンドのオプション 

オプション 説明 

-a ファイル・システムを自動的に修正することを指定します。 

-v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。

verbose モードで実行すると、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。 

-t acfs Linux でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-O オンライン・モードで実行するように指定し、マウントされた Oracle ACFS ファイル・シス

テムのチェックを可能にします。 

-C cow_file_path オンライン fsck で必要な Copy-On-Write(COW)ファイルの場所を指定します。  

-s cow_file_size オンライン fsck で必要な Copy-On-Write(COW)ファイルのサイズを指定します。  

量は、K(KB)、M(MB)、G(GB)、T(TB)または P(PB)の単位で指定できます。単位が

指定されていない場合、デフォルトはバイトです。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

fsckは、既存のOracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。このトピックでは、マウントされたファイル・システム

上で実行可能なfsckコマンドのオンライン・モードについて説明します。fsckをオフライン・モードで実行する方法の詳細は、

fsck (オフライン・モード)を参照してください。  

マウントされたファイル・システムでオンラインfsckが実行される場合、オンラインfsckは最初にファイル・システムのメタデータの
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Point-in-Timeスナップショットを作成します。オンラインfsckは続いて、このメタデータ・スナップショットに対してファイル・システ

ム・チェックを実行します。ファイル・システムはマウントされ、ライブであるため、オンラインfsckの下にファイル・システム・メタデータ

を作成または更新できます。ただし、オンラインfsckは最初のメタデータ・スナップショットのみチェックするため、オンラインfsckでは

新規または更新されたメタデータはチェックされません。  

オンラインfsckは、Copy-On-Write(COW)ファイルと呼ばれる特別なファイルを使用します。オンラインfsckがファイル・システ

ム上で実行されている場合、ファイル・システム・メタデータが更新されるたびに、元のバージョンのメタデータはまずCOWファイル

にコピーされ、ファイル・システム・チェック用に保持されます。COWファイルは、オンラインfsckによってチェックされるメタデータ・ス

ナップショットを保持するのに役立ちます。  

COWファイルのサイズは事前に選択する必要があります。そのため、COWファイルでは、メタデータのコピーを保持するための領

域が制限されています。メタデータのコピーを保持しているときにCOWファイルの領域が足りなくなると、オンラインfsckが強制的

に停止される可能性があります。オンラインfsckの実行中に領域が不足しないようにするには、COWファイルのサイズを慎重に

選択する必要があります。COWファイルの適切なサイズは、オンラインfsckの実行中に変わる可能性のあるファイル・システム・

メタデータの量に依存します。これはワークロードに依存し、実績に基づいて決定することが必要になる場合があります。COW

ファイルのサイズは、オンラインfsckを実行するファイル・システムの5%から始めることをお薦めします。  

COWファイルは、別のOracle ACFSファイル・システムに配置する必要があります。別のOracle ACFSファイル・システムは、オ

ンラインfsckを実行するOracle ACFSファイル・システムと同じノードにマウントする必要があります。  

COWファイルは、オンラインfsckの実行をサポートする一時ファイルであり、オンラインfsckの完了後に削除されます。  

オンラインfsckを実行するOracle ACFSファイル・システムは、すべてのノードで同じマウント・ポイント・パスを持つ必要がありま

す。COWファイルを格納するOracle ACFSファイル・システムも、すべてのノードで同じマウント・ポイント・パスを持つ必要があり

ます。  

オンラインfsckには、Oracle ACFSファイル・システム上でコマンドを実行するときに次の制限と制限があります。  

 オンラインfsckの別のインスタンスを同じクラスタ内で起動することはできません。  

 新しいノードでファイル・システムをマウントすると、オンラインfsckが停止します。  

 COWファイルを含む別のOracle ACFSファイル・システムがノードでアンマウントされると、その状況が原因でオンライン

fsckが停止する場合があります。  

 ファイル・システム内の削除されたスナップショットでは、オンラインfsckが完了するまで、記憶域が解放されません。  

 acfsutil sizeを使用したファイル・システムのサイズ変更は、許可されていないためエラーが戻されます。オンライン

fsckが完了するまで、自動サイズ変更は許可されません。  

 acfsutil freezeを使用してファイル・システムを凍結すると、オンラインfsckは凍結が終了するまで待機します。  

デフォルトでは、オンラインfsckはエラーがないかチェックし、エラーがあれば報告します。-aフラグは、オンラインfsckにファイル・シ

ステムでのエラーの修正を指示するために指定する必要があります。オンラインfsckで修正できるのは、限られたファイル・システ

ム・エラーのみです。ほとんどのファイル・システム・エラーには、修復用のオフラインfsckが必要です。  

例 

次の例は、マウントされたOracle ACFSファイル・システムのチェックおよび修復の方法を示しています。
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例16-3 オンライン・モードでのfsckコマンドの使用方法 

# /sbin/fsck -a -t acfs -O /acfs_mountpoint_1 -- -C /acfs_mountpoint_2/cow_file -S 512M 

# /sbin/fsck.acfs -O -C /acfs_mountpoint_2/cow_file -S 512M /acfs_mountpoint_1

mkfs 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムを作成します。 

構文および説明 

mkfs -t acfs -h 

mkfs [-v] [-f] -t acfs [-i {512 | 4096}] [-n name ] [-a accelerator_volume] [-c release_version]  

      volume_device [size] 

mkfs -t acfs -hは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-4に、mkfsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-4 Linux mkfsコマンドのオプション 

オプション 説明 

-t acfs Linux でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。 

-i {512 | 4096} 512 バイトまたは 4096 バイトのメタデータ・ブロック・サイズでファイル・システムを指定

します。 

-n name ファイル・システムの名前を指定します。名前は最大 64 文字です。acfsutil info 

fs は、名前が指定された場合、その名前を戻します。  

-f force オプションを指定します。このアクションで、ボリューム・デバイスに既存の Oracle 

ACFS があっても、ファイル・システムが作成されます。ただし、フィアル・システムがディス

マウントされている場合にかぎります。このオプションは、元のファイル・システム上の構造

を上書きします。慎重に使用してください。 

-h 使用方法のヘルプ・テキストを表示して終了します。 

size 指定したデバイスでファイル・システムが消費するサイズを指定します。量は、K(KB)、

M(MB)、G(GB)、T(TB)または P(PB)の単位で指定できます。単位が指定されていな

い場合、デフォルトはバイトです。  
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オプション 説明 

このオプションを指定しない場合、デバイス全体が消費されます。 

-a accelerator_volume Oracle ACFS によって重要なメタデータの格納に使用されるセカンダリ Oracle 

ACFS ボリュームを指定します。  

-c release_version release_version の値に設定された Oracle ACFS リリースの互換性で Oracle 

ACFS ファイル・システムを作成します。  

volume_device フォーマットする既存の Oracle ADVM デバイス・ファイルを指定します。このデバイスは

プライマリ・ボリュームです。 

mkfsは、Oracle ACFSファイル・システムのマウントに必要なディスク上の構造を作成するために使用できます。mkfsコマンドは、

ファイル・システムの作成に使用される従来のLinuxコマンドです。mkfsの実行に成功すると、V$ASM_VOLUMEビューのUSAGE列

にはACFSと表示されます。Oracle ADVMボリュームは、ASMCMD volcreateコマンドを使用して作成されます。volcreate

コマンドの詳細は、volcreateを参照してください。  

-c release_versionオプションで指定する値は、ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVM値以上にする必要があり、実行中の

Oracle Grid Infrastructureリリースのバージョン以下にする必要があります。—c release_versionを指定しないと、

COMPATIBLE.ADVM値が使用されます。互換性は、設定するとダウングレードできません。—c release_versionオプションは、

ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVMおよびCOMPATIBLE.ASMの更新ができない、または望ましくない状況で、互換性の向上

が必要なOracle ACFS機能を使用する場合に使用できます。Oracle ACFSの互換性を更新すると、以前のOracle Grid 

Infrastructureリリースを使用してファイル・システムをマウントできなくなります。既存のファイル・システムの互換性を変更する

には、acfsutil compat setを参照してください。Oracle ASMディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループ

の互換性」を参照してください。  

最小ファイル・システム・サイズは、512バイトのメタデータ・ブロック・サイズ・フォーマットの場合は200 MB、4 KBのメタデータ・ブ

ロック・サイズ・フォーマットの場合は512 MBです。  

mkfsが正常に機能するには、Oracle ACFSドライバをロードする必要があります。  

root権限は必要ありません。ボリューム・デバイス・ファイルの所有者が、このコマンドを実行できます。  

Oracle ACFSアクセラレータ・ボリューム 

アクセラレータ・ボリュームを使用すると、Oracle ACFSメタデータへのアクセスおよび更新にかかる時間が短縮され、パフォーマン

スが向上する可能性があります。アクセラレータ・ボリュームは、プライマリ・ボリュームのストレージよりも大幅に高速なストレージを

使用してディスク・グループに作成する必要があります。アクセラレータ・ボリュームは、mkfsコマンドの-aオプションを使用して作成

します。詳細は、「Oracle ACFSアクセラレータ・ボリューム」を参照してください。  

4 KBのセクター/メタデータ 

次に、COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性値に基づいた-iオプションおよびメタデータ・ブロック・サイズの使用についてまと
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めます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2以上に設定されている場合、メタデータ・ブロック・サイズはデフォルトで4096バイトです。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されている場合、ブロック・サイズは512バイトに設定されます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されているのに、論理セクター・サイズが512バイトでない場合、コマンドは失敗

します。  

ユーザー・データIOでは、標準ユーザーIOリクエストに対して512バイトの小規模な転送が引き続きサポートされます。ファイル・

システムのOracle ADVMボリュームの論理ディスク・セクター・サイズが4 Kの場合、最良のパフォーマンスを得るには、ユーザー

直接IOリクエストを4 Kファイル・オフセットに揃えて、4 KBの倍数の長さにする必要があります。4 Kメタデータ・ブロック・サイズ・

フォーマットでのみ、論理ディスク・セクターが4 KのADVMボリュームがサポートされます。 

論理ディスク・サイズが4096のOracle ADVMボリュームをフォーマットしたり、-i 4096オプションを使用して論理ディスク・セク

ター・サイズが512バイトのOracle ADVMボリュームをフォーマットするには、COMPATIBLE.ADVM値を12.2以上に設定する必

要があります。  

例 

Oracle ACFSファイル・システムを作成する前に、まずOracle ADVMボリューム・デバイスが使用可能かどうか確認します。

ASMCMD volinfoコマンドを使用すれば、ボリュームおよびボリューム・デバイスの情報を表示できます。次に例を示します。  

ASMCMD [+] > volinfo -a 

... 

         Volume Name: VOLUME1 

         Volume Device: /dev/asm/volume1-123 

         State: ENABLED 

...  

volcreateコマンドおよびvolinfoコマンドの詳細は、「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」を参照してください。  

このコマンドでは、ボリューム・デバイス・ファイルにOracle ACFSファイル・システムを作成します。 

例16-4 mkfsコマンドの使用方法 

$ /sbin/mkfs -t acfs /dev/asm/volume1-123

例16-5 mkfsコマンドを使用したアクセラレータ・ボリュームの作成 

このコマンドでは、アクセラレータ・ボリュームを使用してOracle ACFSファイル・システムを作成します。 

$ /sbin/mkfs -t acfs -a /dev/asm/volume2-130 /dev/asm/volume1-127 

mount 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムをマウントします。 

構文および説明 

mount -h 
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mount [-v] -n -t acfs [-o options] volume_device mount_point 

mount 

mount -hは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-5に、mountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-5 Linux mountコマンドのオプション 

オプション 説明 

-h 使用方法のヘルプ・テキストを表示して終了します。 

-t acfs Linux でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。 

-n /etc/mtab ファイルが更新されないように指定します。  

-o オプションは-o フラグで指定し、その後にカンマで区切られたオプションの文字列が続き

ます。次のオプションを使用できます。  

 all 

AUTO_START=always ですべてのファイル・システムをマウントして、Oracle 

Clusterware ネームスペース内の Oracle ACFS によって管理されるファイ

ル・システムを読み取ります。  

-o all オプションを指定すると、他の-o オプションは無視されます。  

レジストリ・エントリ用のマウント・オプションを指定するには、レジストリにエントリ

を追加するときに acfsutil registry コマンドでそれらのオプションを指定し

ます。  

 ro 

読取り専用モードでファイル・システムをマウントします。 

 norootsuid 

root が所有する、set-user-ID 実行を許可する権限を持つ非 root ユー

ザーによるバイナリの実行を失敗させます。非 root ユーザーとしてこれらの実

行可能ファイルを実行しようとすると、「許可されませんでした。」エラーで失敗

します。  
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オプション 説明 

 rootsuid 

root が所有する set-user-ID ファイルの非 root ユーザーによるバイナリの

実行を可能にします。これはデフォルト・アクションです。 

 nodeleteopen 

開いているファイルの削除はいずれも失敗します。 

volume_device mkfs でフォーマットされたプライマリ Oracle ADVM ボリューム・デバイス・ファイルを指

定します。device は必須ですが、ダミー値でもかまいません。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。mount コマンドを実行す

るには、このディレクトリが存在している必要があります。  

mountは、ディレクトリの名前であるマウント・ポイントでOracle ACFS階層にファイル・システムをアタッチします。マウントは、

mountコマンドが発行されたノードで起こります。ファイル・システムがこのノードでディスマウントの状態でない場合、mountコマ

ンドはエラーを戻します。  

マウント失敗の原因をmount mountコマンドに戻すことは、いつでもできるわけではありません。これが起こると、Oracle ACFS

は失敗の原因をシステム・コンソールおよび関連付けられたシステム・ログ・ファイルに書き込みます。  

mountの実行に成功すると、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATHフィールドに、ファイル・システムがマウントされたディレクトリ名が

表示されます。  

Oracle ACFSファイル・システムは1つのマウント・ポイントにのみマウントされます。同じマウント・ポイント名をすべてのクラスタ・メ

ンバーで使用する必要があります。 

mountコマンドをパラメータなしで実行すると、マウント済のすべてのファイル・システムがリストされます。  

mountを実行するにはroot権限が必要です。  

例 

1つ目の例は、マウント・ポイント/acfsmounts/acfs1にvolume1-123をマウントする方法を示しています。2つ目の例は、登録

済のOracle ACFSファイル・システムをすべてマウントする方法を示しています。allオプションを指定する場合、デバイスおよび

ディレクトリは必須ですが、使用しないのでダミー名(none)を入力します。 

例16-6 mountコマンドの使用方法 

# /bin/mount -t acfs /dev/asm/volume1-123 /acfsmounts/acfs1 

# /bin/mount -t acfs -o all none none
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umount 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムをディスマウントします。 

構文および説明 

umount -h 

umount [-v] -l -n volume_device |mount_point 

umount -a -l -n [-t acfs] 

umount -hは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-6に、umountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-6 Linux umountコマンドのオプション 

オプション 説明 

-h 使用方法のヘルプ・テキストを表示して終了します。 

-t acfs Linux でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。 

-a このノードのすべての Oracle ACFS ファイル・システムをディスマウントすることを指定し

ます。 

-l 遅延アンマウントを指定します。Oracle ACFS ファイル・システムがディスマウントされま

すが、ファイル・システムへのすべての参照のクリーンアップはシステムがビジーでなくなった

ときに発生します。  

-n /etc/mtab ファイルが更新されないように指定します。  

volume_device mkfs でフォーマットされた Oracle ADVM ボリューム・デバイス・ファイルを指定します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。mount コマンドを実行す

るには、このディレクトリが存在している必要があります。  

umountは、現在のノード上のファイル・システム階層からOracle ACFSをデタッチします。  

umountコマンドは、ファイル・システムが完全にアンマウントされるまで、オペレーティング・システム・プロンプトに制御を戻しません。  

ファイル・システムがビジーである場合、umountは失敗します。  
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umountコマンドを実行するには、root権限が必要です。  

例 

次の例は、Oracle ACFSファイル・システムのディスマウント方法を示しています。1つ目の例では、ボリューム・デバイス・ファイル

を使用し、2つ目の例ではファイル・システムを使用しています。

例16-7 umountコマンドの使用方法 

# /bin/umount /dev/asm/volume1-123 

# /bin/umount /acfsmounts/acfs1
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Solaris環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Solaris用のOracle ACFSコマンドの概要を示します。 

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループが Solaris 上で force オプションでディスマウントされた場合、そのディスク・グループにあったすべ

ての Oracle ADVM ボリューム・デバイス・ファイルはシステムに残ります。これらのファイルは、ディスク・グループが再

びマウントされるときに削除されます。 

表16-7に、Solaris用のOracle ACFSコマンドと簡単な説明を示します。表16-7に示すコマンドは、SolarisでOracle 

ACFSをサポートする追加オプションによって拡張されています。 

表16-7 Solaris用のOracle ACFSコマンドの概要 

コマンド 説明 

fsck Solaris で Oracle ACFS ファイル・システムをチェックおよび修復します。 

mkfs Solaris で Oracle ACFS ファイル・システムを作成します。 

mount Solaris で Oracle ACFS ファイル・システムをマウントします。 

umount/umountall Solaris で Oracle ACFS ファイル・システムをディスマウントします。 

fsck 

目的 

Solarisオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。 

構文および説明 

fsck -F acfs -o h /dev/null 

fsck -F acfs [{-n|N}|{-y|Y}] [-o options] volume_device 

fsck -F acfs -o h /dev/nullは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-8に、fsckコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-8 Solaris fsckコマンドのオプション 

オプション 説明 

-F acfs Solaris でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを
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オプション 説明 

指定します。  

-n |N すべてのプロンプトに対して no と答えます。 

-y|Y すべてのプロンプトに対して yes と答えます。 

-o オプション(a、f、h、v)が続くことを示します。オプションは-o フラグが先頭に付き、カンマ

で区切られた文字列として入力されます。たとえば、-o a,v です。 

 a 

ファイル・システムを自動的に修正することを指定します。 

 f 

ファイル・システムのチェックまたは修正を完了せずに、ファイル・システムを強制

的にマウント可能な状態にします。 

 h 

使用方法のテキストを表示して終了します。  

 v 

verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されま

す。verbose モードで実行すると、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があり

ます。 

volume_device Oracle ADVM デバイス・ファイルを指定します。 

fsckは、既存のOracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。このコマンドは、ディスマウント済のファイル・システ

ムでのみ実行できます。fsckを実行するにはroot権限が必要です。fsckを機能させるには、Oracle ACFSドライバをロードす

る必要があります。  

デフォルトでは、fsckはエラーがないかチェックし、エラーを報告するのみです。-o aオプションは、fsckにファイル・システムでのエ

ラーの修正を指示するために指定する必要があります。修復操作中にfsckを中断しないでください。  

場合によっては、fsckでは、ファイル・システムのチェックに進む前に、質問に対する答えを要求されます。次の場合があります。  

 fsckにより、ファイル・システム上で別のfsckが進行中であることが検出された場合  

 fsckにより、Oracle ACFSドライバがロードされていないことが検出された場合  

 ファイル・システムがOracle ACFSではない可能性がある場合 

チェック・モードでは、fsckでは不完全な終了のために完全に処理されていないトランザクション・ログがある場合にも要求されま
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す。非対話モードで実行するには、-yまたは-nオプションを含めて、質問に対してyesまたはnoと答えます。  

fsckでは、ファイル・システムをチェックする前に、作業ファイルを作成します。これらの作業ファイルは、領域が使用可能な場合、

/usr/tmpに作成されます。/tmpは、/usr/tmpが存在しない場合に使用されます。tmpディレクトリで使用可能な領域が不十

分な場合、fsckでは、現在の作業ディレクトリに書込みを試みます。fsckで作成するファイルは、およそチェック対象のファイル・

システムを32Kで割ったサイズです。そのようなファイルは多くても3つ割り当てられます。たとえば、チェックされている2GBのファイ

ル・システムによって、fsckでは/usr/tmpディレクトリに1つから3つの64Kの作業ファイルが生成されます。これらのファイルは、

fsckの終了後に削除されます。  

fsckでファイル・システムで(親ディレクトリ内の破損などにより)名前または目的の場所を特定できないファイルまたはディレクトリ

が検出された場合、fsckを修正モードで実行していると、そのオブジェクトは/lost+foundディレクトリに配置されます。セキュリ

ティ上の理由で、Linuxではrootユーザーのみが/lost+found内のファイルを読み取ることができます。内容に基づいてファイル

の元の名前および場所を管理者が後で特定できた場合は、そのファイルを目的の場所に移動またはコピーできます。  

/lost+foundディレクトリ内のファイル名の書式は、次のとおりです。  

parent.id.file.id.time-in-sec-since-1970 

parent.id.dir.id.time-in-sec-since-1970 

idフィールドは、ファイル・システムでのファイルおよびディレクトリそれぞれのOracle ACFSの内部数値識別子です。  

acfsutil info id id mount_pointを使用すると、parent.idに関連付けられたディレクトリの特定を試みることができます。

このディレクトリは、削除されたオブジェクトの元の場所とみなされます。acfsutil infoの詳細は、「acfsutil info file」を参照

してください。  

親ディレクトリが不明な場合は、親のidフィールドをUNKNOWNと設定します。  

 

  
 

ノート: 

/lost+found ディレクトリの内容は、スナップショットから表示できません。  

例 

次の例は、Oracle ACFSファイル・システムのチェックおよび修復の方法を示しています。

例16-8 fsckコマンドの使用方法 

# /usr/sbin/fsck -F acfs -y -o a /dev/asm/volume1-123

mkfs 

目的 

Solarisオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムを作成します。 

構文および説明 

mkfs -F acfs -o h /dev/null 
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mkfs -F acfs [-o options] [-c release_version] volume_device [size] 

mkfs -F acfs -o h /dev/nullは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-9に、mkfsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-9 Solaris mkfsコマンドのオプション 

オプション 説明 

-F acfs Solaris でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-o options オプション(f、h、n、v)が続くことを示します。オプションは-o フラグが先頭に付き、カンマ

で区切られた文字列として入力されます。たとえば、-o f,v です。 

 h 

使用方法のテキストを表示して終了します。  

 f 

force オプションを指定します。このアクションで、ボリューム・デバイスに既存の

Oracle ACFS があっても、ファイル・システムが作成されます。ただし、フィア

ル・システムがディスマウントされている場合にかぎります。このオプションは、元

のファイル・システム上の構造を上書きします。慎重に使用してください。 

 i=512 | i=4096 

512 バイトまたは 4096 バイトのメタデータ・ブロック・サイズでファイル・システム

を指定します。 

 n=name 

ファイル・システムの名前を指定します。名前は最大 64 文字です。acfsutil 

info fs は、名前が指定された場合、その名前を戻します。  

 v 

verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されま

す。 

-c release_version release_version の値に設定された Oracle ACFS リリースの互換性で Oracle 

ACFS ファイル・システムを作成します。  

volume_device Oracle ADVM デバイス・ファイルを指定します。 
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オプション 説明 

size ファイル・システムのサイズを 512 バイトの単位か、または K、M、G、T、P の単位で指定

します。指定された単位は、K(KB)、M(MB)、G(GB)、T(TB)または P(PB)です。  

mkfsは、Oracle ACFSファイル・システムのマウントに必要なディスク上の構造を作成するために使用できます。mkfsコマンドは、

ファイル・システムの作成に使用される従来のLinuxコマンドです。mkfsの実行に成功すると、V$ASM_VOLUMEビューのUSAGE列

にはACFSが表示されます。root権限は必要ありません。ボリューム・デバイス・ファイルの所有者が、このコマンドを実行できます。  

-c release_versionオプションで指定する値は、ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVM値以上にする必要があり、実行中の

Oracle Grid Infrastructureリリースのバージョン以下にする必要があります。—c release_versionを指定しないと、

COMPATIBLE.ADVM値が使用されます。互換性は、設定するとダウングレードできません。—c release_versionオプションは、

ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVMおよびCOMPATIBLE.ASMの更新ができない、または望ましくない状況で、互換性の向上

が必要なOracle ACFS機能を使用する場合に使用できます。Oracle ACFSの互換性を更新すると、以前のOracle Grid 

Infrastructureリリースを使用してファイル・システムをマウントできなくなります。既存のファイル・システムの互換性を変更する

には、「acfsutil compat set」を参照してください。Oracle ASMディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グ

ループの互換性」を参照してください。  

最小ファイル・システム・サイズは、512バイトのメタデータ・ブロック・サイズ・フォーマットの場合は200 MB、4 KBのメタデータ・ブ

ロック・サイズ・フォーマットの場合は512 MBです。  

mkfsを機能させるには、Oracle ACFSドライバをロードする必要があります。  

4 KBのセクター/メタデータ 

次に、COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性値に基づいた-o iオプションおよびメタデータ・ブロック・サイズの使用についてま

とめます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2以上に設定されている場合、メタデータ・ブロック・サイズはデフォルトで4096バイトです。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されている場合、ブロック・サイズは512バイトに設定されます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されているのに、論理セクター・サイズが512バイトでない場合、コマンドは失敗

します。  

ユーザー・データIOでは、標準ユーザーIOリクエストに対して512バイトの小規模な転送が引き続きサポートされます。ファイル・

システムのOracle ADVMボリュームの論理ディスク・セクター・サイズが4 Kの場合、最良のパフォーマンスを得るには、ユーザー

直接IOリクエストを4 Kファイル・オフセットに揃えて、4 KBの倍数の長さにする必要があります。4 Kメタデータ・ブロック・サイズ・

フォーマットでのみ、論理ディスク・セクターが4 KのADVMボリュームがサポートされます。 

論理ディスク・サイズが4096のOracle ADVMボリュームをフォーマットしたり、-o i=4096オプションを使用して論理ディスク・セ

クター・サイズが512バイトのOracle ADVMボリュームをフォーマットするには、COMPATIBLE.ADVM値を12.2以上に設定する必

要があります。  

例 

Oracle ACFSファイル・システムを作成する前に、まずOracle ADVMボリューム・デバイスが使用可能かどうか確認します。
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ASMCMD volinfoコマンドを使用すれば、ボリュームおよびボリューム・デバイスの情報を表示できます。  

ASMCMD [+] > volinfo -a 

... 

         Volume Name: VOLUME1 

         Volume Device: /dev/asm/volume1-123 

         State: ENABLED 

...  

「ASMCMDによるOracle ADVMの管理」を参照してください。  

次に、ボリューム・デバイス・ファイルにOracle ACFSファイル・システムを作成します。

例16-9 mkfsコマンドの使用方法 

$ /usr/sbin/mkfs -F acfs /dev/asm/volume1-123

mount 

目的 

Solarisオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムをマウントします。 

構文および説明 

mount -F acfs -o h /tmp /dev/null 

mount -F acfs [-r] [-o options] volume_device mount_point 

mount -F acfs -o h /tmp /dev/nullは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-10に、mountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-10 Solaris mountコマンドのオプション 

オプション 説明 

-F acfs Solaris でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-r 読取り専用モードでマウントします。 

-o オプションが続くことを示します。オプションは-o フラグが先頭に付き、その後にカンマで区

切られたオプションの文字列が続きます。たとえば、-o all,v です。 

次のオプションを使用できます。  

 all 

AUTO_START=always ですべてのファイル・システムをマウントして、Oracle 

Clusterware ネームスペース内の Oracle ACFS によって管理されるファイ
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オプション 説明 

ル・システムを読み取ります。  

-o all オプションには、コマンド引数を満たすために、ボリューム・デバイスと有

効なディレクトリのダミー引数の 2 つのプレースホルダが必要です。  

-o all オプションを指定すると、他の-o オプションは無視されます。  

レジストリ・エントリ用のマウント・オプションを指定するには、レジストリにエントリ

を追加するときに acfsutil registry コマンドでそれらのオプションを指定し

ます。  

 devices/nodevices 

このマウントから任意の文字またはブロック特殊デバイスを開くことができるよう

にする、またはできないようにします。 

 exec/noexec 

このファイル・システムでプログラムを実行できるようにする、またはできないように

します。 

 h 

使用方法のヘルプ・テキストを表示して終了します。 

 rootsuid/norootsuid 

root 実行可能ファイル(root が所有する、set user Id 実行を許可する権

限を持つ非 root ユーザーによるバイナリ)への setuid を実行できるようにす

る、またはできないようにします。rootsuid がデフォルトのアクションです。

norootsuid を指定し、非 root ユーザーとしてこれらの実行可能ファイルを実

行しようとすると、「許可されませんでした。」エラーで失敗します。  

 ro 

読取り専用モードでファイル・システムをマウントします。 

 rw 

読取り/書込みモードでファイル・システムをマウントします。 

 setuid/nosetuid 

setuid および setgid プログラムを実行できるようにする、またはできないよう
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オプション 説明 

にします。  

 suid/nosuid 

setuid および setgid プログラムの実行と、このマウントから任意の文字また

はブロック特殊デバイスを開くことができるようにする、またはできないようにしま

す。  

 v 

verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されま

す。 

volume_device mkfs でフォーマットされた Oracle ADVM ボリューム・デバイス・ファイルを指定します。

device は必須ですが、ダミー値でもかまいません。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。mount コマンドを実行す

るには、このディレクトリが存在している必要があります。  

mountは、ディレクトリの名前であるマウント・ポイントでOracle ACFS階層にファイル・システムをアタッチします。マウントは、

mountコマンドが発行されたノードで起こります。ファイル・システムがこのノードでディスマウントの状態でない場合、mountコマ

ンドはエラーを戻します。  

マウント失敗の原因をmount mountコマンドに戻すことは、いつでもできるわけではありません。これが起こると、Oracle ACFS

は失敗の原因をシステム・コンソールおよび関連付けられたシステム・ログ・ファイルに書き込みます。  

mountの実行に成功すると、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATHフィールドに、ファイル・システムがマウントされたディレクトリ名が

表示されます。  

Oracle ACFSファイル・システムは1つのマウント・ポイントにのみマウントされます。同じマウント・ポイント名をすべてのクラスタ・メ

ンバーで使用する必要があります。 

mountを実行するにはroot権限が必要です。  

例 

1つ目の例は、マウント・ポイント/acfsmounts/acfs1にvolume1-123をマウントする方法を示しています。2つ目の例は、登録

済のOracle ACFSファイル・システムをすべてマウントする方法を示しています。-o allオプションを指定する場合は、プレースホ

ルダ引数に、ボリューム・デバイス名およびマウント・ポイントを入力する必要があります。ボリューム・デバイスは、noneなどのダミー

値でもかまいません。マウント・ポイントには、/tmpなどの有効なディレクトリを指定できます。 

例16-10 mountコマンドの使用方法 

# /sbin/mount -F acfs /dev/asm/volume1-123 /acfsmounts/acfs1 

# /sbin/mount -F acfs -o all none /tmp
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umount/umountall 

目的 

Solarisオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムをディスマウントします。 

構文および説明 

umount -V [mount_point | volume_device] 

umountall -F acfs 

unmountall -F acfsはOracle ACFSファイル・システムをディスマウントします。  

表16-11に、umountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-11 Solaris umountコマンドのオプション 

オプション 説明 

-V コマンドラインをすべてエコーしますが、コマンドは実行しません。このオプションを使用して

コマンドラインを実行する前に確認および検証します。umount にのみ有効です。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。umount にのみ有効で

す。  

volume_device ファイル・システムに関連付けられた Oracle ADVM ボリューム・デバイスの名前を指定

します。umount にのみ有効です。  

-F acfs Solaris でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。umountall にのみ有効です。  

umountおよびumountallは、現在のノード上のファイル・システム階層からOracle ACFSをデタッチします。  

umountコマンドおよびumountallコマンドは、ファイル・システムが完全にアンマウントされるまで、オペレーティング・システム・プロ

ンプトに制御を戻しません。  

ファイル・システムがビジーである場合、umountおよびumountallは失敗します。  

umountおよびumountallコマンドを実行するには、root権限が必要です。  

例 

次の例は、Oracle ACFSファイル・システムのディスマウント方法を示しています。1つ目の例では、ディスマウントするファイル・シ

ステムのマウント・ポイントを指定します。2つ目の例では、ディスマウントするファイル・システムに関連付けられたボリューム・デバ

イスを指定します。3つ目の例では、すべてのOracle ACFSファイル・システムをディスマウントします。

例16-11 umountコマンドの使用方法 

# /sbin/umount /dev/asm/volume1-123 
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# /sbin/umount /acfsmounts/acfs1 

# /sbin/umountall -F acfs
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AIX環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、AIXオペレーティング・システム用のOracle ACFSコマンドの概要を示します。 

AIXにOracle ACFSおよびOracle ADVMをOracle Grid Infrastructureとともにインストールすると、いくつかのシステム・

セキュリティ・クラス(認証)がOracle ACFSおよびOracle ADVMの操作用に作成されます。これらの認証により、次の操作が

可能になります。 

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMデバイスの構成 

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMデバイスの削除 

 Oracle ACFSおよびOracle ADVMデバイスの定義 

これらの認証は、デフォルトではOracle Grid InfrastructureユーザーおよびOracle ASM管理者に割り当てられるロール

(oracle_devmgmt)に集められます。インストール後にlsroleまたはrolelistコマンドを実行してこの新しいロールを確認でき

ます。これらのコマンドは、ユーザーにOracle ACFSおよびOracle ADVMを管理するための適切な認証があることを確認する

ために、いつでも実行できます。  

たとえば、Oracle ASM管理者として次を実行します。 

$ rolelist -e 

 oracle_devmgmt 

AIXオペレーティング・システムで最初のインストール後、rootスクリプトが実行されたシェルは、新しいロールを継承しません。こ

のロールがユーザーにない場合、Oracle ACFSまたはOracle ADVMの操作を実行する前に、swroleコマンドを実行する必

要があります。  

たとえば、Oracle ASM管理者として次を実行します。 

$ swrole oracle_devmgmt 

または、新しいシェルを開き、Oracle ACFSまたはOracle ADVMの操作を実行します。 

Oracle Grid Infrastructureの削除中に、oracle_devmgmtロールおよびそれに関連する認証はシステムから削除されます。  

 

関連項目: 

AIX上のOracle Grid Infrastructureの場合、インストールの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーション・

ガイドfor IBM AIX on POWER Systems (64-Bit)』を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

ディスク・グループが AIX 上で force オプションでディスマウントされた場合、そのディスク・グループにあったすべての

Oracle ADVM ボリューム・デバイス・ファイルはシステムに残ります。これらのファイルは、ディスク・グループが再びマ

ウントされるときに削除されます。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=GINST
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表16-12に、Oracle ACFS AIXコマンドと簡単な説明を示します。表16-12に示すコマンドは、AIXでOracle ACFSをサ

ポートする追加オプションによって拡張されています。 

表16-12 AIX用のOracle ACFSコマンドの概要 

コマンド 説明 

fsck AIX で Oracle ACFS ファイル・システムをチェックおよび修復します。 

mkfs AIX で Oracle ACFS ファイル・システムを作成します。 

mount AIX で Oracle ACFS ファイル・システムをマウントします。 

umount/umountall AIX で Oracle ACFS ファイル・システムをディスマウントします。 

fsck 

目的 

AIXオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。 

構文および説明 

fsck -V acfs [-n|-y] [-o options] volume_device 

表16-13に、fsckコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-13 AIX fsckコマンドのオプション 

オプション 説明 

-V acfs AIX での Oracle ADVM ボリュームを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを

指定します。  

-n すべてのプロンプトに対して no と答えます。 

-y すべてのプロンプトに対して yes と答えます。 

-o options オプション(a, f, v)が続くことを示します。オプションは-o フラグが先頭に付き、カンマで

区切られた文字列として入力されます。たとえば、-o a,v です。 

 a 

ファイル・システムを自動的に修正することを指定します。  
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オプション 説明 

 f 

ファイル・システムのチェックまたは修正を完了せずに、ファイル・システムを強制

的にマウント可能な状態にします。  

 v 

verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されま

す。verbose モードで実行すると、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があり

ます。 

volume_device プライマリ Oracle ADVM ボリューム・デバイスを指定します。 

fsckは、既存のOracle ACFSをチェックおよび修復します。このコマンドは、ディスマウント済のファイル・システムでのみ実行でき

ます。fsckを実行するにはroot権限が必要です。fsckを機能させるには、Oracle ACFSドライバをロードする必要があります。  

デフォルトでは、fsckはエラーがないかチェックし、エラーを報告するのみです。-aフラグは、fsckにファイル・システムでのエラーの

修正を指示するために指定する必要があります。修復操作中にfsckを中断しないでください。  

場合によっては、fsckでは、ファイル・システムのチェックに進む前に、質問に対する答えを要求されます。次の場合があります。  

 fsckにより、ファイル・システム上で別のfsckが進行中であることが検出された場合  

 fsckにより、Oracle ACFSドライバがロードされていないことが検出された場合  

 ファイル・システムがOracle ACFSではない可能性がある場合 

チェック・モードでは、fsckでは不完全な終了のために完全に処理されていないトランザクション・ログがある場合にも要求されま

す。非対話モードで実行するには、-yまたは-nオプションを含めて、質問に対してyesまたはnoと答えます。  

fsckでは、ファイル・システムをチェックする前に、作業ファイルを作成します。これらの作業ファイルは、領域が使用可能な場合、

/usr/tmpに作成されます。/tmpは、/usr/tmpが存在しない場合に使用されます。tmpディレクトリで使用可能な領域が不十

分な場合、fsckでは、現在の作業ディレクトリに書込みを試みます。fsckで作成するファイルは、およそチェック対象のファイル・

システムを32Kで割ったサイズです。そのようなファイルは多くても3つ割り当てられます。たとえば、チェックされている2GBのファイ

ル・システムによって、fsckでは/usr/tmpディレクトリに1つから3つの64Kの作業ファイルが生成されます。これらのファイルは、

fsckの終了後に削除されます。  

fsckでファイル・システムで(親ディレクトリ内の破損などにより)名前または目的の場所を特定できないファイルまたはディレクトリ

が検出された場合、fsckを修正モードで実行していると、そのオブジェクトは/lost+foundディレクトリに配置されます。セキュリ

ティ上の理由で、Linuxではrootユーザーのみが/lost+found内のファイルを読み取ることができます。内容に基づいてファイル

の元の名前および場所を管理者が後で特定できた場合は、そのファイルを目的の場所に移動またはコピーできます。  

/lost+foundディレクトリ内のファイル名の書式は、次のとおりです。  

parent.id.file.id.time-in-sec-since-1970 

parent.id.dir.id.time-in-sec-since-1970 
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idフィールドは、ファイル・システムでのファイルおよびディレクトリそれぞれのOracle ACFSの内部数値識別子です。  

acfsutil info id id mount_pointを使用すると、parent.idに関連付けられたディレクトリの特定を試みることができます。

このディレクトリは、削除されたオブジェクトの元の場所とみなされます。acfsutil infoの詳細は、「acfsutil info file」を参照

してください。  

親ディレクトリが不明な場合は、親のidフィールドをUNKNOWNと設定します。  

 

  
 

ノート: 

/lost+found ディレクトリの内容は、スナップショットから表示できません。  

例 

次の例は、Oracle ACFSファイル・システムのチェックおよび修復の方法を示しています。

例16-12 fsckコマンドの使用方法 

# /usr/sbin/fsck -V acfs -y -o a /dev/asm/volume1-123

mkfs 

目的 

AIXオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムを作成します。 

構文および説明 

mkfs -V acfs -o h /dev/null 

mkfs -V acfs [-v name ] [-s size][-o options] volume_device  

       [-c release_version] 

mkfs -V acfs -o h /dev/nullは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-14に、AIX mkfsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-14 AIX mkfsコマンドのオプション 

オプション 説明 

-V acfs AIX でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを指

定します。  

-v name ファイル・システムの名前を指定します。名前は最大 64 文字です。acfsutil info 

fs は、名前が指定された場合、その名前を戻します。  

-s size ファイル・システムのサイズを 512 バイトの単位か、または K、M、G、T、P の単位で指定
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オプション 説明 

します。指定された単位は、K(KB)、M(MB)、G(GB)、T(TB)または P(PB)です。  

-o options オプション(f、h、v)が続くことを示します。オプションは-o フラグが先頭に付き、カンマで

区切られた文字列として入力されます。たとえば、-o f,v です。 

 f 

force オプションを指定します。このアクションで、ボリューム・デバイスに既存の

Oracle ACFS があっても、ファイル・システムが作成されます。ただし、フィア

ル・システムがディスマウントされている場合にかぎります。このオプションは、元

のファイル・システム上の構造を上書きします。慎重に使用してください。  

 h 

使用方法のテキストを表示して終了します。 

 i=512 | i=4096 

512 バイトまたは 4096 バイトのメタデータ・ブロック・サイズでファイル・システム

を指定します。 

 v 

verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されま

す。 

volume_device フォーマットする Oracle ADVM デバイス・ファイルを指定します。 

-c release_version release_version の値に設定された Oracle ACFS リリースの互換性で Oracle 

ACFS ファイル・システムを作成します。  

mkfsは、Oracle ACFSファイル・システムのマウントに必要なディスク上の構造を作成するために使用できます。mkfsコマンドは、

ファイル・システムの作成に使用される従来のLinuxコマンドです。mkfsの実行に成功すると、V$ASM_VOLUMEビューのUSAGE列

にはACFSが表示されます。root権限は必要ありません。ボリューム・デバイス・ファイルの所有者が、このコマンドを実行できます。  

-c release_versionオプションで指定する値は、ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVM値以上にする必要があり、実行中の

Oracle Grid Infrastructureリリースのバージョン以下にする必要があります。—c release_versionを指定しないと、

COMPATIBLE.ADVM値が使用されます。互換性は、設定するとダウングレードできません。—c release_versionオプションは、

ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVMおよびCOMPATIBLE.ASMの更新ができない、または望ましくない状況で、互換性の向上

が必要なOracle ACFS機能を使用する場合に使用できます。Oracle ACFSの互換性を更新すると、以前のOracle Grid 

Infrastructureリリースを使用してファイル・システムをマウントできなくなります。既存のファイル・システムの互換性を変更する

には、acfsutil compat setを参照してください。Oracle ASMディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループ
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の互換性」を参照してください。  

最小ファイル・システム・サイズは、512バイトのメタデータ・ブロック・サイズ・フォーマットの場合は200 MB、4 KBのメタデータ・ブ

ロック・サイズ・フォーマットの場合は512 MBです。  

mkfsを機能させるには、Oracle ACFSドライバをロードする必要があります。  

4 KBのセクター/メタデータ 

次に、COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性値に基づいた-o iオプションおよびメタデータ・ブロック・サイズの使用についてま

とめます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2以上に設定されている場合、メタデータ・ブロック・サイズはデフォルトで4096バイトです。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されている場合、ブロック・サイズは512バイトに設定されます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されているのに、論理セクター・サイズが512バイトでない場合、コマンドは失敗

します。  

ユーザー・データIOでは、標準ユーザーIOリクエストに対して512バイトの小規模な転送が引き続きサポートされます。ファイル・

システムのOracle ADVMボリュームの論理ディスク・セクター・サイズが4 Kの場合、最良のパフォーマンスを得るには、ユーザー

直接IOリクエストを4 Kファイル・オフセットに揃えて、4 KBの倍数の長さにする必要があります。4 Kメタデータ・ブロック・サイズ・

フォーマットでのみ、論理ディスク・セクターが4 KのADVMボリュームがサポートされます。 

論理ディスク・サイズが4096のOracle ADVMボリュームをフォーマットしたり、-o i=4096オプションを使用して論理ディスク・セ

クター・サイズが512バイトのOracle ADVMボリュームをフォーマットするには、COMPATIBLE.ADVM値を12.2以上に設定する必

要があります。  

例 

Oracle ACFSファイル・システムを作成する前に、まずOracle ADVMボリューム・デバイスが使用可能かどうか確認します。

ASMCMD volinfoコマンドを使用すれば、ボリュームおよびボリューム・デバイスの情報を表示できます。  

ASMCMD [+] > volinfo -a 

... 

         Volume Name: VOLUME1 

         Volume Device: /dev/asm/volume1-123 

         State: ENABLED 

...  

volinfoの詳細は、ASMCMDによるOracle ADVMの管理を参照してください。  

次に、ボリューム・デバイス・ファイルにOracle ACFSファイル・システムを作成します。

例16-13 mkfsコマンドの使用方法 

$ /usr/sbin/mkfs -V acfs /dev/asm/volume1-123

mount 

目的 
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AIXオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムをマウントします。 

構文および説明 

mount -V acfs -o h /dev/null /xxx 

mount -v acfs [-o options] volume_device mount_point 

mount -V acfs -o h /dev/null /xxxは使用方法のテキストを表示して終了します。  

表16-15に、mountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-15 AIX mountコマンドのオプション 

オプション 説明 

-v acfs AIX でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを指

定します。  

-o options オプションが続くことを示します。オプションは-o フラグが先頭に付き、その後にカンマで区

切られたオプションの文字列が続きます。たとえば、-o all,ro,v です。 

次のオプションを使用できます。  

 all 

AUTO_START=always ですべてのファイル・システムをマウントして、Oracle 

Clusterware ネームスペース内の Oracle ACFS によって管理されるファイ

ル・システムを読み取ります。  

-o all オプションには、コマンド引数を満たすために、ボリューム・デバイスとディ

レクトリのダミー引数の 2 つのプレースホルダが必要です。  

-o all オプションを指定すると、他の-o オプションは無視されます。  

レジストリ・エントリ用のマウント・オプションを指定するには、レジストリにエントリ

を追加するときに acfsutil registry コマンドでそれらのオプションを指定し

ます。  

 h 

使用方法のヘルプ・テキストを表示して終了します。 

 nosuid 

このマウントの方法では setuid および setgid プログラムは実行できないこと

を指定します。  

 nodev 
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オプション 説明 

このマウントからはデバイスを開けないことを指定します。 

 norootsuid 

root が所有する、set-user-ID 実行を許可する権限を持つ非 root ユー

ザーによるバイナリの実行を失敗させます。非 root ユーザーとしてこれらの実

行可能ファイルを実行しようとすると、「許可されませんでした。」エラーで失敗

します。  

 rootsuid 

root が所有する set-user-ID ファイルの非 root ユーザーによるバイナリの

実行を可能にします。これはデフォルト・アクションです。 

 ro 

読取り専用モードでファイル・システムをマウントします。 

 rw 

読取り/書込みモードでファイル・システムをマウントします。 

 v 

verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されま

す。 

volume_device mkfs でフォーマットされた Oracle ADVM ボリューム・デバイス・ファイルを指定します。

device は必須ですが、ダミー値でもかまいません。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。mount コマンドを実行す

るには、このディレクトリが存在している必要があります。  

mountは、ディレクトリの名前であるマウント・ポイントでOracle ACFS階層にファイル・システムをアタッチします。マウントは、

mountコマンドが発行されたノードで起こります。ファイル・システムがこのノードでディスマウントの状態でない場合、mountコマ

ンドはエラーを戻します。  

マウント失敗の原因をmount mountコマンドに戻すことは、いつでもできるわけではありません。これが起こると、Oracle ACFS

は失敗の原因をシステム・コンソールおよび関連付けられたシステム・ログ・ファイルに書き込みます。  

mountの実行に成功すると、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATHフィールドに、ファイル・システムがマウントされたディレクトリ名が

表示されます。  

Oracle ACFSファイル・システムは1つのマウント・ポイントにのみマウントされます。同じマウント・ポイント名をすべてのクラスタ・メ

ンバーで使用する必要があります。 
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mountを実行するにはroot権限が必要です。  

例 

1つ目の例は、マウント・ポイント/acfsmounts/acfs1にvolume1-123をマウントする方法を示しています。2つ目の例は、登録

済のOracle ACFSファイル・システムをすべてマウントする方法を示しています。allオプションを指定する場合、引数としてデバ

イスおよびディレクトリは必須ですが、使用しないので、ダミー名(none)をプレースホルダとして入力します。 

例16-14 mountコマンドの使用方法 

# /usr/sbin/mount -v acfs /dev/asm/volume1-123 /acfsmounts/acfs1 

# /usr/sbin/mount -v acfs -o all none none

umount/umountall 

目的 

AIXオペレーティング・システムでOracle ACFSファイル・システムをディスマウントします。 

構文および説明 

umount [mount_point | volume_device] 

umountall -F acfs 

unmountall -F acfsはOracle ACFSファイル・システムをディスマウントします。  

表16-16に、umountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-16 AIX umountコマンドのオプション 

オプション 説明 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。umount にのみ有効で

す。  

volume_device ファイル・システムに関連付けられた Oracle ADVM ボリューム・デバイスの名前を指定

します。umount にのみ有効です。  

-F acfs AIX でのファイル・システムのタイプを指定します。acfs は、Oracle ACFS タイプを指

定します。umountall にのみ有効です。  

umountおよびumountallは、現在のノード上のファイル・システム階層からOracle ACFSをデタッチします。  

umountコマンドおよびumountallコマンドは、ファイル・システムが完全にアンマウントされるまで、オペレーティング・システム・プロ

ンプトに制御を戻しません。  

ファイル・システムがビジーである場合、umountおよびumountallは失敗します。  

umountおよびumountallコマンドを実行するには、root権限が必要です。  
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例 

次の例は、Oracle ACFSファイル・システムのディスマウント方法を示しています。1つ目の例では、ディスマウントするファイル・シ

ステムのマウント・ポイントを指定します。2つ目の例では、ディスマウントするファイル・システムに関連付けられたボリューム・デバ

イスを指定します。3つ目の例では、すべてのOracle ACFSファイル・システムをディスマウントします。

例16-15 umountコマンドの使用方法 

# /usr/sbin/umount /dev/asm/volume1-123 

# /usr/sbin/umount /acfsmounts/acfs1 

# /usr/sbin/umountall -F acfs
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Windows環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Windows用のOracle ACFSファイル・システム・コマンドの概要を示します。  

表16-17に、Oracle ACFS Windowsファイル・システム・コマンドと簡単な説明を示します。これらのコマンドは、Oracle 

ACFSをサポートするために拡張されています。その他のWindowファイル・システム・コマンドはすべて、Oracle ACFS用の変

更なしで動作します。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Microsoft Windows での Oracle ACFS の使用は非推奨になりまし

た。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核とな

るスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。Microsoft Windows での Oracle ACFS ファイ

ル・システムの使用は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。ユース・ケースに応じ

て、現在の Oracle ACFS ファイル・システムを置き換えるために、Oracle Automatic Storage 

Management (Oracle ASM)、Oracle Database ファイル・システム(DBFS)または Microsoft Windows

の共有に移行することをお薦めします。 

表16-17 Windows用のOracle ACFSファイル・システム・コマンドの概要 

コマンド 説明 

acfschkdsk Windows で Oracle ACFS ファイル・システムをチェックおよび修復します。 

acfsdismount Windows で Oracle ACFS をディスマウントします。 

acfsformat Windows で Oracle ACFS ファイル・システムを作成します。 

acfsmountvol Windows で Oracle ACFS ファイル・システムをマウントします。 

acfsutil detach Windows でモジュールのアンロードのために Oracle ACFS ドライバの準備を

します。 

表16-18に、Oracle ACFS以外のWindowsファイル・システム・コマンドと簡単な説明を示します。 

表16-18 Windows用のOracle ACFS以外のファイル・システム・コマンドの概要 

コマンド 説明 

advmutil dismount Windows で Oracle ACFS 以外のファイル・システムの Oracle ADVM ボ

リューム・デバイスをディスマウントします。  
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コマンド 説明 

advmutil list Windows で Oracle ACFS 以外のファイル・システムの Oracle ADVM ボ

リューム・デバイスをリストします。 

advmutil mount Windows で Oracle ACFS 以外のファイル・システムの Oracle ADVM ボ

リューム・デバイスをマウントします。 

acfschkdsk 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムをチェックおよび修復します。 

構文および説明 

acfschkdsk /h 

acfschkdsk [/a|/f] [/v] [/n|/y] volume_device 

表16-19に、acfschkdskコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-19 acfschkdskコマンドのオプション 

オプション 説明 

/a ファイル・システムを自動的に修正することを指定します。 

/f ファイル・システムのチェックまたは修正を完了せずに、ファイル・システムを強制的にマウ

ント可能な状態にします。 

/v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。

verbose モードで実行すると、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。 

/h 使用方法のヘルプ・テキストを表示して終了します。 

/n すべてのプロンプトに対して no と答えます。 

/y すべてのプロンプトに対して yes と答えます。 

volume_device Oracle ADVM ボリューム・デバイスを指定します。 

acfschkdskは、既存のOracle ACFSをチェックおよび修復します。このコマンドは、クラスタ全体でディスマウントされているファ

イル・システムでのみ実行できます。  

acfschkdskを機能させるには、Oracle ACFSドライバをロードする必要があります。ドライバがロードされていない場合、管理
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者はこれが意図的であることを確認するように要求されます。ドライバのロードの詳細は、「Oracle ACFSドライバ・リソース管

理」を参照してください。  

Oracle ACFSドライバでは通常、acfschkdskがクラスタ全体で唯一のファイル・システムのユーザーです。極端な場合、ファイ

ル・システムの自動マウントによりシステム障害が発生すると、ドライバをロードせずにファイル・システムを修正することが必要にな

る可能性があります。排他的アクセスのために通常ドライバによって行われる検証は、この場合は省略されます。  

デフォルトでは、acfschkdskはエラーがないかチェックし、エラーを報告するのみです。/aフラグは、acfschkdskにファイル・システ

ムでのエラーの修正を指示するために指定する必要があります。修復操作中にacfschkdskを中断しないでください。  

acfschkdskでは、ファイル・システムのチェックに進む前に、質問に対する答えを要求されることがあります。たとえば、

acfschkdskによって別のacfschkdskがファイル・システムで進行中であることが検出された場合、またはacfschkdskによって

Oracle ACFSドライバがロードされていないことが検出された場合、またはファイル・システムがOracle ACFSではないと思われ

る場合です。チェック・モードでは、acfschkdskは不完全な停止によって完全に処理されていないトランザクション・ログがある場

合にも回答を要求します。非対話モードで実行するには、質問に対してyesまたはnoと回答するために/yまたは/nオプションを

含めます。  

acfschkdskでは、ファイル・システムをチェックする前に、作業ファイルを作成します。これらの作業ファイルは、領域が使用可能

な場合、tempディレクトリに作成されます。使用可能な領域が不十分な場合、acfschkdskでは、現在の作業ディレクトリに書

込みを試みます。acfschkdskで作成するファイルは、およそチェック対象のファイル・システムを32Kで割ったサイズです。ファイル

は多くても3つ割り当てられます。これらのファイルは、acfschkdskの終了時に削除されます。  

acfschkdskでファイル・システムで(親ディレクトリ内の破損などにより)名前または目的の場所を特定できないファイルまたはディ

レクトリが検出された場合、acfschkdskを修正モードで実行していると、そのオブジェクトは\lost+foundディレクトリに配置され

ます。セキュリティ上の理由で、WindowsではAdministratorのみが\lost+found内のファイルを読み取ることができます。内

容に基づいてファイルの元の名前および場所を管理者が後で特定できた場合は、そのファイルを目的の場所に移動またはコ

ピーできます。  

\lost+foundディレクトリ内のファイル名の書式は、次のとおりです。  

parent.id.file.id.time-in-sec-since-1970 

parent.id.dir.id.time-in-sec-since-1970 

idフィールドは、ファイル・システムでのファイルおよびディレクトリそれぞれのOracle ACFSの内部数値識別子です。  

acfsutil info id id mount_pointを使用すると、parent.idに関連付けられたディレクトリの特定を試みることができます。

このディレクトリは、削除されたオブジェクトの元の場所とみなされます。acfsutil infoの詳細は、「acfsutil info file」を参照

してください。  

親ディレクトリが不明な場合は、親のidフィールドをUNKNOWNと設定します。  

 

  
 

ノート: 

\lost+found ディレクトリの内容は、スナップショットから表示することはできません。  
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例 

次の例は、WindowsでのOracle ACFSファイル・システムのチェック方法を示しています。

例16-16 acfschkdskコマンドの使用方法 

C:\> acfschkdsk asm-volume1-311

acfsdismount 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムをディスマウントし、マウント・ポイント(ネームスペースの添付)を削除します。 

構文および説明 

acfsdismount /h 

acfsdismount [/v] {drive_letter | mount_point}  

acfsdismount [/v] /all 

表16-20に、acfsdismountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-20 acfsdismountコマンドのオプション 

オプション 説明 

/v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。 

/h ヘルプ・テキストを表示して終了します。 

/all このノードのすべての Oracle ACFS ファイル・システムをディスマウントすることを指定し

ます。 

drive_letter 後ろにコロンを付けてドライブ文字を指定します。 

mount_point マウント・ポイントのフルパス(ドライブ文字を含む)を指定します。 

acfsdismountは、現在のノードで指定されたファイル・システムのマウント・ポイント(ネーム・スペースの添付)を削除し、ファイ

ル・システムがマウントされている場合はディスマウントします。ファイル・システムがディスマウント済の状態の場合、データはデバイ

スで保存され、ファイル・システムはacfsmountvolコマンドで再マウントできます。  

ウイルス・スキャナ、Process Explorer、Oracle Enterprise Managerなどの様々なプログラムからのオープン・ファイル参照

があるため、acfsdismountは、状況によっては失敗することがあります。  

acfsdismountコマンドを使用するには、WindowsのAdministrator権限が必要です。  

例 
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次の例は、Oracle ACFSファイル・システムのディスマウント方法を示しています。1つ目の例では、ドライブ文字のみを使用して

ファイル・システムをディスマウントします。2つ目の例では、フルパス名を使用してファイル・システムをディスマウントします。3つ目

の例では、マウントされているすべてのファイル・システムをディスマウントします。どの例もverboseモードを有効にします。

例16-17 acfsdismountコマンドの使用方法 

C:\> acfsdismount /v O: 

C:\> acfsdismount /v O:\mnt\ 

C:\oracle>acfsdismount /v /all 

acfsdismount: valid path name: C:\oracle\acfsmounts\acfs1\ 

acfsdismount: opening handle to volume C:\oracle\acfsmounts\acfs1 

acfsdismount: locking volume C:\oracle\acfsmounts\acfs1 

acfsdismount: dismounting volume C:\oracle\acfsmounts\acfs1 

acfsdismount: removing volume mount point on C:\oracle\acfsmounts\acfs1\ 

acfsdismount: closing handle to volume C:\oracle\acfsmounts\acfs1 and exiting cleanly

acfsformat 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムを作成します。 

構文および説明 

acfsformat /h 

acfsformat [/v] [/i {512 | 4096}] [/f] [/n name] volume_device  

            [/c release_version] [blocks] 

表16-21に、acfsformatコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-21 acfsformatコマンドのオプション 

オプション 説明 

/v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。 

/i {512 | 4096} 512 バイトまたは 4096 バイトのメタデータ・ブロック・サイズでファイル・システムを指定

します。 

/n name ファイル・システムの名前を指定します。これは、ボリューム・ラベルともいいます。

acfsutil info fs は、指定されていれば名前を戻します。また、

V$ASM_ACFSVOLUMES ビューの VOL_LABEL 列から表示することもできます。  

/f force オプションを指定します。このアクションで、デバイスに既存の Oracle ACFS が

あっても、ファイル・システムが作成されます。ただし、フィアル・システムがディスマウントさ

れている場合にかぎります。このオプションは、元のファイル・システム上の構造を上書き

します。慎重に使用してください。 
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オプション 説明 

/h 使用方法のヘルプ・テキストを表示します。 

volume_device フォーマットする Oracle ADVM デバイス・ファイルを指定します。 

/c release_version release_version の値に設定された Oracle ACFS リリースの互換性で Oracle 

ACFS ファイル・システムを作成します。  

blocks 指定したデバイスでファイル・システムが消費するブロック数を指定します。量は、

K(KB)、M(MB)、G(GB)または T(TB)の単位で指定できます。単位が指定されていな

い場合、デフォルトはバイトです。このオプションを指定しない場合、デバイス全体が消

費されます。  

acfsformatは、Oracle ACFSのマウントに必要なディスク上の構造を作成します。acfsformatは、ターゲット・ボリュームでク

イック・フォーマットを実行します。acfsformatの実行に成功すると、V$ASM_VOLUMEビューのUSAGE列にはACFSが表示されます。  

/c release_versionオプションで指定する値は、ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVM値以上にする必要があり、実行中の

Oracle Grid Infrastructureリリースのバージョン以下にする必要があります。/c release_versionを指定しないと、

COMPATIBLE.ADVM値が使用されます。互換性は、設定するとダウングレードできません。/c release_versionオプションは、

ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVMおよびCOMPATIBLE.ASMの更新ができない、または望ましくない状況で、互換性の向上

が必要なOracle ACFS機能を使用する場合に使用できます。Oracle ACFSの互換性を更新すると、以前のOracle Grid 

Infrastructureリリースを使用してファイル・システムをマウントできなくなります。既存のファイル・システムの互換性を変更する

には、「acfsutil compat set」を参照してください。Oracle ASMディスク・グループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グ

ループの互換性」を参照してください。  

最小ファイル・システム・サイズは、512バイトのメタデータ・ブロック・サイズ・フォーマットの場合は200 MB、4 KBのメタデータ・ブ

ロック・サイズ・フォーマットの場合は512 MBです。  

acfsformatを機能させるには、Oracle ACFSドライバをロードする必要があります。  

このコマンドを使用するには、WindowsのAdministrator権限が必要です。 

4 KBのセクター/メタデータ 

次に、COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性値に基づいた/iオプションおよびメタデータ・ブロック・サイズの使用についてまと

めます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2以上に設定されている場合、メタデータ・ブロック・サイズはデフォルトで4096バイトです。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されている場合、ブロック・サイズは512バイトに設定されます。  

 COMPATIBLE.ADVMが12.2未満に設定されているのに、論理セクター・サイズが512バイトでない場合、コマンドは失敗

します。  

ユーザー・データIOでは、標準ユーザーIOリクエストに対して512バイトの小規模な転送が引き続きサポートされます。ファイル・
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システムのOracle ADVMボリュームの論理ディスク・セクター・サイズが4 Kの場合、最良のパフォーマンスを得るには、ユーザー

直接IOリクエストを4 Kファイル・オフセットに揃えて、4 KBの倍数の長さにする必要があります。4 Kメタデータ・ブロック・サイズ・

フォーマットでのみ、論理ディスク・セクターが4 KのADVMボリュームがサポートされます。 

論理ディスク・サイズが4096のOracle ADVMボリュームをフォーマットしたり、/i 4096オプションを使用して論理ディスク・セク

ター・サイズが512バイトのOracle ADVMボリュームをフォーマットするには、COMPATIBLE.ADVM値を12.2以上に設定する必

要があります。  

例 

この例は、Oracle ACFSファイル・システムの作成方法を示しています。この例ではverboseオプションが指定されています。

例16-18 acfsformatコマンドの使用方法 

C:\> acfsformat /v asm-volume1-311

acfsmountvol 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムをマウントします。 

構文および説明 

acfsmountvol /h 

acfsmountvol 

acfsmountvol [/v]  /all  

acfsmountvol [/v] { drive_letter |dir } volume_device 

表16-22に、acfsmountvolコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-22 acfsmountvolコマンドのオプション 

オプション 説明 

/v verbose モードを指定します。操作が発生すると、進捗状況が表示されます。 

/h 使用方法のヘルプ・テキストを表示して終了します。 

/all acfsutil registry を使用して作成された ACFS マウント・レジストリを読み取り、リ

ストされているファイル・システムをこのノードにマウントします。  

drive_letter Oracle ADVM ボリューム・デバイスにリンクする Windows ドライブ文字。 

dir マウント・ポイントの完全ディレクトリ(ドライブ文字を含む)を指定します。 

volume_device acfsformat でフォーマットされた Oracle ADVM ボリューム・デバイス・ファイルを指定
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オプション 説明 

します。  

acfsmountvolは、指定したパス名またはドライブ名にあるファイル・システム階層にOracle ACFSをアタッチします。dirは、空

のディレクトリである必要があります。Oracle ACFSマウント・ポイントは、任意の空のディレクトリに作成でき、階層化(ネスト

化)できます。  

acfsmountvolが正常に実行されると、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATH列に、ファイル・システムがマウントされた完全パスま

たはドライブ名が表示されます。引数を指定しない場合、このノードにマウント済のOracle ACFSファイル・システムがすべてリス

トされます。  

マウント失敗の原因をacfsmountvolコマンドに戻すことは、いつでもできるわけではありません。これが起こると、Oracle ACFS

は失敗の原因をWindowsシステム・イベント・ログ出力に書き込みます。  

Oracle ACFSファイル・システムは1つのマウント・ポイントにのみマウントされます。同じマウント・ポイント名をすべてのクラスタ・メ

ンバーで使用する必要があります。 

Oracle ACFSをマウントするには、WindowsのAdministrator権限が必要です。 

例 

1つ目の例は、F:ドライブとして識別されるマウント・ポイントにasm-volume1-311をマウントする方法を示しています。2つ目の

例は、c:\oracle\acfsmounts\acfs1\で指定したマウント・ポイントにasm-volume1-215をマウントする方法を示しています。

最初の2つの例はverboseモードを有効にします。3つ目の例では、ノードでマウントされているすべてのファイル・システムをディ

スマウントします。 

例16-19 acfsmountvolコマンドの使用方法 

C:\> acfsmountvol  /v  F:  asm-volume1-215 

C:\> acfsmountvol /v  c:\oracle\acfsmounts\acfs1  asm-volume1-311 

C:\oracle>acfsmountvol 

   asm-volume1-311 

       C:\oracle\acfsmounts\acfs1 

acfsutil detach 

目的 

モジュールのアンロードのためにOracle ACFSドライバの準備をします。 

構文および説明 

acfsutil detach 

acfsutil detachは、ドライバをアンロードできるようにOracle ACFSを準備します。Oracle ACFSは、ドライバのロード時に

基本のファイル・システムとして登録されます。Windowsサービス制御マネージャからドライバに停止コマンドを送信するには、ド

ライバに関連付けられたすべてのデバイス・オブジェクトの削除に加えて、Oracle ACFSの基本ファイル・システムとしての登録を
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解除する必要があります。  

acfsutil detachが正常に完了し、すべてのボリュームがディスマウントされると、管理者はWindowsサービス制御マネージャ

の停止コマンドをOracle ACFSドライバに実行できます。acfsutil detachコマンドが使用されない場合、stopコマンドで

Oracle ACFSドライバのアンロード・ルーティンはコールされません。このコマンドは、WindowsのAdministratorのみが実行で

きます。これはOracle ACFS停止スクリプトによって自動的にコールされます。  

例 

次の例は、Oracle ACFSファイル・システムをすべてデタッチしてWindows上のドライバをアンロードする方法を示しています。

1つ目の例では、すべてのOracle ACFSファイル・システム・ボリューム・デバイスをディスマウントします。2つ目の例では、ボリュー

ム・デバイスをデタッチします。

例16-20 acfsutil detachコマンドの使用方法 

C:\> acfsdismount /all 

C:\> acfsutil detach

advmutil dismount 

目的 

advmutil dismountコマンドは、Oracle ACFSではないファイル・システムのOracle ADVMボリューム・デバイスをディスマウン

トします。  

構文および説明 

advmutil dismount [/unregister] {drive_letter | dir} 

advmutil dismount [/unregister] [/all | /dg=disk_group] 

表16-23に、Windowsのadvmutil dismountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-23 advmutil dismountコマンドのオプション 

オプション 説明 

drive_letter ディスマウントするドライブ文字を指定します。 

dir マウント・ポイントのディレクトリ(ドライブ文字を含む)を指定します。 

/all  このノード上のすべてのファイル・システムをディスマウントすることを指定します。 

/unregister 必要に応じて、システム・レジストリから Oracle ADVM ボリューム・デバイスとそのドライ

ブ文字を登録解除します。Oracle ASM インスタンスおよび Oracle ACFS の起動

時に、登録解除されたドライブ文字および Oracle ADVM ボリューム・シンボリック・リン

クは作成されません。 
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オプション 説明 

/dg=disk_group ドライブ文字を作成し、場合によってはファイル・システムをマウントまたはディスマウントす

るための、登録済 Oracle ADVM ボリューム・デバイスを含むディスク・グループの任意

の名前。 

 

  
 

ノート: 

NTFS で Oracle ADVM ボリューム・デバイスをフォーマットするには、ドライブ文字にマウントする必要があります。

フォーマット後、NTFS では Oracle ADVM ボリューム・デバイスをドライブ文字またはディレクトリのいずれにもマウ

ントできます。 

このコマンドを正常に実行するには、ローカルOracle ASMインスタンスが実行中で、このコマンドに必要なディスク・グループがそ

のOracle ASMインスタンスに作成され、マウントされており、ボリュームが有効であることが必要です。  

advmutil dismountコマンドは、ファイル・システムが完全にアンマウントされるまで、オペレーティング・システム・プロンプトに制御

を戻しません。  

例 

次の例は、Oracle ACFSではないファイル・システムをディスマウントする方法を示しています。  

1. 1つ目の例は、Oracle ADVMボリューム・デバイスのドライブ文字を削除してファイル・システムにアクセスできないように

する方法を示しています。  

2. 2つ目の例は、Oracle ADVMボリューム・デバイスのドライブ文字を削除してファイル・システムにアクセスできないように

し、レジストリから削除する方法を示しています。 

3. 3つ目の例は、すべての登録済Oracle ADVMボリューム・デバイスのドライブ文字を削除して、すべてのファイル・シス

テムにアクセスできないようにする方法を示しています。 

4. 4つ目の例は、特定のOracle ASMディスク・グループにあるすべての登録済Oracle ADVMボリューム・デバイスのドラ

イブ文字を削除して、すべての関連ファイル・システムにアクセスできないようにする方法を示しています。

例16-21 advmutil dismountコマンドの使用方法 

C:\> advmutil dismount H: 

C:\> advmutil dismount H: /unregister 

C:\> advmutil dismount /all 

C:\> advmutil dismount /dg=data

advmutil list 

目的 

advmutil listコマンドは、advmutil mount /registerを使用して登録されたOracle ADVMボリューム・デバイスをリストし

ます。 

構文および説明 
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advmutil list /registry 

表16-24に、Windowsのadvmutil listコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-24 advmutil listコマンドのオプション 

オプション 説明 

list /registry Windows レジストリに含まれる、ドライブ文字および対応する Oracle ADVM ボ

リューム・デバイス名をリストします。 

このコマンドを正常に実行するには、ローカルOracle ASMインスタンスが実行中で、このコマンドに必要なディスク・グループがそ

のOracle ASMインスタンスに作成され、マウントされており、ボリュームが有効であることが必要です。  

Oracle ACFSのOracle ADVMボリューム・デバイスの表示の詳細は、「acfsutil info file」を参照します。  

例 

次の例は、システム・レジストリ内のすべてのエントリをリストする方法を示しています。

例16-22 advmutil listコマンドの使用方法 

C:\> advmutil list /registry 

  Drive Letter     Asm Volume 

  =================================== 

  H:               asm-volume1-123 

  K:               asm-volume2-245

advmutil mount 

目的 

advmutil mountコマンドは、Oracle ACFSではないファイル・システムのOracle ADVMボリューム・デバイスをマウントします。  

構文および説明 

advmutil mount [/register] {drive_letter | dir} volume_device 

advmutil mount /all 

表16-25に、Windowsのadvmutil mountコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-25 advmutil mountコマンドのオプション 

オプション 説明 

drive_letter マウントするドライブ文字を指定します。 

dir マウント・ポイントのディレクトリ(ドライブ文字を含む)を指定します。 
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オプション 説明 

volume_device Oracle ADVM ボリューム・デバイスを指定します。 

/all  このノードのすべての Oracle ACFS ではないファイル・システムをマウントすることを指

定します。 

/register 必要に応じて、Windows システム・レジストリに Oracle ADVM ボリューム・デバイス

とそのドライブ文字を登録します。Oracle ASM インスタンスおよび Oracle ACFS の

起動後に、登録されたすべてのドライブ文字および Oracle ADVM ボリューム・シンボ

リック・リンクが作成されます。これにより、Oracle ACFS ファイル・システムの場合と同

様に、Windows ではファイル・システムの自動マウントが可能になります。 

 

  
 

ノート: 

NTFS で Oracle ADVM ボリューム・デバイスをフォーマットするには、ドライブ文字にマウントする必要があります。

フォーマット後、NTFS では Oracle ADVM ボリューム・デバイスをドライブ文字またはディレクトリのいずれにもマウ

ントできます。 

このコマンドを正常に実行するには、ローカルOracle ASMインスタンスが実行中で、このコマンドに必要なディスク・グループがそ

のOracle ASMインスタンスに作成され、マウントされており、ボリュームが有効であることが必要です。  

Oracle ACFSのOracle ADVMボリューム・デバイスの登録の詳細は、「acfsutil registry」を参照します。  

例 

次の例は、Oracle ACFSではないファイル・システムをマウントする方法を示しています。  

1. 1つ目の例は、非Oracle ACFSのアクセスとして使用されるOracle ADVMボリューム・デバイスのドライブ文字を作成

し、ボリュームをNTFSで使用できるようにフォーマットするのに使用できるようにする方法を示しています。 

2. 2つ目の例は、非Oracle ACFSのアクセスとして使用されるOracle ADVMボリューム・デバイスのドライブ文字を作成

し、ボリュームをNTFSで使用できるようにフォーマットしてWindowsシステム・レジストリに保存するのに使用できるよう

にする方法を示しています。 

3. 3つ目の例は、システム・レジストリに保存されているすべてのOracle ADVMボリューム・デバイスのドライブ文字を作成

し、ファイル・システムへのアクセスも可能にする方法を示しています。

例16-23 advmutil mountコマンドの使用方法 

C:\> advmutil mount H: asm-volume1-123 

C:\> advmutil mount H: asm-volume1-123 /register 

C:\> advmutil mount /all
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タグ付け用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Oracle ACFSタグ付けコマンドの概要を示します。 

表16-26に、Oracle ACFSタグ付けコマンドと簡単な説明を示します。  

Solarisでは、acfsutil tagコマンドはシンボリック・リンク・ファイルでタグ名を設定できますが、バックアップおよびリストア・ユー

ティリティは、シンボリック・リンク・ファイルで明示的に設定されるタグ名を保存しません。また、シンボリック・リンク・ファイルは、移動、

コピー、tarの使用またはpaxの使用が行われると、明示的に設定されたタグ名が失われます。 

表16-26 Oracle ACFSタグ付け用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsutil tag info Oracle ACFS ファイル・システムのディレクトリまたはファイルのタグを表示しま

す。 

acfsutil tag set Oracle ACFS ファイル・システムのディレクトリまたはファイルにタグを追加しま

す。 

acfsutil tag unset Oracle ACFS ファイル・システムのディレクトリまたはファイルからタグまたはすべ

てのタグ名を削除します。 

 

関連項目: 

 Oracle ACFSタグ付けの詳細は、「Oracle ACFSタグ付け」  

 Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」  

 Oracle ACFSタグ付けのアプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)の詳細は、「Oracle ACFSタグ付けの

汎用アプリケーション・プログラミング・インタフェース」  

acfsutil tag info 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのタグ付けされたディレクトリまたはファイルのタグ名を表示します。 

構文および説明 

acfsutil tag info -h 

acfsutil tag info [-r] [-c -t tagname] path [path ...] 

acfsutil tag info [-c -t tagname] 

acfsutil tag info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-27に、acfsutil tag infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 
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表16-27 acfsutil tag infoコマンドのオプション 

オプション 説明 

-t tagname 表示するタグ名の文字列を指定します。文字列に空白文字が含まれる場合は引用

符で囲みます。 

path 1 つまたは複数のファイルまたはディレクトリへのパス名を指定します。 

-r 指定したパスでの再帰的アクションを指定します。 

-c タグ名での大/小文字区別なしの部分一致を指定します。 

acfsutil tag infoコマンドは、指定したディレクトリ・パス名に-rオプションが含まれている場合に、すべての子ファイルおよびサ

ブディレクトリに再帰的に操作を適用できます。  

パス名を指定しないと、acfsutil tag infoコマンドはすべてのOracle ACFSマウント・ポイントでタグ付けされたファイルを検

索します。  

Oracle ACFSファイル・システムのタグ付けされたファイルのパスのみが表示されます。-t tagnameオプションを指定すると、指定

したtagnameと完全に一致するタグ名を含むファイルのパスのみが表示されます。-cオプションを指定すると、tagnameは、正常

に一致する大/小文字区別なしのタグ名のサブストリングを指定できます。たとえば、acfsutil tag info -c -t AGコマンドは、

tag1、ag、AGなどのタグ名を含むファイルのパス名を表示します。  

どのユーザーもこのコマンドを使用して、読取りアクセス権のあるディレクトリのタグ情報を表示できます。 

セキュリティ・レルムで保護されたファイルまたはディレクトリで、acfsutil tag infoを実行すると失敗します。ユーザーがセキュリ

ティ・レルムで保護されたディレクトリでacfsutil tag infoを-rオプションとともに実行し、そのユーザーにディレクトリの参照権

限がない場合、出力は表示されません。この問題を解決するには、ユーザーをセキュリティ・レルムに追加し、ユーザーに

READDIR権限を付与する必要があります。Oracle ACFSセキュリティ・レルムへのオブジェクトの追加の詳細は、「acfsutil sec 

realm add」を参照してください。  

例 

次に、acfsutil tag infoコマンドの使用例を示します。 

例16-24 acfsutil tag infoコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil tag info -r /acfsmounts/acfs1/myrepfiles/

acfsutil tag set 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムの指定したファイルまたはディレクトリに特定のタグを追加します。 
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構文および説明 

acfsutil tag set -h 

acfsutil tag set [-v] [-r] tagname path [path ...] 

acfsutil tag set -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-28に、acfsutil tag setコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-28 acfsutil tag setコマンドのオプション 

オプション 説明 

tagname タグ名の文字列を指定します。文字列に空白文字が含まれる場合は引用符で囲みま

す。 

タグ文字列は、a-b、A-Z、0-9、空白文字、ハイフンおよびアンダースコアを含む

ASCII 文字で構成されます。タグ名の長さは最大 32 文字です。 

all は予約タグ名で、ファイルまたはディレクトリでは設定できません。  

path 1 つまたは複数のファイルまたはディレクトリへのパス文字列を指定します。 

-r 指定したパスでの再帰的アクションを指定します。 

-v 操作の進行状況を表示します。 

このコマンドは、指定したディレクトリ・パス名のすべての子ファイルおよびサブディレクトリに再帰的に操作を適用できます。 

ファイルまたはディレクトリにタグ名を追加する場合、そのファイルまたはディレクトリの既存のタグは変更されません。ディレクトリに

タグが割り当てられた後で作成された新しいファイルは、親ディレクトリからタグを暗黙的に継承します。ディレクトリ内の既存の

ファイルは新しいタグを継承しません。これらのファイルには明示的にタグを割り当てる必要があります。ファイルの名前変更または

同じファイル・システム内でのファイルのサブディレクトリへの移動を行うと、そのファイルでは新しい親ディレクトリからタグ名が継承

されません。ファイル・システム間のファイルの移動でコピー操作を使用して、新しく作成されたファイルは親ディレクトリのタグ名を

継承しません。 

Oracle ACFSファイル・システムまたは各ファイルおよびディレクトリのタグ名の固定した最大数はありません。ただし、タグ名の数

は、各ファイルおよびディレクトリの64KBまでの特別なメタデータ・ストレージに格納できるタグ名に制限されます。このメタデータ

には、拡張属性を管理するための情報も含まれています。タグ名を長くすると、ファイルまたはディレクトリで設定できるタグ名の

合計が減少します。たとえば、すべてのタグ名が4バイトの長さである場合、拡張属性の情報が他に存在しないと想定すると、

約1730のタグ名を保持できます。  

ターゲット・ファイルまたはディレクトリを変更する権限のあるユーザーはこのコマンドを実行できます。 

ユーザーがセキュリティ・レルムで保護されたディレクトリでacfsutil tag setを-rオプションとともに実行し、そのディレクトリの参

照権限がない場合、タグは適用されません。この問題を解決するには、ユーザーをセキュリティ・レルムに追加し、ユーザーに
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READDIR権限を付与する必要があります。Oracle ACFSセキュリティ・レルムへのオブジェクトの追加の詳細は、「acfsutil sec 

realm add」を参照してください。  

例 

次に、acfsutil tag setコマンドの使用例を示します。 

例16-25 acfsutil tag setコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil tag set repl_grp1 -r /acfsmounts/acfs1/myrepfiles/*.dat

acfsutil tag unset 

目的 

指定したファイルまたはディレクトリから特定のタグ名またはすべてのタグ名を削除します。  

構文および説明 

acfsutil tag unset -h 

acfsutil tag unset [-v] [-r] {all | tagname} path [path ...] 

acfsutil tag unset -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-29に、acfsutil tag unsetコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-29 acfsutil tag unsetコマンドのオプション 

オプション 説明 

all パス文字列のすべてのタグの削除を指定します。 

tagname タグ名の文字列を指定します。文字列に空白文字が含まれる場合は引用符で囲みま

す。 

path 1 つまたは複数のファイルまたはディレクトリへのパス文字列を指定します。 

-r 指定したパスでの再帰的アクションを指定します。 

-v 操作の進行状況を表示します。 

このコマンドは、指定したディレクトリ・パス名のすべての子ファイルおよびサブディレクトリに再帰的に操作を適用できます。  

ファイルまたはディレクトリからタグ名を削除する場合、そのファイルまたはディレクトリの既存のタグは変更されません。 

ターゲット・ファイルまたはディレクトリを変更する権限のあるユーザーはこのコマンドを実行できます。 

ユーザーがセキュリティ・レルムで保護されたディレクトリでacfsutil tag unsetを-rオプションとともに実行し、そのディレクトリの

参照権限がない場合、タグは削除されません。この問題を解決するには、ユーザーをセキュリティ・レルムに追加し、ユーザーに
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READDIR権限を付与する必要があります。Oracle ACFSセキュリティ・レルムへのオブジェクトの追加の詳細は、「acfsutil sec 

realm add」を参照してください。  

例 

次に、acfsutil tag unsetコマンドの使用例を示します。 

例16-26 acfsutil tag unsetコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil tag unset repl_grp1 -r 

     /acfsmounts/acfs1/myrepfiles/*.log
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レプリケーション用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーション用コマンドの概要を示します。 

表16-30に、Oracle ACFSのスナップショットベースのレプリケーション・コマンドと簡単な説明を示します。Oracle ACFSレプリ

ケーションの概要は、「Oracle ACFSレプリケーション」を参照してください。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。 

表16-30 Oracle ACFSレプリケーション用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsutil repl bg Oracle ACFS レプリケーション・バックグラウンド・プロセスを開始、停止、または

情報を表示します。 

acfsutil repl compare Oracle ACFS ストレージ・ロケーション上でファイルがレプリケートされていること

を確認します。 

acfsutil repl failover 計画外の障害が発生した場合に、レプリケーションのスタンバイ・ロケーションの

ロールをプライマリ・ロケーションのロールに変換します。 

acfsutil repl info Oracle ACFS ストレージ・ロケーションのレプリケーション・プロセスに関する情

報を表示します。 

acfsutil repl init Oracle ACFS ストレージ・ロケーションでファイルのレプリケーションを開始しま

す。 

acfsutil repl pause Oracle ACFS ストレージ・ロケーションでレプリケーションを一時停止します。 

acfsutil repl resume Oracle ACFS ストレージ・ロケーションでレプリケーションを再開します。 

acfsutil repl reverse レプリケーションのプライマリ・ストレージ・ロケーションとスタンバイ・ストレージ・ロ

ケーションのロールを入れ替えます。 

acfsutil repl sync プライマリ・ストレージ・ロケーションとスタンバイ・ストレージ・ロケーションを同期し

ます。 

acfsutil repl terminate Oracle ACFS ストレージ・ロケーションでのすべてのレプリケーション・アクティビ

ティを停止します。 

acfsutil repl trace レプリケーション情報のトレース・レベルを指定します。 
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コマンド 説明 

acfsutil repl update レプリケーションの実行中にレプリケーション情報を更新します。 

acfsutil repl upgrade スナップショットベースのレプリケーションを使用するために、アクティブな既存のレ

プリケーション・インストールをアップグレードします。 

acfsutil repl bg 

目的 

Oracle ACFSレプリケーション・バックグラウンド・プロセスを開始、停止、または情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil repl bg -h 

acfsutil repl bg {start | stop | info} [snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl bg -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl bgコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-31 acfsutil repl bgコマンドのオプション 

オプション 説明 

start レプリケーション・バックグラウンド・プロセスを開始します。 

stop レプリケーション・バックグラウンド・プロセスを停止します。 

info 関連するクラスタウェア・リソースを使用してレプリケーション・バックグラウンド・プロセスの

情報を表示します。リソースがプライマリ・クラスタのノードで ONLINE の場合、プロセスは

実行されています。そうでない場合、プロセスは実行されていません。  

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているプライマリ・ファイル・システムのマウント・

ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

Oracle ACFSレプリケーションは、プライマリ・クラスタのバックグラウンド・プロセスを使用して、ファイル・システムの変更をスタンバ

イ・ロケーション(ファイル・システムまたはスナップショットのいずれか)に転送します。このプロセスは、レプリケーションが機能するた

めに実行する必要があります。レプリケーションがacfsutil repl initコマンドで開始されると、このプロセスが開始されて

Oracle Clusterwareに登録され、再起動またはシステム・クラッシュ後に自動的に再開できるようになります。このプロセスは、

クラスタ規模です。  

Oracle ACFSレプリケーション・バックグラウンド・プロセスがプライマリ・サイトで実行中かどうかを判別するには、acfsutil repl 

bg infoコマンドをプライマリ・クラスタで実行できます。コマンドの使用例は、例16-27を参照してください。  
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ノート: 

レプリケーションに関与するロケーションを含むプライマリ・ファイル・システムは、そのレプリケーション・バックグラウンド・プ

ロセスが実行中でも、常にアンマウントできます。umount コマンド(Windows では acfsdismount コマンド)は、アン

マウントの実行が必要な場合、バックグラウンド・プロセスを停止します。処理中のレプリケーション操作はすべて中断

されます。レプリケーションに関与しているロケーションを含むプライマリ・ファイル・システムが再マウントされると、レプリ

ケーションが自動的に再開し、バックグラウンド・プロセスが再開されます。  

レプリケーションに関与しているロケーションを含むスタンバイ・ファイル・システムは、そのファイル・システムでレプリケー

ション操作が現在進行中でない場合にのみアンマウントできます。レプリケーション操作が進行中の場合、ファイル・シ

ステムをアンマウントしようとすると、ファイル・システムがビジーであることが示されてアンマウントは失敗します。 

例 

例16-27は、レプリケーション・プロセスに関する情報を表示するためのacfsutil repl bgコマンドの使用方法を示しています。 

例16-27 acfsutil repl bgコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl bg info /acfsmounts/acfs1 

Resource:      ora.repl.dupd.crsdg1.crsdg1vol1.acfs 

Target State:  ONLINE              

Current State: ONLINE on primnode1 

acfsutil repl compare 

目的 

Oracle ACFSストレージ・ロケーション上でファイルがレプリケートされていることを確認します。 

構文および説明 

acfsutil repl compare -h  

acfsutil repl compare [-v] [ -a [-s] | -t { all | tagname, ...} [-s] ]    

[snap_shot@]primary_mount_point [snap_shot@]standby_mount_point 

acfsutil repl compare -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl compareコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-32 acfsutil repl compareコマンドのオプション 

オプション 説明 

-a すべてのファイルとその拡張された属性名を比較します。 

-t { all | tagname, ... }  acfsutil repl init 操作で指定されたすべてまたは一部のタグ名とファイルを比較し

ます。acfsutil repl init 操作で指定されたすべてのタグ名を指定する all オプショ

ンタグ名のカンマ区切りのリストには、acfsutil repl init 操作中に指定されたタグ
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オプション 説明 

名のみを使用する必要があります。  

-s -a または-t オプションの使用時に、拡張属性およびタグの symlink の比較を省略し

ます。symlink は、権限や所有権など、その他すべてについて引き続きチェックされま

す。  

-v ファイルが比較された後、各場所のファイルの名前が出力されます。 

[snap_shot@]primary_mount_poi

nt 
レプリケートされるロケーション(マウントされているプライマリ・ファイル・システムのマウント・

ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

[snap_shot@]standby_mount_poi

nt 
レプリケートされるロケーション(マウントされているスタンバイ・ファイル・システムのマウン

ト・ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl compareコマンドは、プライマリ・ロケーションのすべてまたは一部がスタンバイ・ロケーションにレプリケートされたこ

とを確認します。スタンバイ・ロケーションは、比較のためにローカルにマウントされる必要があります。最適な結果は、プライマリ・ロ

ケーションの変更が最小限のときに得られます。コマンドは常に、スタンバイ・ロケーション上のファイルと照合して、プライマリ・ロ

ケーション上のすべてのファイルをチェックしようとします。コマンドの機能を最大化してすべてのファイルをチェックするには、root

ユーザーとして呼び出す必要があります。ただし、これは必須ではありません。コマンドは、どのユーザーとして呼び出されたときに

もファイルを比較しようとします。  

通常、acfsutil repl init操作中に指定されたタグ名がない場合に-aオプションが使用されます。-aオプションは、スタンバ

イ・ロケーション上のファイルに照らして、プライマリ・ロケーション上のすべてのファイルをチェックします。また、-aオプションを使用す

ると、プライマリに存在しないスタンバイ・ロケーション上のその他のファイルをテストできます。その他のファイルのテスト時に、コマン

ドでは拡張属性のチェックも試行します。ただし、NFSを使用してスタンバイ・ロケーションをローカルにマウントする場合、スタンバ

イではNFSプロトコル制限のため拡張属性の一致をチェックできません。  

acfsutil repl init操作中にタグが指定された場合に-tオプションが使用されます。-t操作は、指定したタグ名を持つ、プラ

イマリ・ロケーション上のすべてのファイル名を見つけ、それらをスタンバイ上の対応するファイルと比較します。-tオプションは、引

数としてallオプションかまたはタグ名のカンマ区切りリストのどちらかを取ります。-tオプションがall引数とともに使用される場合、

acfsutil repl init操作で指定されたすべてのタグ名が選択されます。そうでない場合、指定されたタグ名は、acfsutil 

repl init操作中に指定されたタグ名と正確に一致する必要があります。-tオプションはまた、acfsutil repl init操作中

に指定された、関連するタグ名を持たないスタンバイ・ロケーション上のその他のファイルについてもテストします。NFSを使用して

スタンバイ・ロケーションをローカルにマウントした場合、スタンバイでは、NFSプロトコルの制限のために、タグ名と拡張属性の一

致についてチェックできません。  

acfsutil repl info -cオプションを使用して、acfsutil repl init操作中に指定されたタグを特定できます。  

-aオプションと-tオプションは両方を同時に指定できません。-aまたは-tの指定時に、—sオプションも指定してsymlinkについて

の拡張属性の比較を省略できます。-aまたは-tのオプションのどちらも提供されない場合、プライマリからスタンバイへのファイル
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比較はタグ名または拡張属性のテストを行わずに実行されます。  

-vオプションを指定して、ファイルの比較後に各ファイルの名前を出力できます。  

例 

例16-28に、acfsutil repl compareコマンドの使用を示します。 

例16-28 acfsutil repl compareコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl compare /acfsmounts/acfs1 /nfs_mounted_standby

acfsutil repl failover 

目的 

レプリケーションのスタンバイ・システムのロールをプライマリ・ロケーションのロールに変換し、対応するプライマリ・ロケーションのロー

ルをスタンバイのロールに変換します。 

構文および説明 

acfsutil repl failover -h 

acfsutil repl failover [-T timeout] [snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl failover -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl failoverコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-33 acfsutil repl failoverコマンドのオプション 

オプション 説明 

-T timeout プライマリ・ロケーションが使用できないことを確認するまでの待機時間(分)を指定しま

す。-T オプションを省略した場合、プライマリ・ロケーションは可用性を 1 回チェックされ

ます。  

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているファイル・システムのマウント・ポイントま

たはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl failoverコマンドは、レプリケーションのスタンバイ・ロケーションのロールを入れ替えてレプリケーションのプライマ

リ・ロケーションになるようにするか、オプションでレプリケーション関係を終了します。failoverコマンドは、最後に成功したレプリ

ケーション転送の結果の完全コピーがスタンバイ・ロケーションに含まれることを保証します。必要に応じて、このコマンドではロ

ケーションが転送時の状態にリストアされます。acfsutil repl failoverは、実行されたシナリオに基づいて動作が異なります。  

 スタンバイ・ロケーションと対応するプライマリ・ロケーションの両方が正常に動作している 

この例では、コマンドはレプリケーション関係を逆転します。データ消失はありません。このケースでは、レプリケーションが

一時停止している場合フェイルオーバーが失敗することに注意してください。このケースを正常に実行するには、

acfsutil repl resumeを実行します。  
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 プライマリ・ロケーションを現在使用できないが、それがオンラインに戻るまで待つ 

このシナリオでは、コマンドはレプリケーションのプライマリのステータスを検証します。このコマンドは、プライマリにアクセスで

きずタイムアウト期間が経過した場合(指定されていた場合)には、スタンバイ・ロケーションを、レプリケーション転送が最

後に成功した時点での状態にリストアし、レプリケーションのプライマリに変換します。プライマリ・ロケーションが使用不可

になったときに転送の処理中だった場合などは、データが失われる可能性があります。元のプライマリ・ロケーションが使

用可能になると、failoverコマンドが実行されてレプリケーションのスタンバイ・ロケーションに変換されることに注意してく

ださい。 

 プライマリ・ロケーションを現在使用できず、それがオンラインに戻るまで待たない  

このシナリオでは、コマンドはレプリケーションのプライマリのステータスを検証します。このコマンドは、プライマリにアクセスで

きずタイムアウト期間が経過した場合(指定されていた場合)には、スタンバイ・ロケーションを、レプリケーション転送が最

後に成功した時点での状態にリストアし、レプリケーションのプライマリに変換します。プライマリ・ロケーションが使用不可

になったときに転送の処理中だった場合などは、データが失われる可能性があります。failoverコマンドを実行した後に

は、次の2つのオプションがあります。 

 1つ目は、acfsutil repl updateコマンドを使用して新しいスタンバイ・ロケーションを構成するという方法で

す。新しいスタンバイを指定した後に元のプライマリが(スタンバイとして)復帰しても問題ありません。元のプライ

マリ・ロケーションは、そのロケーションに対してacfsutil repl terminate standbyを実行するまでアイドル

状態となります(スタンバイとして)。  

 もう1つは、新しいプライマリでacfsutil repl terminate primaryを実行することでレプリケーションを終了

するという方法です。  

現在のプライマリ・ロケーションがアクティブな場合は、acfsutil repl failoverを実行する前に、プライマリに対するアプリケー

ションの更新を停止する必要があります。スタンバイへの変換前に現在のプライマリ・ロケーションに対して試行された更新は、破

棄されます。変換後に試行された更新は、他のスタンバイ・ロケーションに対する更新と同様にすべて失敗します。  

アプリケーションの更新が再開されたら、それらを新しいプライマリ・ロケーションに送信する必要があります。 

例 

次の例は、acfsutil repl failoverコマンドの使用方法を示しています。コマンドはスタンバイ・ロケーションで起動し、プライ

マリ・ロケーション(/repl_data)を指定します。 

例16-29 acfsutil repl failoverコマンドの使用方法 

acfsutil repl failover /repl_data

 

関連項目: 

 レプリケーション情報の更新の詳細は、acfsutil repl updateを参照してください  

 Oracle ACFSレプリケーションで使用するためのsshの構成の詳細は、Oracle ACFS Snapshot-Based 

Replicationの構成を参照してください  

acfsutil repl info 

目的 
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Oracle ACFSストレージ・ロケーションのレプリケーション・プロセスに関する情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil repl info -h  

acfsutil repl info -c [-v] {[snap_shot@]mount_point}                     

acfsutil repl info -c -u user [-o sshStrictKey=yn_value] standby_host [standby_host...] 

                    [snap_shot@]primary_mount_point 

acfsutil repl info -c -u user [-o sshStrictKey=yn_value] primary_host [primary_host...] 

                    [snap_shot@]standby_mount_point 

acfsutil repl info -s [-v][-l] [-n number{m|h|d|w|y}]  

                   {-f eventlog | [snap_shot@]mount_point}} 

acfsutil repl info [-a|-e|-t] [-v][-l] 

                   {-f eventlog | [snap_shot@]mount_point } 

acfsutil repl info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-34 acfsutil repl infoコマンドのオプション 

オプション 説明 

-a レプリケーション・イベント・ログから適用レコードのみを表示します。適用レコードには、レ

プリケートされた変更のセットがプライマリ・ロケーションで取得された日時と、それらがスタ

ンバイ・ロケーションで適用された日時が含まれます。 

-c 構成情報を表示します。 

-e レプリケーション・イベント・ログからエラー・レコードのみを表示します。 

-f eventlog 情報のソースとして使用されるレプリケーション・イベント・ログへの絶対パスを指定しま

す。デフォルトの場所は、

mount_point/.ACFS/repl/logs/ReplicationEventsLog です。 

-h ヘルプ・テキストを表示します。 

-l 最後のイベントのみを表示します。 

-n number{m|h|d|w|y}  情報を表示する間隔を指定します。number には、分(m)、時間(h)、日(d)、週(w)ま

たは年(y)を指定します。たとえば、-n 5d です。 

統計は指定した時間単位でまとめられます。 

-u user user をアクセス権が有効なユーザーとして使用して、現行ホストと standby 引数で

指定されている各スタンバイ・ホスト間で現在構成されているホスト・キーおよびユー
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オプション 説明 

ザー・キーを検証します。  

-o sshStrictKey=yn_value ssh で厳密なホスト・キー・チェックを使用するかどうかを指定します。y で始まる値で、こ

のチェックは有効になります(デフォルト設定)。n で始まる値で、チェックは無効になりま

す。  

-s 統計情報を表示します。統計を意味のあるものにするために、プライマリおよびスタンバ

イ・ノードがネットワーク・タイム・サービスを実行していることが重要です。 

-t レプリケーション・イベント・ログから転送レコードのみを表示します。 

-v 冗長出力を表示します。 

standby_host -u オプションの指定時に処理されるスタンバイ・ホストのいずれかのホスト名または IP ア

ドレスを指定します。  

[snap_shot@]primary_mount_poi

nt 

レプリケーションに関与するロケーション(プライマリ・ファイル・システムがマウントされたディ

レクトリまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

primary_host -u オプションの指定時に処理されるプライマリ・ホストのいずれかのホスト名または IP ア

ドレスを指定します。＊  

[snap_shot@]standy_mount_poin

t 

レプリケーションに関与するロケーション(スタンバイ・ファイル・システムがマウントされたディ

レクトリまたはスナップショットのいずれか)を指定します。＊ 

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされたプライマリ・ファイル・システムまたはスタンバ

イ・ファイル・システムのマウント・ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

レプリケーション構成の情報を表示するには、-cオプションを指定したacfsutil repl infoを使用します。構成情報には、スタ

ンバイ・ロケーションが表すプライマリ・ロケーションでのポイント・イン・タイムを識別するApplied primary as ofタイムスタンプが

含まれます。このタイムスタンプを使用すると、Oracle ACFSロケーション内のデータを、Oracle Data Guardでレプリケートさ

れたデータベース・データと同期された状態で保つ必要がある場合に、このポイント・イン・タイムにデータベースを戻すことができま

す。  

-uオプションを指定する場合は、レプリケーション・ユーザーであるrepluserとしてコマンドを実行する必要があります。このオプ

ションを指定すると、スナップショット・ベースのレプリケーションで使用される場合と同様に、sshでローカル・クラスタからリモート・ク

ラスタに接続できることをこのコマンドは確認します。このコマンドは、次の2つのコンテキストで使用する必要があります。  

 プライマリ・クラスタの各ホストで、sshですべてのスタンバイ・ホストに接続し、各ホストにユーザーとしてログインできること

を確認します  
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 スタンバイ・クラスタの各ホストで、sshですべてのプライマリ・ホストに接続し、各ホストにユーザーとしてログインできること

を確認します  

プライマリ・ホストでこのコマンドを実行する場合は、各standby_host文字列にスタンバイ・ノードのホスト名またはホストのIPア

ドレスを指定します。指定する[snap_shot@]primary_mount_pointは、レプリケーションに使用されるプライマリ・クラスタ内の

アクティブなOracle ACFSロケーションにする必要があります。＊  

スタンバイ・ホストでこのコマンドを実行する場合は、各primary_host文字列にプライマリ・ノードのホスト名またはホストのIPア

ドレスを指定します。指定する[snap_shot@]standby_mount_pointは、レプリケーションに使用されるスタンバイ・クラスタ内の

アクティブなOracle ACFSロケーションにする必要があります。  

すべての場合に、指定するユーザーは、acsfutil repl initコマンドで指定するrepluserと同じにする必要があります。＊レ

プリケーションのこのインスタンスで厳密なホスト・キー・チェックが無効になっていた(または無効になっている)場合(-o 

sshStrictKey=noを指定してacsfutil repl init primaryを使用した場合など)、ここでもオプションを指定してホスト・キー

検証をスキップする必要があります。指定されたOracle ACFSの場所でレプリケーションが現在アクティブであるかどうかにかかわ

らず、acfsutil repl info -c -uはいつでも実行できます。  

レプリケーション統計の情報を表示するには、-sオプションを指定したacfsutil repl infoを使用します。  

すべてのレプリケーション・イベントの情報を表示するには、オプションを指定せずにacfsutil repl infoを使用します。特定の

種類のイベントの情報を表示するには、-a、-eまたは-tオプションを指定してacfsutil repl infoを使用します。  

例 

例16-30に、acfsutil repl infoコマンドの使用を示します。 

例16-30 acfsutil repl infoコマンドの使用方法 

検証コマンドの形式は次のとおりです。 

# /sbin/acfsutil repl info -c -u repluser standby-addr1 [standby-addr2 …] my_primary_mountpoint 

このコマンドは、ユーザーrepluserがsshを使用して、初期化時にレプリケーションと同じように指定された各standby-addrに

接続できることを確認します。指定するmy_primary_mountpointは、レプリケーションに使用されるアクティブなOracle 

ACFSマウント・ポイントにする必要があります。  

standby1およびstandby2という名前の2つのスタンバイ・ノードがあり、いずれのノードも指定できるstandby12_vipという

名前のVIPもある場合は、プライマリ・クラスタの各ノードで次のコマンドを実行することで、standby1/standby2クラスタの

キー設定を検証できます。  

# /sbin/acfsutil repl info -c -u repluser standby1 standby2 my_primary_mountpoint 

VIP standby12_vipを使用したクラスタへの接続の検証には、同じコマンドを使用します。  

厳密なホスト・キー・チェックを無効にする予定の場合は、-o sshStrictKey=noオプションをコマンドラインに追加して、このチェッ

クを省略できます。  

統計および適用レコードを表示するためのその他のコマンドは、次のとおりです。 
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$ /sbin/acfsutil repl info -s -n 5d /acfsmounts/acfs1 

$ /sbin/acfsutil repl info -a -v /acfsmounts/acfs1

acfsutil repl init 

目的 

Oracle ACFSストレージ・ロケーションのすべてのファイル、または指定したタグ・リストを持つファイルのみでレプリケーションを開

始します。 

構文および説明 

acfsutil repl init -h 

acfsutil repl init standby -u repluser [-d trace_level] [snap_shot@]standby_mount_point 

acfsutil repl init primary -s repluser@netname { -C | -M | -i interval} [tag_name...] 

                           [-m [snap_shot@]standby_mount_point] [-d trace_level] [-z {on | off}]  

                           [-o sshCmdPath=pathname] [-o sshStrictKey=ynvalue]  

                           [-o sshCipher=ciphername] [-p repluser@netname] [-o sshOptions=options] 

                           [-p [repluser@]netname] [snap_shot@]primary_mount_point 

acfsutil repl init -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl initコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-35 acfsutil repl initコマンドのオプション 

オプション 説明 

primary プライマリ・ロケーションのレプリケーションを指定します。 

standby スタンバイ・ロケーションのレプリケーションを指定します。 

-s repluser@netname  プライマリ・サイトがスタンバイ・サイトに接続するための標準 ssh 接続文字列を指定し

ます。  

接続文字列の repluser は、スタンバイ・ノードで ssh ログインするユーザーです。最小

限の権限を持つユーザー・アイデンティティを選択します。このユーザーは、Oracle 

ASM 管理者権限を持ち、Oracle DBA グループに属する必要があります。  

ノート: 

プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタの両方で、同じユーザーとグループのアイデンティ

ティ(すべての uids と gids を含む)をレプリケーション・ユーザーに指定する必要があり

ます。  

接続文字列の netname は、ホスト名、VIP 名、IP アドレスなど、ネットワーク・エンド

ポイントを指定します。  
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オプション 説明 

-C  常時モードのレプリケーションを指定します。スナップショットが絶えず生成され、スタンバ

イ・サイトにレプリケートされます。各スナップショットのレプリケーションが完了するとすぐ

に、新しいスナップショットの生成が開始されます。 

—M  手動モードのレプリケーションを指定します。初回レプリケーション操作が実行された後、

以降のレプリケーションは、acfsutil repl sync を実行して手動で要求されるまで行

われません。  

—i interval 間隔(スケジュール)モードのレプリケーションを指定します。新しいスナップショットが取得

され、可能な場合は、指定した頻度でレプリケートされます。接尾辞を指定して、間隔

の測定単位を指定する必要があります。接尾辞は、s (秒)、m (分)、h (時間)、d 

(日)または w (週)のいずれかにする必要があります。たとえば、30m は 30 分、2h は 2

時間です。  

tag_name レプリケーションの制限で使用する 1 つ以上のタグ名を指定します。タグ名を指定する

と、それらのタグ名の少なくとも 1 つを使用してタグ付けされているファイルのみがレプリ

ケートされます。Oracle ACFS タグの詳細は、「Oracle ACFS タグ付け」を参照して

ください。  

-m 

[snap_shot@]standby_mount_poi

nt 

スタンバイ・ストレージ・ロケーションがプライマリ・ロケーションと異なる場合、スタンバイ・ス

トレージ・ロケーションを指定します。 

-d trace_level トレース・レベル設定[0..6]を指定します。 

-z on|off プライマリからスタンバイに送信されるレプリケーション・データ・ストリームの圧縮を有効ま

たは無効にします。 

-o sshCmdPath=pathname ssh コマンドへのパス名を指定します。  

-p repluser@netname プライマリ・ロケーションのネットワーク・エンドポイントを指定します。netname は、ホス

ト名、VIP 名、IP アドレスなどのネットワーク・エンドポイントを指定します。netname

は、それがアクセス可能であることを確認するためにチェックされます。repluser は、-s

オプションで指定された repluser と一致する必要があります。  

-p を指定しない場合、このコマンドが呼び出されたマシンのホスト名が使用されます。  

-o sshStrictKey=ynvalue ssh で厳密なホスト・キー・チェックを使用するかどうかを指定します。y で始まる値で、こ

のチェックは有効になります(デフォルト設定)。n で始まる値で、チェックは無効になりま

す。  
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オプション 説明 

-o sshCipher=ciphername セッションを暗号化するために ssh に渡される暗号を指定します。  

-o sshOptions=options レプリケーションによって実行される ssh の各起動に渡されるオプションを指定します。

options のコンテンツに制限は課されません。ただし、結果として起こる ssh の起動は

レプリケーションの開始前に検証され、ssh の起動の検証が失敗した場合、acfsutil 

repl init primary は失敗します。  

-p [repluser@]netname プライマリ・ロケーションのネットワーク・エンドポイントを指定します。netname は、ホス

ト名、VIP 名、IP アドレスなどのネットワーク・エンドポイントを指定します。netname

は、それがアクセス可能であることを確認するためにチェックされます。repluser は、指

定された場合、acfsutil repl init standby に対して指定された repluser に一

致する必要があります。  

-p が指定されていない場合、プライマリ・クラスタに関連付けられている SCAN VIP が

使用可能な場合は、プライマリ・ロケーションのネットワーク・エンドポイントとして使用さ

れます。SCAN VIP が使用できない場合、このコマンドが呼び出されたマシンのホスト

名が使用されます。  

-u repluser を指定します。  

[snap_shot@]standby_mount_poi

nt 
レプリケートされるロケーション(マウントされているスタンバイ・ファイル・システムのマウン

ト・ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

[snap_shot@]primary_mount_poi

nt 
レプリケートされるロケーション(マウントされているプライマリ・ファイル・システムのマウント・

ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl init primaryおよびstandbyの各コマンドは、指定されたプライマリ・サイトと指定されたスタンバイ・サイトの

間でレプリケーションを開始します。acfsutil repl init standbyコマンドを先に実行する必要があります。次に、acfsutil 

repl init primaryコマンドを実行します。  

acfsutil repl init primaryコマンドが正常に完了すると、指定したすべてのファイルの最初のコピーをスタンバイ・ロケーショ

ンにレプリケートする処理が開始されます。さらに、これらのファイルへの変更と、プライマリ・ストレージ・ロケーションにその後作成

された新しいファイルが取得されて、スタンバイ・ロケーションに転送されます。しかし、コマンドの正常な完了は、指定したファイル

がスタンバイ・ロケーションに完全にコピーされたことを示しているわけではありません。指定した全ファイルのスタンバイ・ロケーション

への初回レプリケーションの進行を監視するには、acfsutil repl info -cコマンドを実行できます。  

初回レプリケーション操作は、スタンバイ・ロケーションに全体が転送される、プライマリ・ロケーションのスナップショットに基づきます。

後続の各レプリケーション操作では、その後のプライマリ・ロケーションのスナップショットが使用され、そのスナップショットと直前のス

ナップショットの差異のみがスタンバイ・ロケーションに転送されます。 

プライマリ・ロケーションのディレクトリはすべて、タグが指定されている場合でも、常にスタンバイにレプリケートされます。 
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シンボリック・リンク・ファイルはそのままレプリケートされます。シンボリック・リンクが絶対パス名に解決され、そのパス名がスタンバ

イ・ロケーションに存在しない場合、シンボリック・リンクを参照するとエラーになります。 

指定されたソケット、キャラクタ・デバイス・ファイルまたはブロック・デバイス・ファイルをサポートするプラットフォームでは、これらのファ

イル・タイプがレプリケートされません。  

プライマリ・ストレージ・ロケーションまたはスタンバイ・ストレージ・ロケーションを含むファイル・システムは、クラスタ内の1つのマウン

ト・ポイントにのみマウントできます。ファイル・システムを1つのクラスタ内のすべてのノードにマウントする必要はありませんが、マウ

ントする場合は、acfsutil repl initコマンドで指定したマウント・ポイントにマウントする必要があります。さらに、他のノードの

そのマウント・ポイントには他のファイル・システムはマウントできません。  

1つのOracle ACFSロケーションは、プライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションの両方として構成できません。レプリケーショ

ンを同じホスト上または同じクラスタ内に構成する場合、プライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションは同じ名前のマウント・

ポイントを使用できません。  

Linux、SolarisまたはAIXのオペレーティング・システムの組合せで稼働しているサイト間ではレプリケーションが可能です。 

例 

例16-31に、プライマリからスタンバイ・サイトへのスナップショットベースのレプリケーションを開始するためのacfsutil repl init

の使用方法を示します。 

例16-31 acfsutil repl initコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil repl init standby -u my_repluser /my_standby/repl_data 

# /sbin/acfsutil repl init primary -s my_repluser@my_host -i 2h 

                                   -m /my_standby/repl_data /my_primary/repl_data

acfsutil repl pause 

目的 

Oracle ACFSプライマリ・ロケーションでレプリケーションを一時停止します。 

構文および説明 

acfsutil repl pause -h 

acfsutil repl pause [snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl pause -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl pauseコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-36 acfsutil repl pauseコマンドのオプション 

オプション 説明 

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているプライマリ・ファイル・システムのマウント・
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オプション 説明 

ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl pauseコマンドは、プライマリ・レプリケーション・サイトでのみ発行します。レプリケーション操作を続行するには、

後でacfsutil repl resumeを同じプライマリ・サイトで実行する必要があります。  

acfsutil repl pauseは、レプリケーション・デーモンの操作を一時的に停止します。その後にacfsutil repl resumeを実行

すると、デーモンの操作が再開されます。  

レプリケーション操作がアクティブであるときにacfsutil repl pauseを実行すると、一時停止アクションに関係なく、アクティブな

レプリケーション操作は完了します。この場合、一時停止操作は有効でなく、現行データ・ストリームがスタンバイに適用されるま

で、コマンドは戻りません。その後、acfsutil repl resumeが発行されるまで、このレプリケーションに関して操作は実行されま

せん。  

例 

例16-32に、acfsutil repl pauseコマンドの使用を示します。 

例16-32 acfsutil repl pauseコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl pause /acfsmounts/acfs1

acfsutil repl resume 

目的 

一時停止されたOracle ACFSロケーションでのレプリケーションを再開します。 

構文および説明 

acfsutil repl resume -h 

acfsutil repl resume [snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl resume -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl resumeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-37 acfsutil repl resumeコマンドのオプション 

オプション 説明 

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているプライマリ・ファイル・システムのマウント・

ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl resumeコマンドは、acfsutil repl pauseコマンドの実行後にレプリケーション・プロセスを再開します。このコ

マンドは、acfsutil repl pauseコマンドでレプリケーションを一時停止したすぐ後に、同じプライマリ・サイトで実行する必要が

あります。  
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例 

例16-33に、acfsutil repl resumeコマンドの使用を示します。 

例16-33 acfsutil repl resumeコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl resume /acfsmounts/acfs1

acfsutil repl reverse 

目的 

レプリケーションのプライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションのロールを入れ替えます。  

構文および説明 

acfsutil repl reverse -h 

acfsutil repl reverse primary [snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl reverse standby [-o sshCmdPath=path_name] [snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl reverse -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl reverseコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-38 acfsutil repl reverseコマンドのオプション 

オプション 説明 

primary プライマリ・ロケーションを指定します。 

standby スタンバイ・ロケーションを指定します。 

-o sshCmdPath=path_name 現在のスタンバイ・ロケーションで ssh コマンドの path_name を指定します。  

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているファイル・システムのマウント・ポイントま

たはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl reverseコマンドは、レプリケーションを終了して再開する必要なしに、レプリケーションのプライマリ・ロケーション

とスタンバイ・ロケーションのロールを入れ替えます。まず、「Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成」で説明

されている、ロール・リバーサル・レプリケーションの必要な構成を完了します。構成の完了後、次に示すプライマリとスタンバイの

ロール・リバーサル・ステップを実行します。  

1. ロール・リバーサルを開始するには、プライマリ・クラスタでacfsutil repl reverse primary操作を実行します。このス

テップは、プライマリ・レプリケーション・ロケーション、スタンバイ・レプリケーション・ロケーション、およびスタンバイのバックアッ

プ・スナップショットがすべて同一であることを確認し、現在のプライマリをスタンバイに変換します。最後のステップが完了

するまで、レプリケーションは中断されます。  

2. ロール・リバーサルを完了するには、スタンバイ・クラスタ内でacfsutil repl reverse standby操作を実行します。こ
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のステップは、現在のスタンバイ・レプリケーション・ロケーションをプライマリ・ロケーションに変換し、次に、新しいプライマリ

から新しいスタンバイへのレプリケーションを再開します。  

acfsutil repl reverse primaryを実行する前に、現在のプライマリへのアプリケーション更新を停止する必要があります。ス

タンバイへの変換後に現在のプライマリに対して試行された更新は、他のスタンバイに対して更新が試行された場合と同様にす

べて失敗します。アプリケーションの更新が再開されたら、それらは新しいプライマリに送信する必要があります。  

例 

次に、acfsutil repl reverseコマンドの使用例を示します。 

例16-34 acfsutil repl reverseコマンドの使用方法 

acfsutil repl reverse primary /my_primary/repl_data 

acfsutil repl reverse standby /my_standby/repl_data

acfsutil repl sync 

目的 

プライマリ・ロケーションとスタンバイ・ロケーションを同期します。 

構文および説明 

acfsutil repl sync -h 

acfsutil repl sync [apply] [snap_shot@]mount_point  

acfsutil repl sync -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl syncコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-39 acfsutil repl syncコマンドのオプション 

オプション 説明 

apply すべての変更をスタンバイ・ロケーションに適用するように指定します。現在は、コマンド

の動作に影響しません。 

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているプライマリ・ファイル・システムのマウント・

ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl syncコマンドは、プライマリ・サイトおよびスタンバイ・サイトの状態を同期するのに使用できます。このコマンドは、

プライマリ・サイトでのみ実行できます。同期された状態がユーザーにわかり、意味のあるものにするためには、まずアプリケーション

を停止してsync(1)コールを発行する必要があります。次に、acfsutil repl syncを実行すると、確実にすべての未処理のレ

プリケーション・データがプライマリ・サイトからスタンバイ・サイトに送信されます。具体的には、このコマンドは処理中のレプリケー

ション操作を完了でき、その後にプライマリのすべての変更が確実にレプリケートされるようにもう一度レプリケーションを実行しま

す。  

スタンバイ・サイトのレプリケーション・ロケーションにすべての変更が正常に適用されると、コマンドは正常に完了します。この時点
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で、プライマリ・サイト・クラスタ上の最後のノードがアンマウントされようとしていないかぎり、アプリケーションは再開できます。 

プライマリ・サイト上のレプリケートされたロケーションを正常にアンマウントしても、アンマウント前に行われたすべての変更がスタン

バイ・サイトに正常に送信されたことや、スタンバイ・ロケーションに適用されたことを示すわけではありません。プライマリ・ロケーショ

ンが、あるプライマリ・サイト・ノード上のアンマウントされたファイル・システムにあるが、1つ以上のプライマリ・サイト・ノードでマウン

トされたままである場合、アンマウント前にそのロケーションに対して行われた変更は、アンマウント後に引き続き他のノードからス

タンバイ・サイトに転送されます。しかし、マウントされている最後のプライマリ・サイト・ノードでプライマリ・ロケーションのアンマウント

の処理中であり、その時点までのプライマリ・ロケーションでのすべてのファイル・システムへの変更が、スタンバイ・ロケーションに正

常に適用されていることを知りたい場合は、次の操作を実行して、スタンバイ・ロケーションが最新であることを確実にする必要が

あります。 

 レプリケーション・ロケーションを変更するプライマリ・サイトでアプリケーションを停止します。 

 acfsutil repl syncを実行します。  

acfsutil repl syncが正常に返されたら、関与しているレプリケーション・ロケーションを含むファイル・システムをアンマウントでき

ます。ファイル・システムをアンマウントすると、そのロケーションのレプリケーション・バックグラウンド・プロセスが停止します。  

例 

例16-35に、acfsutil repl syncコマンドの使用を示します。 

例16-35 acfsutil repl syncコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl sync /acfsmounts/acfs1

acfsutil repl terminate 

目的 

このコマンドを実行するサイトで、Oracle ACFSロケーションのすべてのレプリケーション・アクティビティを停止します。 

構文および説明 

acfsutil repl terminate -h 

acfsutil repl terminate primary [-d trace_level] [snap_shot@]mount_point  

acfsutil repl terminate standby [remote [-f]] [immediate] [-k] [-d trace_level] 

[snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl terminate -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl terminateコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-40 acfsutil repl terminateコマンドのオプション 

オプション 説明 

primary プライマリ・ロケーションでレプリケーションを停止します。 
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オプション 説明 

standby スタンバイ・ロケーションでレプリケーションを停止します。 

remote [-f] スタンバイ・ロケーションの処理を停止する前に、プライマリ・ロケーションのレプリケーション

処理を停止します。  

リモート・キーワードを指定すると、-f オプションは、プライマリ・ロケーションでのレプリケー

ションを終了できない場合でも、スタンバイ・ロケーションでのレプリケーションの終了を強

制します。  

immediate スタンバイ・ロケーションでレプリケーション・プロセスを即時停止します。 

—k スタンバイに存在するバックアップ・スナップショットを保持することを指定します。ただし、

このオプションではバックアップ・スナップショットの存在は保証されず、そのようなバックアッ

プ・スナップショットの存在はエラーになりません。 

このオプションを指定しない場合、バックアップ・スナップショットが存在していれば削除さ

れます。 

-d trace_level トレース・レベル設定[0..6]を指定します。 

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているファイル・システムのマウント・ポイントま

たはスナップショットのいずれか)を指定します。 

acfsutil repl terminateコマンドは、すべてのレプリケーション処理を停止します。レプリケーションを停止する場合は、先にプ

ライマリ・ロケーションのレプリケーションを停止し、次にスタンバイ・ロケーションのレプリケーションを停止する必要があります。プライ

マリ・サイトを停止する前にすべての変更がスタンバイ・ロケーションに送信されていることを確認する場合は、すべてのアプリケー

ションを停止し、acfsutil repl syncコマンドを実行します。ロケーションをホストしている両方のサイトが利用可能な場合は、

両方のサイトでterminateコマンドを実行する必要があります。  

acfsutil repl terminate standbyの実行後は、スタンバイ・ロケーションを読取り/書込みモードで使用できます。

acfsutil repl terminateの実行後にレプリケーションを再開する場合は、acfsutil repl initコマンドを使用して最初か

らレプリケーションを再開する必要があります。  

repl terminate standbyコマンドは、スタンバイ・ロケーションのレプリケーション・データが適用されるまで待機します。すべての

レプリケーション・データを適用せずにレプリケーションを即時停止する場合は、immediateオプションを使用します。ただし、このオ

プションではスタンバイ・ロケーションに不確定な状態のファイルが残されることがあります。  

Oracle ACFSレプリケーションを一時的に停止するには、acfsutil repl pauseコマンド、その後すぐにacfsutil repl 

resumeコマンドを使用できます。  
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ノート: 

remote オプションを指定して acfsutil repl terminate standby を実行すると失敗します。  

 プライマリ・ロケーションが一時停止している場合。 

 プライマリ・ロケーションがスタンバイに変換中の場合。  

たとえば、acfsutil repl reverse primary がプライマリ・ロケーションで起動された場合などです。  

例 

例16-36に、acfsutil repl terminateコマンドの使用を示します。 

例16-36 acfsutil repl terminateコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl terminate /acfsmounts/acfs1

acfsutil repl trace 

目的 

Oracle ACFSロケーションのトレース情報の収集のレプリケーション・トレース・レベルを設定します。 

構文および説明 

acfsutil repl trace -h 

acfsutil repl trace level [snap_shot@]mount_point 

acfsutil repl trace -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl traceコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-41 acfsutil repl traceコマンドのオプション 

オプション 説明 

level トレース・レベル設定[0..6]を指定します。デフォルトのレベルは 2 です。 

[snap_shot@]mount_point レプリケートされるロケーション(マウントされているファイル・システムのマウント・ポイントま

たはスナップショットのいずれか)を指定します。 

トレース・レベルを上げると、パフォーマンスに影響する場合があるので、Oracleサポート・サービスの推奨に従い実行する必要

があります。 

Oracle ACFSレプリケーションのトレース・ファイルは次の場所に保存されます。 

GRID_BASE/diag/crs/hostname/crs/trace 

前述の場所で、GRID_BASEはOracle Grid InfrastructureホームのORACLE_BASEを指定します。  
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例 

例16-37に、acfsutil repl traceコマンドの使用を示します。 

例16-37 acfsutil repl traceコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl trace 5 /acfsmounts/acfs1

acfsutil repl update 

目的 

レプリケーションが開始され、Oracle ACFSロケーションで実行されている間にレプリケーション情報を更新します。 

構文および説明 

acfsutil repl update -h 

acfsutil repl update  [-s repluser@netname] [-C | -M | -i interval]  

                      [-d trace_level] [-z {on | off}]  

                      [-o sshCmdPath=pathname] [-o sshStrictKey=ynvalue] [-o sshCipher=ciphername] 

                      [-p repluser@netname] 

                      [-m [snap_shot@]standby_mount_point] 

                      [snap_shot@]primary_mount_point 

acfsutil repl update [-u repluser] [-d trace_level] [snap_shot@]standby_mount_point 

acfsutil repl update -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl updateコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-42 acfsutil repl updateコマンドのオプション 

オプション 説明 

-s repluser@netname  プライマリ・サイトがスタンバイ・サイトに接続するための標準 ssh 接続文字列を指定し

ます。  

接続文字列の repluser は、スタンバイ・ノードで ssh ログインするユーザーです。最小

限の権限を持つユーザー・アイデンティティを選択します。このユーザーは、Oracle 

ASM 管理者権限を持ち、Oracle DBA グループに属する必要があります。  

接続文字列の netname は、ホスト名、VIP 名、IP アドレスなど、ネットワーク・エンド

ポイントを指定します。  

—C  常時モードのレプリケーションを指定します。スナップショットが絶えず生成され、スタンバ

イ・サイトにレプリケートされます。各スナップショットのレプリケーションが完了するとすぐ

に、新しいスナップショットの生成が開始されます。 

-M 手動モードのレプリケーションを指定します。次のレプリケーション操作が実行された後、

以降のレプリケーションは、acfsutil repl sync を実行して手動で要求されるまで行わ
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オプション 説明 

れません。 

—i interval 間隔(スケジュール)モードのレプリケーションを指定します。新しいスナップショットが取得

され、可能な場合は、指定した頻度でレプリケートされます。接尾辞を指定して、間隔

の測定単位を指定する必要があります。接尾辞は、s (秒)、m (分)、h (時間)、d 

(日)または w (週)のいずれかにする必要があります。たとえば、30m は 30 分、2h は 2

時間です。  

-d trace_level トレース・レベル設定[0..6]を指定します。 

-z on|off プライマリからスタンバイに送信されるレプリケーション・データ・ストリームの圧縮を有効ま

たは無効にします。 

-o sshCmdPath=pathname ssh コマンドへのパス名を指定します。  

-o sshStrictKey=ynvalue ssh で厳密なホスト・キー・チェックを使用するかどうかを指定します。y で始まる値で、こ

のチェックは有効になります(デフォルト設定)。n で始まる値で、チェックは無効になりま

す。  

-o sshCipher=ciphername セッションを暗号化するために ssh に渡される暗号を指定します。  

-p repluser@netname  プライマリ・サイトの新しいレプリケーション・ユーザーまたは新しいネットワーク・エンドポイ

ント(あるいはその両方)を指定します。netname は、ホスト名、VIP 名、IP アドレス

などのネットワーク・エンドポイントを指定します。netname は、それがアクセス可能であ

ることを確認するためにチェックされます。  

repluser または netname の既存の値が指定されている場合、それが引き続き使

用されます。  

-u repluser を指定します。  

-m 

[snap_shot@]standby_mount_poi

nt 

スタンバイ・ストレージ領域を指定します。 

[snap_shot@]primary_mount_poi

nt 

レプリケートされるロケーション(マウントされているプライマリ・ファイル・システムのマウント・

ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 

[snap_shot@]standby_mount_poi

nt 

レプリケートされるロケーション(マウントされているスタンバイ・ファイル・システムのマウン

ト・ポイントまたはスナップショットのいずれか)を指定します。 
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acfsutil repl updateコマンドは、レプリケーションの開始後にレプリケーション情報および構成を更新します。たとえば、リモー

ト・サイトへの接続のためにレプリケーションで現在使用されているネットワーク・インタフェースをシステム管理者が変更できます。

この状況でacfsutil repl updateコマンドを発行して構成を更新すると、レプリケーションを中断せずに実行を継続できます。  

acfsutil repl updateをプライマリ・サイトで実行すると、スタンバイ・サイトへの接続およびスタンバイ記憶域の場所の変更に

使用されるユーザー名およびネットワーク・インタフェース名(ホスト名またはVIP名)を変更できます。また、このコマンドは、レプリ

ケーション間隔またはトレース・レベルの変更、sshで使用される暗号やパス名の変更、圧縮の有効化/無効化にも使用できま

す。最後に、このコマンドを使用して、プライマリ・サイトに対して記録されたネットワーク・インタフェースを更新できます。  

acfsutil repl updateをスタンバイ・サイトで実行すると、トレース・レベルまたはスタンバイ・サイトへの接続にプライマリ・サイト

で使用されるユーザー名を変更できます。  

このコマンドを発行する場合、オプションを少なくとも1つ指定する必要があります。必須のロケーションのみを指定してこのコマン

ドを実行することはできません。 

acfsutil repl updateコマンドは、更新後の情報がローカル・サイトで受け入れられると、成功を返します。ユーザー名を変更

するには、コマンドをプライマリ・サイトとスタンバイ・サイトの両方で実行する必要があります。-Cまたは-iオプションを指定してレプ

リケーション間隔を変更すると、acfsutil repl updateの実行時点でレプリケーション操作が発生します。次のレプリケーション

操作は、新たに指定された間隔に基づいて発生します。  

例 

例16-38に、acfsutil repl updateコマンドの使用を示します。 

例16-38 acfsutil repl updateコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil repl update -i 1h /my_primary/repl_data

acfsutil repl upgrade 

目的 

スナップショットベースのレプリケーションに、既存のレプリケーション・インストールをアップグレードします。 

構文および説明 

acfsutil repl upgrade -h 

acfsutil repl upgrade prepare -s {repluser@netname | -u} primary_mount_point 

acfsutil repl upgrade standby standby_mount_point 

acfsutil repl upgrade primary {-C | -M | -i interval} 

                              [-d trace_level] [-z {on | off}] 

                              [-o sshCmdPath=pathname] [-o sshStrictKey=ynvalue]  

                              [-o sshCipher=ciphername] 

                              primary_mount_point 

acfsutil repl upgrade -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil repl upgradeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-43 acfsutil repl upgradeコマンドのオプション 
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オプション 説明 

prepare スナップショットベースのレプリケーションにアップグレードできるように、既存のレプリケー

ション・インストールを準備します。 

-s repluser@netname  プライマリ・サイトがスタンバイ・サイトに接続するための標準 ssh 接続文字列を指定し

ます。  

接続文字列の repluser は、スタンバイ・ノードで ssh ログインするユーザーです。最小

限の権限を持つユーザー・アイデンティティを選択します。このユーザーは、Oracle 

ASM 管理者権限を持ち、Oracle DBA グループに属する必要があります。  

接続文字列の netname は、ホスト名、VIP 名、IP アドレスなど、ネットワーク・エンド

ポイントを指定します。  

-u (prepare オプション)  完了した acfsutil repl upgrade prepare 操作を元に戻します。  

このアクションは、primary_mount_point をすでに完了した acfsutil repl 

upgrade prepare 操作の前の状態にリストアします。  

standby スタンバイ・ファイル・システムのレプリケーションを指定します。 

standby_mount_point このスタンバイ・ファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

primary プライマリ・ファイル・システムのレプリケーションを指定します。 

—C  常時モードのレプリケーションを指定します。スナップショットが絶えず生成され、スタンバ

イ・サイトにレプリケートされます。各スナップショットのレプリケーションが完了するとすぐ

に、新しいスナップショットの生成が開始されます。 

—M  手動モードのレプリケーションを指定します。単一のレプリケーション操作が実行された

後、以降のレプリケーションは、acfsutil repl sync を実行して手動で要求されるま

で行われません。  

—i interval 間隔(スケジュール)モードのレプリケーションを指定します。新しいスナップショットが取得

され、可能な場合は、指定した頻度でレプリケートされます。接尾辞を指定して、間隔

の測定単位を指定する必要があります。接尾辞は、s (秒)、m (分)、h (時間)、d 

(日)または w (週)のいずれかにする必要があります。たとえば、30m は 30 分、2h は 2

時間です。  

-d trace_level トレース・レベル設定(0..6)を指定します。 
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オプション 説明 

-z on|off プライマリからスタンバイに送信されるレプリケーション・データ・ストリームの圧縮を有効ま

たは無効にします。 

-o sshCmdPath=pathname ssh コマンドへのパス名を指定します。  

-o sshStrictKey=ynvalue ssh で厳密なホスト・キー・チェックを使用するかどうかを指定します。y で始まる値で、こ

のチェックは有効になります(デフォルト設定)。n で始まる値で、チェックは無効になりま

す。  

-o sshCipher=ciphername セッションを暗号化するために ssh に渡される暗号を指定します。  

primary_mount_point プライマリ・ファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil repl upgradeコマンドは、スナップショットベースのレプリケーションを使用するために、アクティブな既存のレプリケー

ション関係をアップグレードすることをサポートします。アップグレード・プロセスの目的は、レプリケーションを終了または再開せずに、

レプリケーション・プロセスでデータの失うことなく、現在のプライマリ・ファイル・システムとスタンバイ・ファイル・システムの間にアクティ

ブなスナップショットベースのレプリケーション関係を提供することです。  

アップグレード手順を開始する前に、プライマリ・ファイル・システムがクラスタの1つのノードにのみマウントされていることを確認する

必要があります。最適なアップグレードを保証するには、プライマリ・ファイル・システムまたはスタンバイ・ファイル・システムを対象と

するアプリケーション・アクティビティを停止する必要がありますが、この推奨を無視してもアップグレードは続行されます。  

 

  
 

ノート: 

アップグレードを開始したら、プロセスは完了する必要があります。acfsutil repl upgrade prepare 操作は、-u

オプションを使用して元に戻すことができます。しかし、acfsutil repl upgrade standby 操作が開始されると、

アップグレード・プロセス全体を完了する必要があります。その時点から、アップグレードの停止または取消しのための

対処はありません。  

アップグレード・プロセスを開始するには、まずプライマリ・クラスタでacfsutil repl upgrade prepareコマンドを実行します。こ

のコマンドは、スナップショットベースのレプリケーションに使用されるユーザー名およびホスト名またはインタフェース名の他、プライ

マリ・マウント・ポイントも指定します。ユーザー名およびホスト名は、acfsutil repl init primaryコマンドのスナップショット

ベースのレプリケーション用オプションと同様に、—sオプションを使用して指定します。  

次に、スタンバイ・サイトをアップグレードします。スタンバイで、acfsutil repl upgrade standbyコマンドを実行します。このコ

マンドは、スナップショットベースのレプリケーションに使用されるスタンバイ・マウント・ポイントを指定します。  

このコマンドを発行したら、acfsutil repl upgrade primaryコマンドを発行してアップグレードを完了する必要があります。  

スタンバイ・サイトでacfsutil repl upgrade standbyコマンドを実行したら、プライマリ・サイトでacfsutil repl upgrade 

primaryコマンドを実行して、スナップショットベースのレプリケーションへのアップグレードを完了する必要があります。このコマンド
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は、元のレプリケーション・プロセスを自動的に終了し、スナップショットベースのレプリケーションを開始します。acfsutil repl 

upgrade primaryは、acfsutil repl init primaryコマンドで受け入れられたスナップショットベースのレプリケーション用のコ

マンドライン・オプションを受け入れます(ただし-mオプション、-sオプションおよびタグ名を除きます)。-mオプションと-sオプションに

必要な情報は、他のソースから取得されています。元のレプリケーション関係に指定されたタグ名は、新しい関係に自動的に移

動されます。Oracle ACFSタグの詳細は、「Oracle ACFSタグ付け」を参照してください。  

指定されたソケット、キャラクタ・デバイス・ファイルまたはブロック・デバイス・ファイルをサポートするプラットフォームでは、スナップ

ショットベースのレプリケーションでこれらのファイル・タイプはレプリケートされません。しかし、acfsutil repl upgradeプロセスで

は、スタンバイ・ファイル・システムにすでに存在するこれらのタイプのファイルは維持されます。これ以上更新されることはありませ

んが、アップグレードの一環として削除されることもありません。  

例 

次に、acfsutil repl upgradeコマンドの使用例を示します。 

例16-39 acfsutil repl upgradeコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil repl upgrade prepare -s my_repluser@my_host /my_primary/repl_data 

# /sbin/acfsutil repl upgrade standby /my_standby/repl_data 

# /sbin/acfsutil repl upgrade primary -i 2h /my_primary/repl_data
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監査用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Oracle ACFS監査用コマンドの概要を示します。 

表16-44に、Oracle ACFS監査コマンドと簡単な説明を示します。Oracle ACFS監査の概要は、「Oracle ACFS監査」を

参照してください。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および ACFS 監査は非推奨になりま

した。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核と

なるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および

Oracle ACFS 監査は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。 

表16-44 Oracle ACFS監査用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsutil audit archive 監査証跡のアーカイブを強制します。 

acfsutil audit disable Oracle ACFS 暗号化またはセキュリティの監査を無効にします。 

acfsutil audit enable Oracle ACFS 暗号化またはセキュリティの監査を有効にします。 

acfsutil audit info 監査情報を表示します。 

acfsutil audit init Oracle ACFS 環境での監査を初期化します。 

acfsutil audit purge 指定したファイル・システムの監査証跡をパージします。 

acfsutil audit read 監査証跡が読まれたことを示すため、監査証跡をマークします。 

acfsutil audit archive 

目的 

指定したOracle ACFSファイル・システムで、現在のホストの監査証跡のアーカイブを強制します。 

構文および説明 

acfsutil audit archive -h 

acfsutil audit archive -m mount_point 
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acfsutil audit archive -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-45に、acfsutil audit archiveコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-45 acfsutil audit archiveコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil audit archiveコマンドを使用して、中間監査メッセージの消失の可能性なく、監査データを安全にバックアップまた

は削除できます。  

監査マネージャのみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil audit archiveコマンドの使用例を示します。 

例16-40 acfsutil audit archiveコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil audit archive -m /acfsmounts/acfs1

acfsutil audit disable 

目的 

指定したファイル・システムで、Oracle ACFS暗号化またはセキュリティのいずれかの監査を無効にします。 

構文および説明 

acfsutil audit disable -h 

acfsutil audit disable -m mount_point -s {encr |sec} 

acfsutil audit disable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-46に、acfsutil audit disableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-46 acfsutil audit disableコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-s {encr | sec}  暗号化またはセキュリティの監査を無効にするかどうかを指定します。 

監査マネージャのみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil audit disableコマンドの使用例を示します。 
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例16-41 acfsutil audit disableコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil audit disable -m /acfsmounts/acfs1 -s encr

acfsutil audit enable 

目的 

指定したファイル・システムで、Oracle ACFS暗号化またはセキュリティのいずれかの監査を有効にします。 

構文および説明 

acfsutil audit enable -h 

acfsutil audit enable -m mount_point -s {encr |sec} 

acfsutil audit enable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-47に、acfsutil audit enableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-47 acfsutil audit enableコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-s {encr | sec}  暗号化またはセキュリティの監査を有効にするかどうかを指定します。 

acfsutil audit enableコマンドは、監査ソース・ファイルの場所であるmount_point/.Security/auditディレクトリを作成

することもできます。監査が最初にファイル・システムで有効になると、acfsutil encr set、acfsutil sec prepareまたは

acfsutil audit enableコマンドのいずれかの結果として、監査ディレクトリが作成されます。  

監査マネージャのみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil audit enableコマンドの使用例を示します。 

例16-42 acfsutil audit enableコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil audit enable -m /acfsmounts/acfs1 -s encr

acfsutil audit info 

目的 

監査情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil audit info -h 

acfsutil audit info [-m mount_point ] 
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acfsutil audit info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-48に、acfsutil audit infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-48 acfsutil audit infoコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point 必要に応じて、ファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

監査マネージャのみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil audit infoコマンドの使用例を示します。 

例16-43 acfsutil audit infoコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil audit info -m /acfsmounts/acfs1 

Auditing information for '/acfsmounts/acfs1': 

Audit trail size: 10MB 

Archive File: READ 

Audit Sources: 

Security: ENABLED 

Encryption: ENABLED

acfsutil audit init 

目的 

Oracle ACFS監査を初期化します。 

構文および説明 

acfsutil audit init -h 

acfsutil audit init -M audit_manager_group -A auditor_group 

acfsutil audit init -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-49に、acfsutil audit initコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-49 acfsutil audit initコマンドのオプション 

オプション 説明 

-M audit_manager_group Oracle ACFS 監査マネージャ・ロールにユーザーを割り当てるオペレーティング・システ

ム(OS)グループを指定します。義務の分離を実現するには、特にこの目的のために、

新しいグループを作成する必要があり、このグループは、システム管理者グループ、

Oracle ACFS セキュリティ管理者 OS グループ、Oracle ACFS 監査の監査者 OS

グループとは別にする必要があります。 



612 

オプション 説明 

-A auditor_group Oracle ACFS 監査の監査者ロールにユーザーを割り当てるオペレーティング・システム

(OS)グループを指定します。義務の分離を実現するには、特にこの目的のために、新

しいグループを作成する必要があり、このグループは、システム管理者グループ、Oracle 

ACFS セキュリティ管理者 OS グループ、Oracle ACFS 監査マネージャ OS グループ

とは別にする必要があります。 

ファイル・システム上で任意の監査ソースに対して監査を有効化する前に、システム管理者はacfsutil audit initコマンドを

実行する必要があります。このコマンドは、監査に必要なロールを設定し、ファイル・システム上で任意の監査タイプを有効にす

る前に、実行する必要があります。コマンドを実行すると、監査を使用するすべての機能に対して、監査がデフォルトで有効にな

ります。  

初期化後にOracle ACFS監査マネージャまたは監査者のいずれかに異なるOSグループを選択できないため、Oracle ACFS

監査の初期化前にこれらに固有の目的で新しいOSグループを作成する必要があります。 

システム管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil audit initコマンドの使用例を示します。 

例16-44 acfsutil audit initコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil audit init -M myaudit_mgr_grp -A myauditor_grp

acfsutil audit purge 

目的 

指定したファイル・システムの監査証跡をパージします。 

構文および説明 

acfsutil audit purge -h 

acfsutil audit purge -m mount_point [-f] 

acfsutil audit purge -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-50に、acfsutil audit purgeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-50 acfsutil audit purgeコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-f 監査の監査者が acfsutil audit read コマンドを使用してファイルが読まれたとマー
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オプション 説明 

クしなかった場合でも、強制的に監査証跡を削除します。  

監査マネージャのみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil audit purgeコマンドの使用例を示します。 

例16-45 acfsutil audit purgeコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil audit purge -m /acfsmounts/acfs1 -f

acfsutil audit read 

目的 

現在のノードのログ・アーカイブ・ファイルが確認され、必要に応じてバックアップされ、安全にパージできることを監査マネージャに

示すため、監査証跡をマークします。 

構文および説明 

acfsutil audit read -h 

acfsutil audit read -m mount_point 

acfsutil audit read -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-51に、acfsutil audit readコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-51 acfsutil audit readコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

監査の監査者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil audit readコマンドの使用例を示します。 

例16-46 acfsutil audit readコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil audit read -m /acfsmounts/acfs1
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セキュリティ用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Oracle ACFSセキュリティ用コマンドの概要を示します。 

表16-52に、Oracle ACFSセキュリティ・コマンドと簡単な説明を示します。Oracle ACFSセキュリティの概要は、「Oracle 

ACFSセキュリティ」を参照してください。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 19c (19.5)以降では、Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および ACFS 監査は非推奨になりま

した。特定のクラスタ機能を非推奨にし、制限付きの採用とすることにより、オラクル社では、すべての機能の中核と

なるスケーリング、可用性および管理性の向上に注力できます。＊Oracle ACFS セキュリティ(Vault)および

Oracle ACFS 監査は非推奨であり、将来のリリースでサポートされなくなる可能性があります。 

表16-52 Oracle ACFSセキュリティ用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsutil sec admin add セキュリティ管理者を追加します。 

acfsutil sec admin info Oracle ACFS セキュリティ管理者をリストします。 

acfsutil sec admin password セキュリティ管理者のパスワードを変更します。 

acfsutil sec admin remove セキュリティ管理者を削除します。 

acfsutil sec batch バッチ・ファイルを実行します。 

acfsutil sec disable Oracle ACFS セキュリティを無効にします。 

acfsutil sec enable Oracle ACFS セキュリティを有効にします。 

acfsutil sec info Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ情報を表示します。 

acfsutil sec info file 指定したファイルまたはディレクトリが属するセキュリティ・レルムをリストします。 

acfsutil sec init Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティを初期化します。 

acfsutil sec load Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・メタデータをロードします。 
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コマンド 説明 

acfsutil sec prepare セキュリティ用に Oracle ACFS ファイル・システムを準備します。 

acfsutil sec realm add Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・レルムにオブジェクトを追加しま

す。 

acfsutil sec realm audit disable Oracle ACFS セキュリティ・レルム内のファイルに対するコマンド・ルールの監査

を無効にします。 

acfsutil sec realm audit enable Oracle ACFS セキュリティ・レルム内のファイルに対するコマンド・ルールの監査

を有効にします。 

acfsutil sec realm audit info 指定した Oracle ACFS セキュリティ・レルムのレルム監査情報を表示します。 

acfsutil sec realm clone Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・レルムをクローン化します。 

acfsutil sec realm create Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・レルムを作成します。 

acfsutil sec realm delete Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・レルムからオブジェクトを削除しま

す。 

acfsutil sec realm destroy Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・レルムを削除します。 

acfsutil sec rule clone Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・ルールをクローン化します。 

acfsutil sec rule create Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・ルールを作成します。 

acfsutil sec rule destroy Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・ルールを削除します。 

acfsutil sec rule edit Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・ルールを更新します。 

acfsutil sec ruleset clone Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・ルール・セットをクローン化しま

す。 

acfsutil sec ruleset create Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・ルール・セットを作成します。 

acfsutil sec ruleset destroy Oracle ACFS ファイル・システム・ルール・セットを削除します。 

acfsutil sec ruleset edit Oracle ACFS ファイル・システム・ルール・セットを更新します。 
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コマンド 説明 

acfsutil sec save Oracle ACFS ファイル・システム・セキュリティ・メタデータを保存します。 

acfsutil sec admin add 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムの新しいセキュリティ管理者を追加します。 

構文および説明 

acfsutil sec admin add -h 

acfsutil sec admin add admin 

acfsutil sec admin add -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-53に、acfsutil sec admin addコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-53 acfsutil sec admin addコマンドのオプション 

オプション 説明 

admin セキュリティ管理者のユーザー名を指定します。指定するユーザーは、既存のオペレー

ティング・システム・ユーザーであり、acfsutil sec init コマンドで指定したセキュリ

ティ・グループのメンバーである必要があります。  

Windows では、セキュリティ管理者ユーザー名は domain_name\username の形式

での完全修飾ドメインユーザー名で指定される必要があります。  

セキュリティ管理者はクラスタ内のすべてのOracle ACFSファイル・システムで共通です。一時パスワードを新しいセキュリティ管

理者に与える必要があります。パスワードは、「acfsutil sec init」で説明した形式に従う必要があります。  

新しいセキュリティ管理者はacfsutil sec admin passwordコマンドを使用してパスワードを変更できます。詳細は、

「acfsutil sec admin password」を参照してください。  

セキュリティ管理者は、基礎となるオペレーティング・システムの権限があるかどうか、またはレルムの確認で許可されるかどうかに

かかわらず、Oracle ACFSファイル・システムのすべてのディレクトリを参照できます。この例外により、セキュリティ管理者はファイ

ルがOracle ACFSセキュリティ・レルムでセキュリティ保護されている場合にその場所を確認することができます。ただし、セキュリ

ティ管理者は、適切なオペレーティング・システムおよびセキュリティ・レルム権限がなければ、個別のファイルの内容を表示するこ

とはできません。 

既存のセキュリティ管理者のみがこのコマンドを使用できます。  

例 

次に、acfsutil sec admin addコマンドの使用例を示します。 
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例16-47 acfsutil sec admin addコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec admin add sec_admin_three

acfsutil sec admin info 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ管理者のリストを表示します。 

構文および説明 

acfsutil -h sec admin info 

acfsutil sec admin info 

acfsutil sec admin info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec admin infoコマンドの使用例を示します。 

例16-48 acfsutil sec info passwordコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec admin info

acfsutil sec admin password 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ管理者のパスワードを変更します。 

構文および説明 

acfsutil sec admin password -h 

acfsutil sec admin password 

acfsutil sec admin password -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

acfsutil sec admin passwordコマンドは、コマンドを実行している管理者のセキュリティ・パスワードを変更します。このコマン

ドを実行するときに、新しいパスワードの入力を求められます。パスワードは、「acfsutil sec init」で説明した形式に従う必要

があります。  

セキュリティ管理者はacfsutil secコマンドを実行するたびに、セキュリティ管理者のパスワードを求められます。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec admin passwordコマンドの使用例を示します。 
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例16-49 acfsutil sec admin passwordコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec admin password 

ACFS Security administrator password: 

New password: 

Re-enter new password:

acfsutil sec admin remove 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのセキュリティ管理者を削除します。 

構文および説明 

acfsutil sec admin remove -h 

acfsutil sec admin remove admin 

acfsutil sec admin remove -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-54に、acfsutil sec admin removeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-54 acfsutil sec admin removeコマンドのオプション 

オプション 説明 

admin 既存のセキュリティ管理者のユーザー名を指定します。 

Windows では、セキュリティ管理者ユーザー名は domain_name\username の形式

での完全修飾ユーザー名で指定される必要があります。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec admin removeコマンドの使用例を示します。 

例16-50 acfsutil sec admin removeコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec admin remove sec_admin_three

acfsutil sec batch 

目的 

指定したバッチ・ファイルを実行します。 

構文および説明 

acfsutil sec batch -h 

acfsutil sec batch batch_file 
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acfsutil sec batch -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-55に、acfsutil sec batchコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-55 acfsutil sec batchコマンドのオプション 

オプション 説明 

batch_file 既存のバッチ・ファイル名を指定します。バッチファイルには acfsutil sec コマンドのリス

トが含まれます。  

バッチ・ファイルにはセキュリティ・レルム管理コマンドのみを含めることができます。対話型コマンドはお薦めしません。acfsutil 

sec admin add、acfsutil sec admin password、およびacfsutil sec initコマンドはバッチ・ファイルでサポートされません。

また、acfsutil encrコマンドなどのその他のacfsutilも、バッチ・ファイルに含めることはできません。バッチ・ファイルでコマンドが

失敗すると、バッチ・ファイル内のその後のコマンドは実行されません。  

次にバッチ・ファイルに含めることのできるコマンドの例を示します。 

acfsutil sec realm create my_realm1 -m /mnt1 -e off 

acfsutil sec realm create my_realm2 -m /mnt2 -e off 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。コマンドを実行するときに、管理者は一度パスワードを求められます。 

例 

次に、acfsutil sec batchコマンドの使用例を示します。 

例16-51 acfsutil sec batchコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec batch my_batch_file

acfsutil sec disable 

目的 

マウント・ポイントまたはマウント・ポイントのレルムでOracle ACFSセキュリティを無効にします。 

構文および説明 

acfsutil sec disable -h 

acfsutil sec disable -m mount_point [-S snap_name] [realm] 

acfsutil sec disable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-56に、acfsutil sec disableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-56 acfsutil sec disableコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-S snap_name 指定した読取り-書込みスナップショットに対するセキュリティ機能を無効にします。 

realm Oracle ACFS ファイル・システムのセキュリティ・レルムの名前を指定します。 

acfsutil sec disable -m mount_pointコマンドは、マウント・ポイント・オプションで指定したOracle ACFSファイル・システム

でセキュリティ機能を無効にします。ファイル・システムでセキュリティが無効になると、セキュリティ・レルムはレルム認証を行いませ

ん。  

acfsutil sec disable -m mount_point realmコマンドは、コマンドで指定したレルムのセキュリティ機能を無効にします。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec disableコマンドの使用例を示します。 

例16-52 acfsutil sec disableコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec disable -m /acfsmounts/acfs1 my_realm

acfsutil sec enable 

目的 

マウント・ポイントまたはマウント・ポイントのレルムでOracle ACFSセキュリティを有効にします。 

構文および説明 

acfsutil sec enable -h 

acfsutil sec enable -m mount_point [-S snap_name] [realm] 

acfsutil sec enable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-57に、acfsutil sec enableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-57 acfsutil sec enableコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-S snap_name 指定した読取り-書込みスナップショットに対するセキュリティ機能を有効にします。 
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オプション 説明 

realm セキュリティ・レルムの名前を指定します。 

acfsutil sec enable -m mount_pointコマンドは、マウント・ポイント・オプションで指定したOracle ACFSファイル・システム

でセキュリティ機能を有効にします。ファイル・システムでセキュリティが有効になると、有効になったセキュリティ・レルムはレルム認

証を行います。個別のセキュリティ・レルムを有効にする前に、このコマンドを実行する必要があります。  

acfsutil sec enable -m mount_point realmコマンドは、コマンドで指定したレルムのセキュリティ機能を有効にします。ファ

イル・システムでセキュリティが有効になると、レルムは認証を行います。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec enableコマンドの使用例を示します。 

例16-53 acfsutil sec enableコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec enable -m /acfsmounts/acfs1 

$ /sbin/acfsutil sec enable -m /acfsmounts/acfs1 my_realm

acfsutil sec info 

目的 

Oracle ACFSセキュリティに関する情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil sec info -h 

acfsutil sec info -m mount_point 

 [{-n [realm] | -l [rule] |-s [ruleset] |-c }] [-S snap_name] 

acfsutil sec info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-58に、acfsutil sec infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-58 acfsutil sec infoコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-n realm 指定したセキュリティ・レルムに関する情報を表示します。レルム名を省略すると、すべて

のレルムのリストが表示されます。 

-l rule 指定したルールに関する情報を表示します。ルール名を省略すると、すべてのルールのリ
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オプション 説明 

ストが表示されます。 

-s ruleset 指定したルール・セットに関する情報を表示します。ルール・セット名を省略すると、すべ

てのルール・セットのリストが表示されます。 

-c すべてのコマンド・ルールをリストします。 

-S snap_name 指定したスナップショット内のレルム、ルールおよびルール・セットについての情報を表示し

ます。 

acfsutil sec infoコマンドは、指定したマウント・ポイントのレルム、ルールおよびルール・セットのリストに関する情報を取得し

ます。特定のレルム、ルールまたはルール・セットを指定することで、指定したレルム、ルールまたはルール・セットに特有の情報を

取得できます。指定したスナップショットについての情報も表示できます。  

-mオプションを指定して他のオプションを指定しない場合、指定したマウント・ポイントのセキュリティの有効状態および準備状態

が表示されます。  

システム・セキュリティ・レルム内のファイルにアクセスするには、acfsutil sec admin addコマンドを使用して、セキュリティ管理

者としてユーザーを割り当てる必要があります。セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。  

例 

次に、acfsutil sec infoコマンドの使用例を示します。 

例16-54 acfsutil sec infoコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec info -m /acfsmounts/acfs1 -n my_realm

acfsutil sec info file 

目的 

指定したファイルまたはディレクトリが属するOracle ACFSセキュリティ・レルムの名前をリストします。 

構文および説明 

acfsutil sec info file -h 

acfsutil sec info file -m mount_point path 

acfsutil sec info file -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-59に、acfsutil sec info fileコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-59 acfsutil sec info fileコマンドのオプション 
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

path ファイル・システム内のファイルまたはディレクトリのパスを指定します。 

このコマンドではファイルの暗号化状態も表示できます。 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec info fileコマンドの使用例を示します。 

例16-55 acfsutil sec info fileコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec info file -m /acfsmounts/acfs1 

                                  /acfsmounts/acfs1/myfiles

acfsutil sec init 

目的 

Oracle ACFSセキュリティを初期化します。 

構文および説明 

acfsutil sec init -h 

acfsutil sec init -u admin -g admin_sec_group 

acfsutil sec init -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-60に、acfsutil sec initコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-60 acfsutil sec initコマンドのオプション 

オプション 説明 

-u admin 最初のセキュリティ管理者のユーザー名を指定します。指定するユーザーは、既存のオ

ペレーティング・システム(OS)ユーザーであり、-g オプションで指定したオペレーティング・

システム・グループのメンバーである必要があります。  

Windows では、セキュリティ管理者ユーザー名は domain_name\username の形式

での完全修飾ユーザー名で指定される必要があります。  

-g admin_sec_group 管理者のセキュリティ・グループの名前を指定します。指定するグループは、既存のオペ

レーティング・システム(OS)グループである必要があります。 

Windows では、グループ名は domain_name\groupname の形式での完全修飾ドメ



624 

オプション 説明 

イングループ名で指定される必要があります。domain_name\groupname がスペースを

含む場合、文字列を二重引用符(" ")で囲みます。  

acfsutil sec initコマンドは、セキュリティ資格証明に必要なストレージを作成し、オペレーティング・システム・ユーザーを最

初のセキュリティ管理者として識別します。コマンドはまた、指定されたセキュリティ・グループであるオペレーティング・システム・グ

ループを識別します。セキュリティ管理者であるすべてのユーザーは、指定されたセキュリティ・グループのメンバーである必要があ

ります。セキュリティ管理者はすべてのOracle ACFSファイル・システムで共通です。  

OSユーザーおよびOSグループを設定する場合、詳細はオペレーティング・システム(OS)固有のドキュメントを参照してください。 

acfsutil sec initコマンドは、1度実行されて各クラスタに対しOracle ACFSセキュリティが設定されれば、クラスタ内の任意

のノードから実行できます。他のセキュリティ・コマンドもクラスタ内の任意のノードから実行できます。  

rootユーザーまたはWindowsのAdministratorユーザーのみがこのコマンドを実行できます。ユーザーはセキュリティ管理者の

パスワードを指定します。セキュリティ管理者パスワードは次の形式に従う必要があります。  

 最大文字数は20です。 

 最小文字数は8です。 

 パスワードには少なくとも1つの数字が含まれる必要があります。 

 パスワードには少なくとも1つの文字が含まれる必要があります。 

新しいセキュリティ管理者はacfsutil sec admin passwordコマンドを使用してパスワードを変更できます。詳細は、

「acfsutil sec admin password」を参照してください。  

セキュリティ管理者は、基礎となるオペレーティング・システムの権限があるかどうか、またはレルムの確認で許可されるかどうかに

かかわらず、Oracle ACFSファイル・システムのすべてのディレクトリを参照できます。この例外により、セキュリティ管理者はファイ

ルがOracle ACFSセキュリティ・レルムでセキュリティ保護されている場合にその場所を確認することができます。ただし、セキュリ

ティ管理者は、適切なオペレーティング・システムおよびセキュリティ・レルム権限がなければ、個別のファイルの内容を表示するこ

とはできません。 

例 

次に、acfsutil sec initコマンドの使用例を示します。 

例16-56 acfsutil sec initコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec init -u grid -g asmadmin

acfsutil sec load 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・メタデータをマウント・ポイントで識別したファイル・システムにロードします。 

構文および説明 
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acfsutil sec load -h 

acfsutil sec load -m mount_point -p file 

acfsutil sec load -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-61に、acfsutil sec loadコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-61 acfsutil sec loadコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-p file 既存の保存されたセキュリティ・メタデータ・ファイルの名前を指定します。 

acfsutil sec loadコマンドは、保存されたXMLファイル内のセキュリティ・メタデータを指定のOracle ACFSファイル・システム

にロードします。acfsutil sec loadコマンドは、ユーザーが作成したセキュリティ・ポリシーのリストアのみを行い、ファイルをレルム

に追加しません。  

acfsutil sec loadとacfsutil sec saveを一緒に使用すると、ユーザーが作成したポリシーをファイル・システム間でコピーで

きます。たとえば、あるファイル・システムに、別のファイル・システムにレプリケートするセキュリティ・ポリシーがある場合、ソース・ファ

イル・システムでacfsutil sec saveを使用し、XMLバックアップ・ファイルを作成します。次に、宛先となる別のファイル・システ

ムでacfsutil sec loadを使用して、保存したセキュリティ・メタデータをロードして同じポリシーを作成します。ポリシーの作成後、

設定するポリシーに応じて、ディレクトリおよびファイルを異なるレルムに追加することで、そのファイル・システムの様々なディレクト

リおよびファイルにポリシーを適用することもできます。  

acfsutil sec loadコマンドを実行するには、ロード先のマウント・ポイントに、セキュリティ用に用意されたファイル・システムがあ

り、ユーザー作成のセキュリティ・オブジェクトが含まれない必要があります。  

ロード先マウント・ポイントにマウントされたファイル・システムにセキュリティ・オブジェクトが含まれる場合、acfsutil sec 

prepare -uを実行して、ファイル・システムに作成済のすべてのセキュリティ・オブジェクトを削除する必要があります。acfsutil 

sec prepare -uを正常に実行した後、acfsutil sec prepareを実行して、セキュリティ用のファイル・システムを準備します。

acfsutil sec prepareを正常に実行した後で、ファイル・システムでacfsutil sec loadを実行できます。ファイル・システムで

のセキュリティの準備またはファイル・システムからのセキュリティの削除の詳細は、「acfsutil sec prepare」を参照してください。  

acfsutil sec loadコマンドではバックアップ・ファイルからシステム・セキュリティ・レルムをロードできません。システム・セキュリティ・

レルムはacfsutil sec prepareコマンドを使用して作成されます。acfsutil sec loadはこれらのレルムを再作成しません。

システム作成のセキュリティ・レルムの詳細は、「acfsutil sec prepare」を参照してください。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec loadコマンドの使用例を示します。 

例16-57 acfsutil sec loadコマンドの使用方法 
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$ /sbin/acfsutil sec load -m /acfsmounts/acfs1 -p my_metadata_file.xml

acfsutil sec prepare 

目的 

セキュリティ機能用にOracle ACFSファイル・システムを準備します。 

構文および説明 

acfsutil sec prepare -h 

acfsutil sec prepare [-u] -m mount_point 

acfsutil sec prepare -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-62に、acfsutil sec prepareコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-62 acfsutil sec prepareコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-u 指定したマウント・ポイントのセキュリティを取り消します。  

このコマンドは、ファイル・システムからセキュリティを削除し、ファイル・システムで

acfsutil sec prepare が実行する前の状態にファイル・システムを戻します。  

このコマンドはすべてのレルム保護されたファイルおよびディレクトリをレルムから削除し、

すべての Oracle ACFS セキュリティ・ルール、ルール・セットおよびレルムをファイル・シス

テムから破棄します。しかし、.Security ディレクトリおよびそのコンテンツ(ログ・ファイル

およびセキュリティ・メタデータ・バックアップ・ファイルを含む)は削除されません。  

使用中の暗号化およびセキュリティを削除する場合、このコマンドは暗号化を取り消し

てから実行する必要があります。暗号化を取り消すには、「acfsutil encr set」を参

照してください。  

レルム管理コマンドを実行する前に、acfsutil sec prepareコマンドを実行する必要があります。このコマンドはセキュリティ用

に指定したOracle ACFSファイル・システムを準備し、デフォルトでファイル・システムのセキュリティをオンにします。  

acfsutil sec prepare -uを実行する際には、acfsutil sec prepareが完了するまで、他のOracle ACFSセキュリティ・コ

マンドが実行されていないことを確認してください。  

監査がクラスタで初期化された場合、このコマンドによって、ファイル・システム上のOracle ACFSセキュリティの監査ソースも有

効化されます。この監査ソースを有効にしたときに実行されるアクションは、acfsutil audit enableコマンドを直接実行したと

きに行われるアクションと同じです。詳細は、「acfsutil audit enable」を参照してください。  

このコマンドは、/mount_point/.Security、/mount_point/.Security/backupおよび
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/mount_point/.Security/realm/logsディレクトリを作成します。ここで、mount_pointは、コマンドラインで指定するオプショ

ンです。  

このコマンドでは次のシステム・セキュリティ・レルムを作成します。  

 SYSTEM_Logs 

これはシステムが作成するレルムで.Security/realm/logs/ディレクトリ内のOracle ACFSセキュリティ・ログ・ファイル

を保護します。  

 SYSTEM_Audit 

これはシステム生成のレルムで、監査証跡ファイルを保護します。このレルムは、監査が初期化された場合に作成され

ます。監査が初期化されない場合、acfsutil audit enableコマンドによってセキュリティ・ソースに対して監査が有効

化されたときに、作成されます。監査マネージャがファイルの読取りと書込みを、監査者がファイルの読取りを行うことが

でき、他にアクセス可能なユーザーがいないように、このレルムは監査証跡ファイルを保護します。また、このレルムは、

監査マネージャがファイルの削除(acfsutil audit purgeコマンドを実行せずに)、切捨て、上書きまたは権限変更を

行うことができないように、監査証跡ファイルを保護します。  

 SYSTEM_SecurityMetadata 

これはシステム生成のレルムで.Security/realm/logs/ディレクトリ内のOracle ACFSメタデータXMLファイルを保

護します。  

 SYSTEM_Antivirus 

これは、Oracle ACFSファイル・システム上で実行中のウィルス対策ソフトウェアにアクセスできる、システム作成のレル

ムです。すべてのレルム保護されたファイルまたはディレクトリについては、SYSTEM_Antivirusレルムがファイルまたはディ

レクトリにアクセスできるかどうかを決定するために認可チェックが実行されるときに、SYSTEM_Antivirusレルムが評価さ

れます。  

レルム保護されたファイルまたはディレクトリにアクセスするためにウィルス対策処理を許可するには、例16-59に示すよ

うに、acfsutil sec realm addコマンドでLocalSystemまたはSYSTEMグループをレルムに追加する必要があります。そ

の他のウィルス対策処理がAdministratorとして実行中の場合、Administratorユーザーはレルム保護されたファイ

ルとディレクトリにアクセスできるようにSYSTEM_Antivirusレルムに追加される必要があります。  

ウィルス対策製品がインストールされていない場合、ユーザーまたはグループをSYSTEM_Antivirusレルムに追加するこ

とはできません。SYSTEM_Antivirusレルムに追加されたユーザーまたはグループにはREADとREADDIRのアクセスがある

ため、このレルムに追加されるユーザーまたはグループを制限します。このレルムのユーザーまたはグループがレルム保護

されたファイルまたはディレクトリに時間ベースのルールでアクセスできるときに、時間ウィンドウを制限できます。ファイルを

スキャンするウィルス対策インストールにプロセス名を特定できる場合、アプリケーションベースのルールも持つこともできま

す。  

SYSTEM_Antivirusレルムのみがファイルまたはディレクトリ上でOPEN、READ、READDIRおよび時間属性の設定の操作

を実行できます。ファイルまたはディレクトリを削除するために、セキュリティを無効化して影響を受けるファイルをクリーン

アップする必要がある場合があります。  

このレルムはWindowsシステムにのみ設定されます。 

 SYSTEM_BackupOperators 

これはシステム生成のレルムで、レルム保護されたファイルおよびディレクトリをバックアップできるユーザーを認証できます。

ユーザー・グループ、ルール・セットおよびコマンド・ルールをこのレルムに追加して、レルム保護されたファイルおよびディレ

クトリをバックアップするための密な認証を可能にします。レルム保護されたファイルおよびディレクトリをバックアップするに
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は、ユーザーをこのレルムに追加する必要があります。 

このシステム・レルムにグループを追加する場合は注意が必要です。このシステム・レルムにグループを追加すると、追加

したグループのすべてのユーザーは、レルムの保護をオーバーライドしてファイルにアクセスできるようになります。 

システム・セキュリティ・レルム内のファイルにアクセスするには、acfsutil sec admin addコマンドを使用して、セキュリティ管理

者としてユーザーを割り当てる必要があります。  

ユーザー作成のレルムと同様に、acfsutil sec realm addコマンドを使用して、ユーザー、グループ、ルール・セットおよびコマン

ド・ルールをシステム作成のレルムに追加できます。ただし、ファイルおよびディレクトリをシステム・レルムに追加することはお薦めし

ません。acfsutil sec realm deleteコマンドを使用して、システム作成のレルムからオブジェクトを削除します。  

システム作成のセキュリティ・レルムは、システム管理者がacfsutil sec admin destroyコマンドを使用して削除できません。

これらのレルムは、acfsutil sec prepareコマンドを-uオプションを指定して実行する際に、セキュリティがファイル・システムで取

り消されるときにのみ削除されます。  

スナップショットがファイル・システムに存在する場合、acfsutil sec prepare –uコマンドを使用できません。  

セキュリティ管理者のみがacfsutil sec prepareコマンドを実行できます。  

例 

次に、acfsutil sec prepareコマンドの使用例を示します。 

例16-58 acfsutil sec prepareコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec prepare -m /acfsmounts/acfs1

acfsutil sec realm add 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・レルムにオブジェクトを追加します。 

構文および説明 

acfsutil sec realm add -h 

acfsutil sec realm add realm -m mount_point  

   {[-u user, ...] [-G os_group,...] 

    [-l commandrule:ruleset,commandrule:ruleset, ...] 

    [-e [-a {AES}] [-k {128|192|256}]] 

    [-f [ -r] path ...]} 

acfsutil sec realm add -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-63に、acfsutil sec realm addコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-63 acfsutil sec realm addコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

realm 追加するレルム名を指定します。 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-u user 追加するユーザー名を指定します。 

-G os_group 追加するオペレーティング・システム・グループを指定します。  

-l commandrule:ruleset 追加するフィルタを指定します。commandrule スイッチを使用して、ルール・セットを含む

レルムに 1 つまたは複数のコマンド・ルールを追加します。  

ruleset はこのレルム用にコマンド・ルールと関連付けられたルール・セットを指定しま

す。各コマンド・ルールには 1 つのルール・セットしか含めることはできません。  

コマンドルールのリストについては、表 16-64 を参照してください。コマンド・ルールのリス

トを表示するには、acfsutil sec info と-c オプションを使用します。「acfsutil sec 

info」を参照してください。  

-e レルムで暗号化を有効にします。レルムに対して暗号化をオンにすると、レルムに含まれ

るすべてのファイルが暗号化されます。これらのファイルは暗号化されたレルムの一部で

なくなるまで暗号化されたままです。  

暗号化されたファイルは、新しく指定した暗号化パラメータと一致するように再暗号化さ

れません。  

-a {AES}  レルムの暗号化アルゴリズムを指定します。 

-k { 128|192|256}  暗号化キー長を指定します。 

-f [-r] path ... path で指定したファイルをレルムに追加します。-r は再帰的な操作を指定します。ファ

イル・パスは空白で区切ってコマンドの最後に置く必要があります。  

指定したファイルがレルム保護されていない場合、ファイルはレルムの暗号化状態と一

致するように暗号化または復号化されます。  

acfsutil sec realm addコマンドは指定したレルムにオブジェクトを追加します。追加するオブジェクトは、ユーザー、グループ、

コマンド・ルール、ルール・セットおよびファイルなどです。オブジェクトの追加時にコマンドでエラーが発生した場合、メッセージが表

示されて、コマンドは残りのオブジェクトの処理を続行します。  

ユーザー、オペレーティング・システム・グループまたはコマンド・ルールを追加する場合、複数のエントリをカンマ区切りリストで追

加できます。カンマ区切りリストに空白を使用しないでください。空白を追加する場合、リストを引用符で囲います。 
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-eオプションを指定する場合、暗号化がクラスタに対して初期化され、ファイル・システムで設定されている必要があります。詳細

は、「acfsutil encr init」および「acfsutil encr set」を参照してください。  

.Securityディレクトリを含むマウント・ポイント全体がレルムに追加される場合、セキュリティ管理者オペレーティング・システム・

グループをレルムに追加し、セキュリティ・ログおよびバックアップ操作を管理する必要があります。  

サポートしているコマンド・ルールを表16-64に示します。これらのコマンドルールで、レルム保護されたファイルおよびディレクトリ上

のファイル・システム操作に対して制限または保護します。 

表16-64 セキュリティ・レルムのコマンド・ルール 

ルール 説明 

ALL ファイルおよびディレクトリ上のすべてのファイル・システム操作を保護します。 

APPENDFILE ファイルの最後に追加することを制限します。制限には現在のファイルサイズ内で開始す

る書込みが含まれますが、ファイルの最後を越えて続行されます。 

CHGRP ファイルまたはディレクトリ上のグループ所有権の変更から保護します。 

CHMOD ファイルまたはディレクトリ上の権限の変更から保護します。 

CHOWN ファイルまたはディレクトリ上の所有権情報の変更から保護します。 

CREATEFILE ディレクトリ内の新しいファイルの作成から保護します。 

DELETEFILE ディレクトリのファイルの削除から保護します。 

EXTEND ファイルサイズの拡張操作を制限します。ファイルサイズは、別の操作で変更可能な場

合があります。EXTEND は、append 操作が続く truncate からは保護しません。  

IMMUTABLE acfsutil tag および acfsutil encr などのコマンドの結果として生じる、拡張された

属性への変更を除く、レルム内のファイルとディレクトリへの変更を拒否します。  

ファイルまたはディレクトリに対する APPENDFILE、CHGRP、CHMOD、CHOWN、

DELETEFILE、EXTEND、OVERWRITE、RENAME、RMDIR、TRUNCATE、および WRITE の保

護を含みます。  

IMMUTABLE は、atime 属性への変更は拒否しません。atime 属性は、ユーザーがファ

イルにアクセスしたときに変更されます。  

ファイルとディレクトリをセキュリティ・レルムにアーカイブするために設定できます。 
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ルール 説明 

LINKFILE ファイルへのハードリンクの作成を制限します。 

MKDIR ディレクトリ内で新しいディレクトリを作成することから保護します。 

MMAPREAD Linux 上で mmap()を使用して、または Windows 上で CreateFileMapping の後

に MapViewOfFile()を使用して、読取り操作のためにメモリーがマップされることから

ファイルを保護します。  

MMAPWRITE 書込み操作のためにメモリーがマップされることからファイルを保護します。MMAPWRITE を

設定しても、オペレーティング・システムがファイルを読取りと書込みの両方に対してマップ

するような読取りに対するマッピングからファイルを保護します。  

OPENFILE ファイルを開くことから保護します。 

OVERWRITE ファイル内の既存のコンテンツを、開始と終了のオフセットが現在のファイルサイズ内であ

る write 操作による上書きから保護します。  

ファイル上の操作で truncate の後に append が続く場合、OVERWRITE はファイルを保

護しません。append と overwrite の両方の操作から追加の保護を提供するには、

WRITE コマンド・ルールを使用します。  

READDIR セキュリティ管理者グループによる使用を除いて、ディレクトリのリストを制限します。 

READ ファイルのコンテンツの読取りから保護します。mmap(2)を使用する read 操作から、

READ も同様に保護します。  

RENAME ファイルまたはディレクトリの名前変更から保護します。 

RMDIR ディレクトリの削除から保護します。 

SYMLINK セキュリティ・レルムによって保護されているディレクトリ内のシンボリック・リンクの作成を制

限します。シンボリック・リンクを作成するときは、ソース・ファイルがセキュリティ・レルムに

よって保護されているかどうかは関係ありません。 

TRUNCATE ファイルの切捨てを制限します。 

WRITE write システム・コールからファイルを保護します。WRITE も append および overwrite

の操作から保護します。また mmap(2)を使用する write 操作からも保護します。  

ファイルは、別の操作で変更可能な場合があります。ファイルをその他の変更から保護
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ルール 説明 

するには、TRUNCATE および DELETEFILE コマンド・ルールも使用します。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

例16-59に、acfsutil sec realm addコマンドの使用を示します。最初のacfsutil secコマンドがユーザー・グループをセ

キュリティ・レルムに追加します。Windows環境では、2番目と3番目のコマンドがLocalSystemまたはSYSTEMグループを

SYSTEM_Antivirusレルムに追加します。 

例16-59 acfsutil sec realm addコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec realm add my_security_realm -m /acfsmounts/acfs1  

     -G my_os_group 

C:\> acfsutil sec realm add SYSTEM_Antivirus /m e: /G "NT AUTHORITY\\SYSTEM" 

C:\> acfsutil sec realm add SYSTEM_Antivirus /m e: /G "SYSTEM"

acfsutil sec realm audit disable 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・レルム内のファイルに対して、特定のコマンド・ルールまたはすべてのコマンド・ルールの監査を無効に

します。 

構文および説明 

acfsutil sec realm audit disable -h 

acfsutil sec realm audit disable realm -m mount_point 

 [-l commandrule,commandrule,...] {-a |-v } 

acfsutil sec realm audit disable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-65に、acfsutil sec realm audit disableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-65 acfsutil sec realm audit disableコマンドのオプション 

オプション 説明 

realm セキュリティ・レルム名を指定します。 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-l commandrule 監査を無効にするコマンド・ルールを指定します。 

このオプションを指定しない場合、すべてのコマンド・ルールのリストはデフォルトになりま

す。  
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オプション 説明 

コマンドルールのリストについては、表 16-64 を参照してください。コマンド・ルールのリス

トを表示するには、acfsutil sec info と-c オプションを使用します。「acfsutil sec 

info」を参照してください。  

-a | -v 監査レルム認証を無効にする(-a)か、または監査レルム違反を無効にする(-v)かを指

定します。–a または–v のいずれかを指定する必要があります。  

コマンド・ルールをリストする場合、複数のエントリをカンマ区切りリストで追加できます。カンマ区切りリストに空白を使用しないで

ください。空白を追加する場合、リストを引用符で囲います。 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。このコマンドは、Oracle ACFSセキュリティ管理者パスワードを使用して

認証されます。 

例 

例16-60に、acfsutil sec realm audit disableコマンドの使用方法を示します。このコマンドは、OPEN (すべての違反)お

よびWRITE (すべての違反)のコマンド・ルールでの監査を無効にします。 

例16-60 acfsutil sec realm audit disableコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit disable mySecureRealm 

    –m /acfsmounts/acfs1 –l OPEN,WRITE –v

acfsutil sec realm audit enable 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・レルム内のファイルに対して、特定のコマンド・ルールまたはすべてのコマンド・ルールの監査を有効に

します。 

構文および説明 

acfsutil sec realm audit enable -h 

acfsutil sec realm audit enable realm -m mount_point 

 [-l commandrule,commandrule,...] 

 [-a ] [-v [ -u] ] 

acfsutil sec realm audit enable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-66に、acfsutil sec realm audit enableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-66 acfsutil sec realm audit enableコマンドのオプション 

オプション 説明 

realm セキュリティ・レルム名を指定します。 
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-l commandrule 監査を有効にするコマンド・ルールを指定します。  

このオプションを指定しない場合、すべてのコマンド・ルールのリストはデフォルトになりま

す。  

コマンドルールのリストについては、表 16-64 を参照してください。コマンド・ルールのリス

トを表示するには、acfsutil sec info と-c オプションを使用します。「acfsutil sec 

info」を参照してください。  

-a  レルム認証を監査するよう指定します。 

-v [-u]  レルム違反を監査するよう指定します。–u も指定した場合、レルムのメンバーである

ユーザーによるレルム違反のみが監査されます。  

acfsutil sec realm audit enableコマンドを複数回実行した場合、先に行われた構成は無効にならず、新しい設定も適

用されます。この動作で例外が発生するのは、このコマンドを–vオプションとともに実行し、指定したコマンド・ルールにレルム違反

用の監査設定がある場合です。この場合、–uフラグが指定されたかどうかに従って、動作が更新されます。詳細は、例16-63

を参照してください。  

コマンド・ルールをリストする場合、複数のエントリをカンマ区切りリストで追加できます。カンマ区切りリストに空白を使用しないで

ください。空白を追加する場合、リストを引用符で囲います。 

acfsutil sec realm audit enableコマンドで–aと–vのどちらも指定しない場合、デフォルトは–vです。–aと–vの両方を指定

できます。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。このコマンドは、Oracle ACFSセキュリティ管理者パスワードを使用して

認証されます。 

例 

例16-61に、Oracle ACFSバックアップ・オペレータの監査を有効にする方法を示します。これらのユーザーはSYSTEM_Backup

レルムによってファイルへのアクセスが許可され、ファイル・システム上のすべてのファイルにアクセス権を与える特別な権限が付与

されるため、セキュリティ管理者は、これらのユーザーのアクションを監査できます。コマンドを実行すると、SYSTEM_Backupレルム

のメンバーはいつでも、ファイル・システム上のOracle ACFSセキュリティ監査証跡に監査レコードが書き込まれているファイルを

開くことができます。 

例16-61 Oracle ACFSセキュリティ・バックアップ・オペレータの監査 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit enable SYSTEM_Backup  

    –m /acfsmounts/acfs1 –l OPEN –a
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例16-62に、–uオプションを使用して、レルムの一部であるユーザーがレルム違反を監査する方法を示します。このシナリオでは、

人事管理の機密情報がHumanResourcesセキュリティ・レルムに格納され、hrグループはこの情報へのアクセスが許可されます。

ただし、ALLコマンド・ルールに適用されたルールセットにより、午後6時から午前8時まではこのデータにアクセスできません。このコ

マンドを使用すると、セキュリティ管理者は、許可された時間外に人事管理の従業員が機密データにアクセスしようとしているか

どうかを検出できます。このコマンドを実行すると、hrグループのメンバーであるユーザーによるアクセス違反のみが監査されます。 

例16-62 セキュリティ・レルム・ユーザーのみの監査 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit enable HumanResources  

    –m /acfsmounts/acfs1 –l ALL –v –u

例16-63に、acfsutil sec realm audit enableコマンドを複数実行する方法を示します。「run 1」の後、OPEN (すべての

違反)およびWRITE (すべての違反)のコマンド・ルールが監査されます。「run 2」の後、OPEN (すべての違反)、WRITE (すべて

の違反)、およびDELETEFILE (認証)のコマンド・ルールが監査されます。「run 3」の後、OPEN (認証およびレルム・ユーザー違

反)、WRITE (すべての違反)、DELETEFILE (認証)、およびTRUNCATE (認証およびレルム・ユーザー違反)のコマンド・ルールが

監査されます。「run 4」の後、すべての違反がすべてのコマンド・ルールで監査されます。また、OPEN、DELETEFILEおよび

TRUNCATEの認証が監査されます。 

例16-63 acfsutil sec realm audit enableの複数回の実行 

$ echo run 1 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit enable mySecureRealm  

    –m /acfsmounts/acfs1 –l OPEN,WRITE –v 

$ echo run 2 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit enable mySecureRealm  

    –m /acfsmounts/acfs1 –l DELETEFILE –a 

$ echo run 3 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit enable mySecureRealm 

    -m /acfsmounts/acfs1 –l OPEN,TRUNCATE –a –v -u 

$ echo run 4 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit enable mySecureRealm  

    –m /acfsmounts/acfs1 –v

acfsutil sec realm audit info 

目的 

指定したOracle ACFSセキュリティ・レルムのレルム監査情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil sec realm audit info -h 

acfsutil sec realm audit info -m mount_point -n realm 

acfsutil sec realm audit info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-66に、acfsutil sec realm audit infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-67 acfsutil sec realm audit infoコマンドのオプション 
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-n realm セキュリティ・レルム名を指定します。 

acfsutil sec realm audit infoコマンドは、指定したOracle ACFSセキュリティ・レルムに関する情報を提供します。  

例 

例16-64に、acfsutil sec realm audit infoコマンドの例を示します。 

例16-64 acfsutil sec realm audit infoの実行 

$ /sbin/acfsutil sec realm audit info –m /acfsmounts/acfs1  

    -n mySecureRealm 

Command rule auditing information for realm 'mySecureRealm'  

   on mount point '/acfsmounts/acfs1': 

  

Realm authorization            :    'READ, WRITE' 

Realm violation for all users  :    'READ, OPENFILE' 

Realm violation for realm users:    'None' 

acfsutil sec realm clone 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・レルムをクローン化します。 

構文および説明 

acfsutil sec realm clone -h 

acfsutil sec realm clone realm -s src_mount_point new_realm 

 [-e] [-f] [-G] [-l] [-u] 

acfsutil sec realm clone realm -s src_mount_point  

 [new_realm] -d destination_mount_point  

 [-e] [-G] [-l] [-u] 

acfsutil sec realm clone -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-68に、acfsutil sec realm cloneコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-68 acfsutil sec realm cloneコマンドのオプション 

オプション 説明 

realm クローン化するレルム名を指定します。 

-s src_mount_point ソース・ファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 
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オプション 説明 

new_realm 新しいレルム名を指定します。 

-d destination_mount_point 新しいレルムの宛先マウント・ポイントのディレクトリを指定します。 

-e 暗号化属性を新しいレルムにコピーします。 

-f ファイル・オブジェクトを新しいレルムにコピーします。 

-G オペレーティング・システム・グループを新しいレルムにコピーします。 

-l フィルタを新しいレルムにコピーします。 

-u ユーザーを新しいレルムにコピーします。 

acfsutil sec realm cloneコマンドは指定したレルムのコピーを宛先マウント・ポイントに作成します。ソースとマウント・ポイン

トが異なり、新しいレルム名が指定されていない場合、宛先マウント・ポイントで指定したOracle ACFSファイル・システム内の

既存のレルム名を使用してレルムがクローン化されます。宛先マウント・ポイントが指定されていない場合、クローン化されたレル

ムはソース・マウント・ポイントに配置され、新しい一意のレルム名を指定する必要があります。  

-lオプションが指定され、宛先マウント・ポイントがソース・マウント・ポイントと異なる場合、ルールおよびルール・セットが最初にク

ローン化される必要があります。  

-eオプションが指定され、宛先マウント・ポイントがソース・マウント・ポイントと異なる場合、暗号化が宛先マウント・ポイントに設

定される必要があります。詳細は、「acfsutil encr set」を参照してください。  

-fオプションは宛先マウント・ポイントがソース・マウント・ポイントと同じである場合にのみ使用できます。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec realm cloneコマンドの使用例を示します。 

例16-65 acfsutil sec realm cloneコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec realm clone my_security_realm -s /acfsmounts/acfs1 

      my_new_security_realm -d /acfsmounts/acfs2 -G

acfsutil sec realm create 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・レルムを作成します。 
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構文および説明 

acfsutil sec realm create -h 

acfsutil sec realm create realm -m mount_point  

 -e { on -a {AES}  -k {128|192|256} | off } 

 [-o {enable|disable}] [-d "description"] 

acfsutil sec realm create -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-69に、acfsutil sec realm createコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-69 acfsutil sec realm createコマンドのオプション 

オプション 説明 

realm レルム名を指定します。 

-m mount_point ファイル・システムのマウント・ポイントを指定します。マウント・ポイントは Linux プラット

フォーム上のパスとして指定します。 

-e {on|off}  レルムの暗号化をオンまたはオフに指定します。  

-a {AES}  暗号化アルゴリズムを指定します。 

-k { 128|192|256}  暗号化キー長を指定します。 

-o {enable|disable}  レルムのセキュリティをオンまたはオフに指定します。 

-d "description" レルムの説明を指定します。 

acfsutil sec create realmは指定したOracle ACFSファイル・システムに新しいレルムを作成します。新しいレルム名はマウ

ント・ポイントで識別されるファイル・システムで一意の名前である必要があります。  

acfsutil sec prepareコマンドによって作成されたデフォルトのシステム・レルムを含む最大500のOracle ACFSセキュリティ・

レルムを作成できます。  

-o disableオプションが指定されていないかぎり、デフォルトでレルムは有効です。  

-e onオプションを指定する場合は、暗号化をクラスタに対して初期化し、ファイル・システムに設定する必要があります。詳細は、

「acfsutil encr init」および「acfsutil encr set」を参照してください。  

-e offオプションを指定すると、-aおよび-kオプションは指定できません。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec realm createコマンドの使用例を示します。 
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例16-66 acfsutil sec realm createコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec realm create my_security_realm -m /acfsmounts/acfs1 

     -e on -a AES -k 192 -o enable

acfsutil sec realm delete 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・レルムからオブジェクトを削除します。 

構文および説明 

acfsutil sec realm delete -h 

acfsutil sec realm delete realm -m mount_point  

 {[-u user, ...] [-G os_group, ...]  

 [-l :ruleset,commandrule:ruleset, ...] 

 [-f [ -r] path, ...] ] [-e ]} 

acfsutil sec realm delete -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-70に、acfsutil sec realm deleteコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-70 acfsutil sec realm deleteコマンドのオプション 

オプション 説明 

realm レルム名を指定します。 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-u user 削除するユーザー名を指定します。 

-G os_group 削除するオペレーティング・システム・グループを指定します。  

-l commandrule:ruleset レルムから削除するフィルタを指定します。コマンド・ルールのリストを表示するには、

acfsutil sec info と-c オプションを使用します。ruleset はこのレルム用にコマンド・

ルールと関連付けられたルール・セットを指定します。  

-f [-r] path ... path で指定したファイルをレルムから削除します。-r は再帰的な操作を指定します。

ファイル・パスは空白で区切る必要があります。  

これがファイルをセキュリティ保護している最後のレルムである場合、そのファイルはファイ

ル・システム・レベルの暗号化状態と一致するように暗号化または復号化されます。  

-e レルムで暗号化を無効にします。 
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オプション 説明 

暗号化を無効にするときに、このオプションは他の暗号化されたレルムに属していない、

レルム内のファイルを復号化します。ファイルが暗号化された他のレルムの一部である

か、またはファイル・システムで暗号化がオンになる場合、そのファイルは暗号化されたま

まです。 

acfsutil sec realm deleteコマンドは指定したレルムからオブジェクトを削除します。削除するオブジェクトは、ユーザー、グ

ループ、ルール・セットおよびファイルなどです。オブジェクトの削除時にコマンドでエラーが発生した場合、メッセージが表示されて、

コマンドは残りのオブジェクトの処理を続行します。  

ユーザー、オペレーティング・システム・グループまたはコマンド・ルールを追加する場合、複数のエントリをカンマ区切りリストで追

加できます。カンマ区切りリストに空白を使用しないでください。空白を追加する場合、リストを引用符で囲います。 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec realm deleteコマンドの使用例を示します。 

例16-67 acfsutil sec realm deleteコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec realm delete my_security_realm -m /acfsmounts/acfs1 

     -f -r /acfsmounts/acfs1/myoldfiles/*.log

acfsutil sec realm destroy 

目的 

Oracle ACFSセキュリティ・レルムを破棄します。 

構文および説明 

acfsutil sec realm destroy -h 

acfsutil sec realm destroy realm -m mount_point 

acfsutil sec realm destroy -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-71に、acfsutil sec realm destroyコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-71 acfsutil sec realm destroyコマンドのオプション 

オプション 説明 

realm レルム名を指定します。 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil sec destroy realmは指定したOracle ACFSファイル・システムからセキュリティ・レルムを削除します。レルムを破
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棄してもレルム内のオブジェクトは破棄されません。このコマンドは、オブジェクトからレルムに関連しているセキュリティを削除する

だけです。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec realm destroyコマンドの使用例を示します。 

例16-68 acfsutil sec realm destroyコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec realm destroy my_security_realm -m /acfsmounts/acfs1

acfsutil sec rule clone 

目的 

セキュリティ・ルールをクローン化します。 

構文および説明 

acfsutil sec rule clone -h 

acfsutil sec rule clone rule -s src_mount_point new_rule 

acfsutil sec rule clone rule -s src_mount_point 

 [new_rule] -d mount_point 

acfsutil sec rule clone -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-72に、acfsutil sec rule cloneコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-72 acfsutil sec rule cloneコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule ルールの既存の名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")

で囲みます。  

-s src_mount_point ソース・ファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-d mount_point ファイル・システムの宛先マウント・ポイントのディレクトリを指定します。 

new_rule ルールの新しい名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")

で囲みます。  

ソースとマウント・ポイントが異なり、新しいルール名が指定されていない場合、宛先マウント・ポイントで指定したOracle ACFS

ファイル・システム内の既存のルール名を使用してルールがクローン化されます。宛先マウント・ポイントが指定されていない場合、

クローン化されたルールはソース・マウント・ポイントに配置され、新しい一意のルール名を指定する必要があります。 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 
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例 

次に、acfsutil sec rule cloneコマンドの使用例を示します。 

例16-69 acfsutil sec rule cloneコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec rule clone my_security_rule -s /acfsmounts/acfs1 

      my_new_security_rule -d /acfsmounts/acfs2

acfsutil sec rule create 

目的 

セキュリティ・ルールを作成します。 

構文および説明 

acfsutil sec rule create -h 

acfsutil sec rule create rule -m mount_point  

 -t rule_type rule_value 

 [-o {ALLOW|DENY}] 

acfsutil sec rule create -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-73に、acfsutil sec rule createコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-73 acfsutil sec rule createコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule ルールの名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")で囲み

ます。  

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-t rule_type rule_value ルールのタイプとルールの値を指定します。ルールのタイプには、application、

hostname、time または username を指定できます。ルールの値はルールのタイプによっ

て異なります。有効なルールのタイプと値はこの項に記載されています。  

-o option -o を先頭に付けてオプションを指定します。指定できるオプションは ALLOW または DENY

です。デフォルト値は DENY です。  

acfsutil sec rule createはマウント・ポイントで指定したOracle ACFSファイル・システムに新しいルールを作成します。新

しいルールはルール・セットに追加でき、ルール・セットはセキュリティ・レルムに追加できます。  

最大500のOracle ACFSセキュリティ・ルールを作成できます。 

ルールのタイプと関連するルールの値には、次のものがあります。 

 application 
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このルールのタイプでは、レルムにより保護されたオブジェクトへのアクセスが許可または拒否されるアプリケーションの名

前を指定します。 

 hostname 

このルールのタイプでは、レルムにより保護されたオブジェクトにユーザーがアクセスする元のコンピュータの名前を指定し

ます。このルールを使用してノードからのアクセスが許可または拒否されます。hostnameにはいずれかのクラスタ・ノード

名を指定する必要があり、ネットワーク・ファイル・システム(NFS)マウントとしてOracle ACFSファイル・システムをマウン

トした他の外部ノードは指定できません。  

 time 

このルールのタイプでは、start_time,end_time形式で時間間隔を指定します。この時間間隔でレルムへのアクセス

を指定します。レルムにより保護されたオブジェクトへのアクセスは、レルム内のこのルール設定により、1日のうち特定の

時間だけ許可または拒否されます。この時間はホストのローカル時間に基づきます。  

 username 

このルールのタイプでは、レルムに追加またはレルムから削除するユーザー名を指定します。このオプションを使用して、レ

ルムの一部であるセキュリティ・グループに属する任意のユーザーのアクセスを拒否できます。 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec rule createコマンドの使用例を示します。 

例16-70 acfsutil sec rule createコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec rule create my_security_rule -m /acfsmounts/acfs1 

      -t username security_user_one -o ALLOW

acfsutil sec rule destroy 

目的 

セキュリティ・ルールを削除します。 

構文および説明 

acfsutil sec rule destroy -h 

acfsutil sec rule destroy rule -m mount_point 

acfsutil sec rule destroy -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-74に、acfsutil sec rule destroyコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-74 acfsutil sec rule destroyコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule ルールの名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")で囲み

ます。  
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil sec rule destroyはマウント・ポイントで指定したOracle ACFSファイル・システムのルール・セットからルールを削

除します。すべてのルールが破棄されてもルール・セットは破棄されません。空のルール・セットは明示的に破棄する必要がありま

す。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec rule destroyコマンドの使用例を示します。 

例16-71 acfsutil sec rule destroyコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec rule destroy my_security_rule -m /acfsmounts/acfs1

acfsutil sec rule edit 

目的 

セキュリティ・ルールを更新します。 

構文および説明 

acfsutil sec rule edit -h 

acfsutil sec rule edit rule -m mount_point  

 { [-t rule_type rule_value ] [-o {ALLOW|DENY}] } 

acfsutil sec rule edit -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-75に、acfsutil sec rule editコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-75 acfsutil sec rule editコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule ルールの名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")で囲み

ます。  

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-t rule_type rule_value ルールのタイプとルールの値を指定します。ルールのタイプには、application、

hostname、time または username を指定できます。ルールの値はルールのタイプによっ

て異なります。ルールのタイプとルールの値の詳細は、「acfsutil sec rule create」を

参照してください。  
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オプション 説明 

-o option -o を先頭に付けてオプションを指定します。指定できるオプションは ALLOW または DENY

です。  

acfsutil sec rule editはルールを更新します。ルールに関連付けられた値は更新できますが、ルール・タイプは更新できま

せん。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec rule editコマンドを使用してmy_security_ruleを更新する例を示します。タイプusernameの既存の

ルールおよびその値は変更できません。 

例16-72 acfsutil sec rule editコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec rule edit my_security_rule -m /acfsmounts/acfs1 

      -t username security_user_three -o ALLOW

acfsutil sec ruleset clone 

目的 

セキュリティ・ルール・セットをクローン化します。 

構文および説明 

acfsutil sec ruleset clone -h 

acfsutil sec ruleset clone ruleset -s mount_point  new_ruleset 

acfsutil sec ruleset clone ruleset -s mount_point  

  [new_ruleset] -d mount_point 

acfsutil sec ruleset clone -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-76に、acfsutil sec ruleset cloneコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-76 acfsutil sec ruleset cloneコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule_set ルール・セットの既存の名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符

(" ")で囲みます。  

-s mount_point ソース・ファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-d mount_point ファイル・システムの宛先マウント・ポイントのディレクトリを指定します。 
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オプション 説明 

new_rule_set ルール・セットの新しい名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符

(" ")で囲みます。  

ソース・マウント・ポイントが宛先マウント・ポイントと異なる場合、ルール・セット内のルールが最初にクローン化される必要があり

ます。  

ソースとマウント・ポイントが異なり、新しいルール・セット名が指定されていない場合、宛先マウント・ポイントで指定したOracle 

ACFSファイル・システム内の既存のルール・セット名を使用してルール・セットがクローン化されます。宛先マウント・ポイントが指

定されていない場合、クローン化されたルール・セットはソース・マウント・ポイントに配置され、新しい一意のルール・セット名を指

定する必要があります。 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec ruleset cloneコマンドの使用例を示します。 

例16-73 acfsutil sec ruleset cloneコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec ruleset clone  

      my_security_ruleset -s /acfsmounts/acfs1 

      my_new_security_ruleset -d /acfsmounts/acfs2

acfsutil sec ruleset create 

目的 

セキュリティ・ルール・セットを作成します。 

構文および説明 

acfsutil sec ruleset create -h 

acfsutil sec ruleset create rule_set -m mount_point  

    [-o {ALL_TRUE|ANY_TRUE}] 

acfsutil sec ruleset create -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-77に、acfsutil sec ruleset createコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-77 acfsutil sec ruleset createコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule_set ルール・セットの名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")

で囲みます。  
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-o option -o を先頭に付けてオプションを指定します。指定できるオプションは ALL_TRUE または

ANY_TRUE です。デフォルト値は ALL_TRUE です。  

acfsutil sec ruleset createは指定したマウント・ポイントに新しいルール・セットを作成します。  

最大500のOracle ACFSセキュリティ・ルール・セットを作成できます。 

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec ruleset createコマンドの使用例を示します。 

例16-74 acfsutil sec ruleset createコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec ruleset create  

       my_security_ruleset -m /acfsmounts/acfs1 -o ANY_TRUE

acfsutil sec ruleset destroy 

目的 

セキュリティ・ルール・セットを削除します。 

構文および説明 

acfsutil sec ruleset destroy -h 

acfsutil sec ruleset destroy rule_set -m mount_point 

acfsutil sec ruleset destroy -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-78に、acfsutil sec ruleset destroyコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-78 acfsutil sec ruleset destroyコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule_set ルール・セットの名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")

で囲みます。  

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil sec ruleset destroyはマウント・ポイントで指定したOracle ACFSファイル・システムからルール・セットを削除しま

す。セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。  

例 
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次に、acfsutil sec ruleset destroyコマンドの使用例を示します。 

例16-75 acfsutil sec ruleset destroyコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec ruleset destroy  

       my_security_ruleset -m /acfsmounts/acfs1

acfsutil sec ruleset edit 

目的 

セキュリティ・ルール・セットを更新します。 

構文および説明 

acfsutil sec ruleset edit -h 

acfsutil sec ruleset edit rule_set -m mount_point  

{ [-a rule,...] [-d rule,...] [-o {ALL_TRUE|ANY_TRUE}]} 

acfsutil sec ruleset edit -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-79に、acfsutil sec ruleset editコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-79 acfsutil sec ruleset editコマンドのオプション 

オプション 説明 

rule_set ルール・セットの名前を指定します。名前に空白文字が含まれる場合は引用符(" ")

で囲みます。  

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-a rule 追加するルールを指定します。 

-d rule 削除するルールを指定します。 

-o option -o を先頭に付けてオプションを指定します。指定できるオプションは ALL_TRUE または

ANY_TRUE です。  

acfsutil sec ruleset editはマウント・ポイントで指定したOracle ACFSファイル・システムのルール・セットを更新します。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec ruleset editコマンドの使用例を示します。 

例16-76 acfsutil sec ruleset editコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec ruleset edit  
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       my_security_ruleset -m /acfsmounts/acfs1  

       -a my_new_rule -o ANY_TRUE

acfsutil sec save 

目的 

Oracle ACFSファイル・システム・セキュリティ・メタデータを保存します。 

構文および説明 

acfsutil sec save -h 

acfsutil sec save -m mount_point -p file 

acfsutil sec save -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-80に、acfsutil sec saveコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-80 acfsutil sec saveコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-p file セキュリティ・メタデータを保存するファイル名を指定します。ファイルは

/mount_point/.Security/backup/ディレクトリに保存されます。  

acfsutil sec saveコマンドを実行してOracle ACFSファイル・システムのセキュリティ・メタデータをXMLファイルに保存します。

デフォルトで、ファイルは/mount_point/.Security/backupディレクトリに保存されます。  

このファイルはバックアップ・アプリケーションにより通常のファイルとしてバックアップできます。システム・レルムはこのファイルを保護し、

そのレルムのメンバーだけがこのファイルにアクセスでき、rootユーザーやシステム管理者を含むその他のすべてのユーザーはアクセ

スできません。システム作成のセキュリティ・レルムの詳細は、「acfsutil sec prepare」を参照してください。  

セキュリティ管理者のみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil sec saveコマンドの使用例を示します。 

例16-77 acfsutil sec saveコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil sec save -m /acfsmounts/acfs1 -p my_metadata_file.xml
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暗号化用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Oracle ACFS暗号化用コマンドの概要を示します。 

表16-81に、Oracle ACFS暗号化コマンドと簡単な説明を示します。Oracle ACFS暗号化の概要は、「Oracle ACFS暗

号化」を参照してください。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。 

表16-81 Oracle ACFS暗号化用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsutil encr info Oracle ACFS ファイル・システムの暗号化関連の情報を表示します。 

acfsutil encr init 暗号化キー用のストレージを作成します。 

acfsutil encr off Oracle ACFS ファイル・システムの暗号化を無効にします。 

acfsutil encr on Oracle ACFS ファイル・システムを暗号化します。 

acfsutil encr rekey Oracle ACFS ファイル・システムの新しいキーを作成し再暗号化します。 

acfsutil encr set Oracle ACFS ファイル・システムの暗号化パラメータを設定または変更します。 

acfsutil keystore migrate 暗号化キーストアを移行します。 

acfsutil encr info 

目的 

Oracle ACFSファイル・システム、ディレクトリまたはファイルの暗号化関連の情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil encr info -h 

acfsutil encr info -m mount_point [[-r] path [path …]] 

acfsutil encr info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-82に、acfsutil encr infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-82 acfsutil encr infoコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-r path で識別される既存のディレクトリ・フォルダでの再帰的アクションを指定します。  

path ディレクトリの絶対パスまたは相対パスを表示します。複数のパス値を指定できます。 

pathを指定せずに-mを指定すると、暗号化の状態、アルゴリズムおよびキー長がファイル・システム・レベルで表示されます。  

pathを指定して-rを指定すると、暗号化の状態、アルゴリズムおよびキー長がpathで指定したディレクトリの下のすべてのオブ

ジェクトに対して表示されます。  

ファイルがpathオプションで指定される場合、acfsutil encr infoコマンドはスナップショット内のファイルの暗号化状態とパラ

メータを表示します。  

レルム保護されたオブジェクト上で実行される場合、このコマンドは失敗します。 

どのユーザーもこのコマンドを実行して、ファイル・システム、ディレクトリまたはファイルの暗号化情報を表示できます。  

acfsutil encr infoコマンドをシステム管理者として実行すると、使用されているキーストアのタイプが出力に表示されます。タ

イプは、OCR (SSO)内のシングルサインオン・ウォレット、OCR (PKS)内のパスワード保護ウォレットおよびキー・ストアとしての

Oracle Key Vault (OKV)です。  

例 

次に、acfsutil encr infoの使用例を示します。 

例16-78 acfsutil encr infoコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil encr info -m /acfsmounts/acfs1 

# /sbin/acfsutil encr info -m /acfsmounts/acfs1  

                           -r /acfsmounts/acfs1/myfiles

acfsutil encr init 

目的 

暗号化キー用のストレージを作成します。 

構文および説明 

acfsutil encr init -h 

acfsutil encr init [-p ] 

acfsutil encr init -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-83に、acfsutil encr initコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-83 acfsutil encr initコマンドのオプション 
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オプション 説明 

-p キー用の PKCS(パスワード保護)ストレージを作成します。  

acfsutil encr initコマンドを実行してからでないと、他の暗号化acfsutilコマンドは実行できません。このコマンドは

Oracle ACFS暗号化が実行するクラスタごとに1度実行する必要があります。  

Oracle Key Vaultをキー・ストアとして使用する場合は、引き続き最初にacfsutil encr initを実行する必要があります。  

 

関連項目: 

Oracle Key Vaultの詳細は、『Oracle Key Vault管理者ガイド』を参照してください。  

-pオプションを指定すると、パスワードを求められたときに入力する必要があります。パスワードは、「acfsutil sec init」で説明し

た形式に従う必要があります。  

-pオプションを指定しないと、シングル・サインオン(SSO)ウォレットが作成されます。  

rootまたはシステム管理者権限を持つユーザーのみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil encr initコマンドの使用例を示します。 

例16-79 acfsutil encr initコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil encr init

acfsutil encr off 

目的 

Oracle ACFSファイル・システム、ディレクトリまたは個別のファイルの暗号化を無効にします。 

構文および説明 

acfsutil encr off -h 

acfsutil encr off -m mount_point [[-r] path [ path ...]] 

acfsutil encr off -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-85に、acfsutil encr offコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-84 acfsutil encr offコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=OKVAG10489
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オプション 説明 

-r path で識別される既存のディレクトリで再帰的に暗号化を無効にするよう指定しま

す。  

path ディレクトリの絶対パスまたは相対パスを表示します。複数のパス値を指定できます。 

このコマンドは、セキュリティ・レルム保護されたファイルでは実行できません。 

管理者だけがこのコマンドをOracle ACFSファイル・システムで実行できます(pathを指定しない-mオプション)。pathを指定

せずに-mオプションを指定すると、マウント・ポイントの下のすべてのファイルが復号化されます。  

pathオプションは、読取り-書込みスナップショット内のファイルまたはディレクトリへのパスを指定できます。rootディレクトリ上で-r

オプションがコマンドで指定されている場合、コマンドは.ACFSディレクトリ下でスナップショットを横断しません。復号化操作がファ

イル・システムのレベルで指定されている場合、その操作では、.ACFS/snaps/ディレクトリ内のスナップショットのファイルとディレク

トリを処理しません。  

rootまたはシステム管理者権限を持つユーザーのみがこのコマンドを実行して、ファイル・システムで暗号化を無効にできます。

ファイルの所有者もこのコマンドを実行してディレクトリまたはファイルの暗号化を無効にできます。 

例 

次に、acfsutil encr offの使用例を示します。 

例16-80 acfsutil encr offコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil encr off -m /acfsmounts/acfs1 

# /sbin/acfsutil encr off -m /acfsmounts/acfs1 

                          -r /acfsmounts/acfs1/myfiles

acfsutil encr on 

目的 

Oracle ACFSファイル・システム、ディレクトリまたは個別のファイルを暗号化します。 

構文および説明 

acfsutil encr on -h 

acfsutil encr on -m mount_point 

      [-a {AES} -k {128|192|256}] [[-r] path [path...]] 

acfsutil encr on -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-85に、acfsutil encr onコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-85 acfsutil encr onコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-a algorithm ディレクトリまたはファイルの暗号化アルゴリズムのタイプを指定します。Advanced 

Encryption Standard(AES)がこのリリースでサポートされる唯一の暗号化アルゴリ

ズムです。 

-k key_length ディレクトリまたはファイルの暗号化キー長を指定します。  

-r path で識別される既存のディレクトリ・フォルダで再帰的な暗号化を指定します。  

path ディレクトリの絶対パスまたは相対パスを表示します。複数のパス値を指定できます。 

このコマンドは、レルム保護されたファイルでは実行できません。 

-aおよび-kのデフォルト値はacfsutil encr setが実行したときに指定したボリューム・パラメータにより決定されます。ボリュー

ム・レベルでキー長を設定するには、acfsutil encr setコマンドを使用します。  

管理者だけがこのコマンドをOracle ACFSファイル・システムで実行できます(pathを指定しない-mオプション)。pathを指定

せずに-mオプションを指定すると、マウント・ポイントの下のすべてのファイルが暗号化されます。  

pathオプションは、読取り-書込みスナップショット内のファイルまたはディレクトリへのパスを指定できます。rootディレクトリ上で-r

オプションがコマンドで指定されている場合、コマンドは.ACFSディレクトリ下でスナップショットを横断しません。暗号化操作がファ

イル・システムのレベルで指定されている場合、その操作では、.ACFS/snaps/ディレクトリ内のスナップショットのファイルとディレク

トリを処理しません。  

-rオプションを指定してacfsutil encr onを実行すると、指定されたディレクトリは再帰的に暗号化されますが、ファイル・シス

テム・レベルでは暗号化は有効化されません。  

rootまたはシステム管理者権限を持つユーザーのみがこのコマンドを実行して、ファイル・システムで暗号化を有効にできます。

ファイルの所有者もこのコマンドを実行してディレクトリまたはファイルの暗号化を有効にできます。 

例 

次に、acfsutil encr onの使用例を示します。 

例16-81 acfsutil encr onコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil encr on -m /acfsmounts/acfs1 

# /sbin/acfsutil encr on -m /acfsmounts/acfs1 

                         -a AES -k 128 -r /acfsmounts/acfs1/myfiles

acfsutil encr rekey 

目的 
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新しいキーを作成しボリュームまたはファイルを再暗号化します。 

構文および説明 

acfsutil encr rekey -h 

acfsutil encr rekey -m mount_point 

    {-f [-r] path [path…] |-v } [-a {AES} -k {128|192 |256}] 

acfsutil encr rekey -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-86に、acfsutil encr rekeyコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-86 acfsutil encr rekeyコマンドのオプション 

オプション 説明 

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-f [-r] path ...  指定したパスに対し新しいファイル暗号化キーを生成し、その新しいキーでデータを暗

号化します。 

-r を指定すると、path の下でキー更新操作が再帰的に実行されます。  

path はディレクトリの絶対パスまたは相対パスを指定します。複数のパス値を指定でき

ます。  

-v 指定したマウント・ポイントに対し新しいボリューム暗号化キー(VEK)を生成し、その新

しいキーでファイル・システムのすべてのファイル暗号化キーを暗号化します。新しい

VEK を格納するのにウォレットにアクセスする必要があるため、ウォレット・パスワードが求

められます。 

生成されたキーは、前に acfsutil encr init コマンドで構成されたキー・ストアに格

納されます。  

-a algorithm アルゴリズムを指定します。Advanced Encryption Standard(AES)がこのリリース

でサポートされる唯一の暗号化です。 

-k key_length path で指定されたディレクトリまたはファイルのキー長を指定します。  

このコマンドは、セキュリティ・レルム保護されたファイルでは実行できません。 

-aおよび-kのデフォルト値はacfsutil encr setが実行したときに指定したボリューム・パラメータにより決定されます。  

pathオプションは、読取り-書込みスナップショット内のファイルまたはディレクトリへのパスを指定できます。rootディレクトリ上で-r

オプションがコマンドで指定されている場合、コマンドは.ACFSディレクトリ下でスナップショットを横断しません。キー更新操作が

ファイル・システムのレベルで指定されている場合、その操作では、.ACFS/snaps/ディレクトリ内のスナップショットのファイルとディ

レクトリを処理しません。  
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Oracle Key Vaultがファイル・システムのキー・ストアである場合、-vオプションを使用して新しいボリューム・キーを生成する際

に、Oracle Key Vaultホーム環境変数(OKV_HOME)を設定する必要があります。クライアントがOracle Key Vaultでパス

ワードを使用するように構成されている場合、求められたら同じパスワードを入力する必要があります。  

 

関連項目: 

Oracle Key Vaultの詳細は、『Oracle Key Vault管理者ガイド』を参照してください。  

rootまたはシステム管理者権限を持つユーザーのみが-vオプションを指定してこのコマンドを実行できます。ファイルの所有者も

-fオプションを指定してこのコマンドを実行して、ディレクトリまたはファイルの暗号化のキーを更新できます。  

例 

次に、acfsutil encr rekeyの使用例を示します。 

例16-82 acfsutil encr rekeyコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil encr rekey -m /acfsmounts/acfs1 -v 

# /sbin/acfsutil encr rekey -m /acfsmounts/acfs1 -f 

                            -r /acfsmounts/acfs1/myfiles

acfsutil encr set 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムの暗号化パラメータを設定または変更します。 

構文および説明 

acfsutil encr set -h 

acfsutil encr set [ [-a {AES} -k {128|192|256}] [-e] | -u ] -m mount_point 

acfsutil encr set -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-87に、acfsutil encr setコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-87 acfsutil encr setコマンドのオプション 

オプション 説明 

-a algorithm アルゴリズムを指定します。Advanced Encryption Standard(AES)がデフォルト値

で、このリリースでサポートされる唯一の暗号化です。-k を指定した場合、アルゴリズム

を指定する必要があります。  

-k {128|192|256}  キー長を指定します。キー長はボリューム・レベルで設定されます。デフォルトは 192 で

す。-a を指定した場合は指定する必要があります。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=OKVAG10489
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オプション 説明 

-e Oracle Key Vault をキー・ストアとして使用するように指定します。 

-u 暗号化を取り消します。このコマンドは、ファイル・システムのすべての暗号化されたファイ

ルを復号化し、acfsutil encr set がファイル・システムで実行する前の状態にファイ

ル・システムを戻します。セキュリティが使用されている場合、このコマンドはセキュリティが

取り消された後にのみ実行できます。セキュリティを削除するには、「acfsutil sec 

prepare」を参照してください。  

-m mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil encr setコマンドを実行するには、先にacfsutil encr initコマンドを実行する必要があります。  

acfsutil encr setコマンドはファイル・システム用の暗号化パラメータを構成し、ボリューム暗号化キーを透過的に生成し、

acfsutil encr initコマンドで構成済のキー・ストアに生成したキーを格納します。  

監査がクラスタで初期化された場合、このコマンドによって、ファイル・システム上のOracle ACFS暗号化の監査ソースも有効

化されます。この監査ソースを有効にしたときに実行されるアクションは、acfsutil audit enableコマンドを直接実行したとき

に行われるアクションと同じです。詳細は、「acfsutil audit enable」を参照してください。  

さらに、acfsutil encr setはmount_point/.Security/encryption/logs/ディレクトリを作成し、これには監査および診

断データを収集するログ・ファイル(encr-hostname_fsid.log)が含まれます。  

キーの格納時のパスワードの要求は、暗号化キー・ストレージの構成方法によって異なります。-pがacfsutil encr initととも

に指定された場合、このコマンドの実行にはパスワードが必要です。  

-eオプションを使用してOracle Key Vaultをキー・ストアとして指定する前に、まずOracle Key Vaultを構成する必要があり

ます。Oracle Key Vaultをファイル・システムのキー・ストアとして選択する場合、-eオプションを指定してコマンドを実行する際

に、Oracle Key Vaultホーム環境変数(OKV_HOME)を設定する必要があります。クライアントがOracle Key Vaultでパス

ワードを使用するように構成されている場合、求められたら同じパスワードを入力する必要があります。  

 

関連項目: 

Oracle Key Vaultの構成の詳細は、『Oracle Key Vault管理者ガイド』を参照してください。  

スナップショットがファイル・システムに存在する場合、acfsutil encr set –uコマンドを使用できません。  

rootまたはシステム管理者権限を持つユーザーのみがacfsutil encr setコマンドを実行できます。  

例 

次に、acfsutil encr setコマンドの使用例を示します。 

例16-83 acfsutil encr setコマンドの使用方法 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=OKVAG10489
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# /sbin/acfsutil encr set -a AES -k 256 -m /acfsmounts/acfs1

acfsutil keystore migrate 

目的 

暗号化キーストアを移行します。 

構文および説明 

acfsutil keystore migrate -h 

acfsutil keystore migrate [-p ] 

acfsutil keystore migrate -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-83に、acfsutil keystore migrateコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-88 acfsutil keystore migrateコマンドのオプション 

オプション 説明 

-p 暗号化キーストアを、SSO ウォレットから PKCS ウォレットに変換します。 

-pオプションを指定した場合、acfsutil keystore migrateは、SSOウォレットをPKCSウォレットに変換します。-pオプションを

指定しない場合、acfsutil keystore migrateは、PKCSウォレットをSSOウォレットに変換します。  

rootまたはシステム管理者権限を持つユーザーのみがこのコマンドを実行できます。 

例 

次に、acfsutil keystore migrateコマンドの使用例を示します。 

例16-84 acfsutil keystore migrateコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil keystore migrate
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スナップショット用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Oracle ACFSスナップショットの管理用コマンドの概要を示します。 

表16-89に、Oracle ACFSスナップショット・コマンドと簡単な説明を示します。Oracle ACFSスナップショットの概要について

は、「Oracle ACFSスナップショットについて」を参照してください。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。 

表16-89 Oracle ACFSスナップショット用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsutil snap convert 既存のスナップショットのタイプを変換します。 

acfsutil snap create Oracle ACFS ファイル・システムまたは既存のスナップショットのスナップショット

を作成します。 

acfsutil snap delete Oracle ACFS ファイル・システムのスナップショットを削除します。 

acfsutil snap duplicate apply 複製スナップショットまたはファイル・システムを更新します。 

acfsutil snap duplicate create 既存のスナップショットの複製を作成します。 

acfsutil snap info Oracle ACFS ファイル・システム・スナップショットについての情報を表示しま

す。 

acfsutil snap link スナップショット・リンクを作成または削除します。 

acfsutil snap quota 指定されたスナップショットの割当て制限を設定します。 

acfsutil snap remaster 指定されたスナップショットでファイル・システムを再マスタリングします。 

acfsutil snap rename スナップショットの名前を変更します。 

acfsutil snap convert 

目的 

読取り専用から読取り-書込みに、または読取り-書込みから読取り専用に、既存のスナップショット・イメージのタイプを変換しま

す。 

構文および説明 
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acfsutil snap convert -h 

acfsutil snap convert [-r|-w] snap_shot mount_point 

acfsutil snap convert -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil snap convertコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-90 acfsutil snap convertコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r スナップショットを読取り専用のスナップショットに変換します。 

-w スナップショットを読取り-書込みのスナップショットに変換します。 

snap_shot 変換するスナップショットの名前を指定します。 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil snap convertは、読取り専用のスナップショット・イメージから読取り-書込みのスナップショット・イメージに、または読

取り-書込みのスナップショット・イメージから読取り専用のスナップショット・イメージに、既存のスナップショット・イメージのタイプを

変換します。  

タイプ・オプション(-rまたは-w)は、変換操作に必要です。既存のスナップショット・イメージのタイプに一致するタイプ・パラメータを

指定すると、変換は行われず、失敗しません。11.2の読取り専用のスナップショット・イメージは読取り-書込みのスナップショッ

ト・イメージに変換できますが、この変換によって、Oracle ACFSのディスク上の構造のバージョンが更新されます。Oracle 

ACFSのディスク上の構造のバージョンが更新されると、更新されたバージョンは以前のOracle ACFS 11.2バージョンとは互換

性がありません。  

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-85に、acfsutil snap convertコマンドの使用方法を示します。 

例16-85 acfsutil snap convertコマンドの使用方法 

$ acfsutil snap convert -w midday_test1 /acfsmounts/critical_apps 

$ acfsutil snap convert -r midday_test2 /acfsmounts/critical_apps

acfsutil snap create 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムまたは既存のスナップショットの、読取り専用または読取り-書込みスナップショットを作成します。 

構文および説明 
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acfsutil snap create -h 

acfsutil snap create [-r|-w] [-p parent_snap_shot] snap_shot mount_point 

acfsutil snap create -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil snap createコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-91 acfsutil snap createコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r 読取り専用スナップショットを作成します。これがデフォルトの設定です。 

-w 読取り-書込みスナップショットを作成します。 

snap_shot スナップショットの名前を指定します。指定された名前は、ホスト・オペレーティング・シス

テム固有の、ディレクトリのネーミング規則に従う必要があります。.ACFS/snaps ディレク

トリ自体はスナップできません。  

-p parent_snap_shot Oracle ACFS ファイル・システム内の既存のスナップショット・イメージの名前を指定し

ます。 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil snap createは、mount_pointにマウントされているOracle ACFSファイル・システムの読取り専用または読取り-

書込みスナップショットを作成するか、-pオプションが指定されている場合は既存のスナップショットのスナップショットを作成します。

読取り専用には-rを、読取り-書込みには-wを指定できます。-rと-wのどちらも指定しなければ、読取り専用がデフォルトで指

定されます。  

読取り-書込みスナップショットでは、イメージスナップショット画像をホストしているOracle ACFSファイル・システムの状態に影響

を与えずに、読取りと書込みの両方が可能なOracle ACFSスナップショット画像を高速で作成できます。読取り-書込み機能

は、アプリケーション・ソフトウェアの新しいバージョンをテストするために、または元のファイル・システムを変更せずに本番ファイル・

データ上でテスト・シナリオを実行するために使用できます。 

スナップショットの作成操作中に、ソース・ファイル・システムまたはスナップショット内の複製データが新規スナップショットにコピーさ

れます。作成操作では、acfsutil snap duplicate apply操作によって最終更新が実行されたファイル・システムまたはス

ナップショットのコピーを作成します。この更新後のファイル・システムまたはスナップショットは、適用ターゲットと呼ばれます。適用

ターゲットに書き込まれるデータは、acfsutil snap duplicate create操作のスナップショット複製ストリームから取得されま

す。適用ターゲットには、ターゲットを更新したストリームを識別するメタデータが含まれます。このメタデータにより、適用ターゲット

に対するその後のacfsutil snap duplicate apply操作には、ターゲットを更新した前のストリームの終点と一致する起点が

必ず存在します。  

スナップショットは、別のファイル・システムではありません。スナップショットは.ACFS/snaps/snapshot ディレクトリに格納され、ス

ナップショット・コマンドが発行された時点での最初のファイル・システムの完全なレプリカです。読取り専用スナップショットは、最
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初のpoint-in-timeビューの保持を継続します。読取り-書込みスナップショットは、.ACFS/snaps/snapshot階層内のファイル

に直接書き込まれる更新によって変更できます。  

シンボリック・リンク(symlink)ファイルは、symlinkが作成される時点で指定されるパスへのポインタです。acfsutil snap 

createコマンドのソースにある既存のsymlinkの場合、新しいリンクがスナップショットに作成されます。ただし、symlinkターゲッ

トへのストアド・パスは、スナップ作成中に変更されません。リンクのターゲットとして絶対パスが使用される場合、スナップショットの

リンク・ターゲットは、新しく作成されたスナップショット・ネームスペースの外部の絶対パスを参照したままです。スナップショット

symlinkによって、今後、スナップショット・ネームスペース内の新しいターゲットではなく、ターゲット・ファイルへの変更が発生する

ことがあります。スナップショットの外部で、ターゲット・ファイルの内容も変更できます。この動作により、同じファイル・システム内に

あるすべてのsymlinkに対して、相対パス・ターゲットを使用する必要があります。  

どのユーザーでも、パス名を指定することでスナップショットディレクトリにアクセスできます。ただし、.ACFSディレクトリ自体は、ファイ

ル・システムのルートを一覧表示しているディレクトリから非表示になります。これでrm -rfまたはacfsutil tag set -rなどの再

帰的なコマンドが、ファイル・システムのルートのスナップショットファイル上で誤って操作されることを防止します。  

スナップショットは通常、ファイルが変更されるまでは元のファイル・システムとファイル・システム・ブロックを共有するため、使用する

記憶域が当初は非常に少なくてすみます。  

duなどのツールにより、スナップショットを作成したファイルのディスク領域の合計使用量が報告されます。これには、ファイルの元の

バージョンと共有される記憶域も含まれます。スナップショットに使用される合計領域を確認するには、acfsutil snap infoま

たはacfsutil info fsコマンドを使用します。  

Oracle ACFSスナップショットは、作成後すぐに使用可能になります。スナップショットは、元のファイル・システムがマウントされる

と、.ACFS/snapsディレクトリで常にオンラインになります。それらをマウントするために個別のコマンドは必要ありません。  

クラスタがローリング移行状態にある場合、acfsutil snap createの操作は失敗します。  

次のものがある場合、既存のスナップショットからの作成は許可されません。 

 ADVM互換性を12.1未満に設定して作成されたファイル・システム内に存在するスナップショット  

 ADVM互換性を12.1に設定した後でも、11.2のスナップショットが存在しているときに作成されたファイル・システムのス

ナップショット  

 上記の状態のスナップショット削除クリーンアップ操作が、バックグラウンドでまだ実行中である 

acfsutil snap infoコマンドで、保留中のスナップショット操作を表示できます。  

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-86に、Linuxプラットフォーム上でスナップショットを作成するためのacfsutil snap createコマンドの使用方法を示しま

す。 

例16-86 Linuxでのacfsutil snap createコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap create -w midday_test1 /acfsmounts/critical_apps 

$ /sbin/acfsutil snap create -w midday_test2 /acfsmounts/critical_apps 

$ /sbin/acfsutil snap create payroll_report1 /acfsmounts/critical_apps 
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$ /sbin/acfsutil snap create payroll_report2 /acfsmounts/critical_apps 

$ ls /acfsmounts/critical_apps/.ACFS/snaps 

midday_test1  midday_test2  payroll_report1  payroll_report2

例16-87に、Windowsプラットフォーム上でスナップショットを作成するためのacfsutil snap createコマンドの使用方法を

示します。この例では、既存のスナップショットからのスナップショットの作成を示します。 

例16-87 Windowsでのacfsutil snap createコマンドの使用方法 

C:\oracle> acfsutil snap create /w snap_1 e: 

C:\oracle> acfsutil snap create /w snap_1-1 /p snap_1 e:

 

関連項目: 

 Oracle ACFSスナップショットの詳細は、「Oracle ACFSスナップショットについて」  

 サポートされているスナップショット数の詳細は、「Oracle ACFSディスク領域使用量」  

 保留中のスナップショット操作の表示については、「acfsutil snap info」  

 スナップショットに使用される領域の詳細は、「acfsutil info fs」  

 acfsutil snap duplicate applyコマンドとacfsutil snap duplicate createコマンドの詳細は、「スナップショッ

ト用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」  

acfsutil snap delete 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのスナップショットを削除します。 

構文および説明 

acfsutil -h snap delete 

acfsutil snap delete snapshot mount_point 

acfsutil -h snap deleteは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-92に、acfsutil snap deleteコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-92 acfsutil snap deleteコマンドのオプション 

オプション 説明 

snapshot スナップショットの名前を指定します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil snap deleteは、mount_pointにマウントされているOracle ACFSにあるsnapshotというスナップショットを削除しま

す。コマンドが正常に完了したら、.ACFS/snapsディレクトリ内のスナップショットの表示が削除されます。このコマンドは、オープ
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ン・ファイルまたはディレクトリ参照があっても成功します。ただし、そのような参照がすべて閉じるまで、スナップショットに関連付け

られているストレージは解放されません。  

削除されるスナップショットで使用されているディスク容量は、acfsutil snap deleteコマンドの完了後またはスナップショットで

のファイルの最後のクローズ後にバックグラウンド・タスクによって解放されます。削除されたスナップショットのクリーンアップのためこ

れらのバックグラウンド・スレッドが実行中の場合、acfsutil snap infoコマンドが削除操作の保留を表示します。acfsutil 

snap infoコマンドの詳細は、「acfsutil snap info」を参照してください。  

クラスタがローリング移行状態にある場合、acfsutil snap deleteの操作は失敗します。  

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-88に、acfsutil snap deleteコマンドの使用を示します。 

例16-88 acfsutil snap deleteの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap delete midday_test1 /acfsmounts/critical_apps 

acfsutil snap delete: Snapshot operation is complete.

acfsutil snap duplicate apply 

目的 

以前に作成された複製スナップショットをOracle ACFSスナップショットまたはファイル・システムに適用します。 

構文および説明 

acfsutil snap duplicate apply -h 

acfsutil snap duplicate apply [-b | -B snap_shot] [-d trace_level] [snap_shot] mount_point 

acfsutil snap duplicate apply -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil snap duplicate applyコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-93 acfsutil snap duplicate applyコマンドのオプション 

オプション 説明 

-b コマンドが正常に完了した後に、バックアップ・スナップショットが生成されることを指定し

ます。バックアップの名前は、このトピックの本文で説明されている

SDBACKUP_seccnt_sourcesnap_targetsnap 形式で生成されます。  

—B snap_shot コマンドが正常に完了した後に、指定した名前のバックアップ・スナップショットが生成さ

れることを指定します。 

-d trace_level コマンド実行に対するトレース・レベル設定[0..6]を指定します。 
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オプション 説明 

snap_shot そのファイル・システムの指定されたスナップショットがターゲットであることを指定します。

指定されたスナップショットは、既存の書込み可能なスナップショットである必要がありま

す。snap_shot を指定しない場合、適用操作のターゲットはマウント・ポイントに現在

マウントされているファイル・システムです。  

mount_point 複製スナップショットが適用されるディレクトリを指定します。 

acfsutil snap duplicate applyコマンドは、acfsutil snap duplicate createによって生成されたスナップショット複製

ストリームを使用して指定されたターゲットのファイル・システムまたはスナップショットを更新します。データのストリームは、標準入

力から読み込まれます。  

ターゲットに対してacfsutil snap duplicate apply操作が適用されたことがない場合は、今回が初めての適用となるため、

最初、ターゲットは空であるはずです。ターゲットが前の適用操作で適用されている場合、今回は増分適用であるため、ター

ゲットの初期コンテンツはスナップショット複製ストリームの生成に使用された古いスナップショットのコンテンツと一致する必要があ

ります。  

ターゲットのコンテンツがストリームの古いスナップショットと一致しない場合、このコマンドはエラーを戻し、ストリームは適用されま

せん。適用操作の処理中に他の方法でターゲットを更新しないでください。別の更新が発生すると、このコマンドはエラーを戻し、

スナップショット複製ストリームの適用を中止します。適用されるデータ・ストリームが指定したターゲットに適用された最後のデー

タ・ストリームと同一である場合、このコマンドはターゲットに何も書き込まず、ステータス値2で終了します。  

-bオプションまたは—Bオプションを指定すると、適用操作による更新の完了後にターゲットのバックアップ・スナップショットが取得さ

れます。適用操作用に取得されたスナップショットは、次の適用操作の完了時に自動的に削除されるため、存在するスナップ

ショットは最後に完了した適用操作のものです。バックアップ・スナップショットにより、最後に成功した適用操作のターゲットの既

知で整合性のあるバージョンと、acfsutil snap duplicate apply操作で行われた処理中の変更を識別するための比較ポ

イントが提供されます。  

—Bオプションを使用して名前が指定されなかった場合、バックアップ・スナップショットの名前はSDBACKUP_seccnt_sourcesnap

またはSDBACKUP_seccnt_sourcesnap_targetsnapの形式になります。この名前の文字列で、seccntはローカル・タイムスタ

ンプ(UNIXエポック以降の秒数)で、バックアップ・スナップショットによってターゲットが取得された時点を示します。sourcesnap

は、最後に完了したacfsutil snap duplicate apply操作によって適用されたソース・ファイル・システムのスナップショットを

示します。targetsnapがある場合は、最後に完了したacfsutil snap duplicate apply操作によって更新されたターゲッ

ト・ファイル・システムでのスナップショット名を示します。  

このコマンドを使用するには、システム管理者(root)権限が必要です。  

acfsutil snap duplicate applyコマンドは、成功時は終了ステータス0、致命的エラーが発生した場合は1、読み取られた

データ・ストリームが指定のターゲットに適用された最後のデータ・ストリームと一致する場合は2をそれぞれ生成します。  

スナップショット情報の表示の詳細は、「acfsutil snap info」を参照してください。  

例 
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例16-89に、acfsutil snap duplicate applyコマンドの使用方法を示します。このコマンドでは、標準入力からバイナリ・

データ・ストリームを読み取ると想定しているため、このコマンドは通常、例に示すようにパイプラインでacfsutil snap 

duplicate createコマンドとともに使用します。 

例16-89 acfsutil snap duplicate applyコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap duplicate create new_snapshot_name /acfsmounts/critical_apps | \ 

      /sbin/acfsutil snap duplicate apply /acfsmounts/ca_backups

acfsutil snap duplicate create 

目的 

既存のスナップショットの複製スナップショットを作成します。 

構文および説明 

acfsutil snap duplicate create -h 

acfsutil snap duplicate create [-r] [-d trace_level] [-p parent_snapshot] 

                               [-i old_snapshot] new_snapshot mount_point 

acfsutil snap duplicate create -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-94に、acfsutil snap duplicate createコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-94 acfsutil snap duplicate createコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r スナップ複製ストリームを再開ストリームとしてマークすることを指定します。このオプション

は、指定したストリームの作成および適用を 2 回目以降に試行する際に使用するため

のものです。このオプションは、前の試行が途中終了した場合に必要になることがありま

す。 

-d trace_level コマンド実行に対するトレース・レベル設定[0..6]を指定します。 

-p parent_snapshot old_snapshot と new_snapshot の両方が子である親のスナップショット・イメージの名

前を指定します。  

このオプションにより、両方のスナップショットが同じスナップショットの子(スナップのスナッ

プ)であると保証されます。—p オプションを指定しない場合、new_snapshot が

old_snapshot の子であるか、あるいは、2 つのスナップショットが指定したマウント・ポイ

ントにあるベース・ファイル・システムのスナップショットである必要があります。  

—i old_snapshot 既存のスナップショットの名前を指定します。 
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オプション 説明 

new_snapshot 新しいスナップショットの名前を指定します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。これは、スナップショット

が取得されたファイル・システムのマウント・ポイントです。 

acfsutil snap duplicate createコマンドは、互換性のあるスナップショットの別のインスタンスを作成するためにsnap 

duplicate applyで使用するのに適した形式でスナップショット関連データを外部化します。この外部化されたデータは、スナッ

プショット複製ストリームと呼ばれます。  

新しいスナップショット名のみを指定した場合、このコマンドは、指定されたスナップショットのコンテンツ全体(空のスナップショットと

このスナップショットの差異)をエンコードします。これは、初回スナップ複製操作です。  

古いスナップショット名と新しいスナップショット名の両方を指定した場合、このコマンドは、2つのスナップショットの差異のみをエン

コードします。これは、増分スナップ複製操作です。  

いずれの場合も、このコマンドは、スナップショット複製ストリームを標準出力に書き込みます。  

このコマンドを使用するには、システム管理者(root)権限が必要です。  

acfsutil snap duplicate createコマンドは、成功時は終了ステータス0を、致命的エラーが発生した場合は1を生成します。  

スナップショット情報の表示の詳細は、「acfsutil snap info」を参照してください。  

例 

例16-90に、acfsutil snap duplicate createコマンドの使用方法を示します。このコマンドはバイナリ・データ・ストリームを

標準出力に書き込むため、このコマンドは通常、例に示すようにパイプラインでacfsutil snap duplicate applyコマンドとと

もに使用されます。 

例16-90 acfsutil snap duplicate createコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap duplicate create new_snapshot_name /acfsmounts/critical_apps | \ 

      /sbin/acfsutil snap duplicate apply /acfsmounts/ca_backups

acfsutil snap info 

目的 

Oracle ACFSファイル・システム・スナップショットについての情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil snap info -h 

acfsutil snap info [-t] [snap_shot] mount_point 

acfsutil snap info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  
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次の表に、acfsutil snap infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-95 acfsutil snap infoコマンドのオプション 

オプション 説明 

-t 指定したスナップショットおよびマウント・ポイントのツリー構造を表示します。 

snap_shot スナップショットの名前を指定します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil snap infoコマンドは、指定されたOracle ACFSファイル・システム内の個別に指定されたスナップショットまたはすべ

てのスナップショットに関する情報を表示します。  

スナップショット名、スナップショット・タイプ、親の名前、作成日時および使用済領域が表示されます。スナップショットが既存のス

ナップショットから作成された場合、親の名前は、マウント・ポイントまたは親スナップショットのいずれかです。 

スナップショットのタイプは、次の1つ以上の文字列によって示されます。関連する文字列は同じ行に表示されます。 

 RO - スナップショットは読取り専用です  

 RW - スナップショットは読取り/書込み  

 Primary - スナップショットはレプリケーションのプライマリ記憶域の場所  

 Standby - スナップショットはレプリケーション用のスタンバイ記憶域の場所  

 REPL - スナップショットはレプリケーションで使用される内部スナップショット  

 DUP - スナップショットまたはその親はsnap duplicate applyのターゲット  

文字列REPLの外観は、スナップショットがレプリケーションのプライマリかスタンバイかは関係ありません。この文字列は、スナップ

ショットがそれ自体の内部で使用するためにレプリケーションで作成されたスナップショットである場合のみ表示されます。  

次の条件のいずれかがtrueの場合、文字列DUPが表示されます。  

 スナップショットは適用操作のターゲットとして使用中です。 

 スナップショットの親は、スナップショットが作成された時点で適用操作のターゲットとして使用されていました。 

snapshot space usage量には、スナップショットのメタデータが含まれます。すべてのファイルがスナップショットから削除される場

合、いくつかのメタデータはそのまま残り、その量はacfsutil snap infoで表示されます。  

アクセラレータ・ボリュームを使用する場合、レポートされるsnapshot space usage量に、アクセラレータ・ボリュームで使用されて

いる領域を含めることができます。  

スナップショットによって使用されているディスク領域を再利用するには、スナップショットを削除します。スナップショット内のファイル

を削除しても、このディスク領域が再利用されないことがあります。 

acfsutil snap infoコマンドは、次のように、削除処理中のスナップショットの状態を示します。  

 ファイルのクローズを待機している場合: 
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snapshot_name (delete waiting for last close) 

 バックグラウンドでスナップショットのストレージを解放している場合: 

snapshot_name (delete in progress) 

Oracle ACFSはスナップショットの記憶域使用状況統計をキャッシュし、非同期で更新します。Oracle ASMインスタンスが終

了した場合、マシンへの電源供給が遮断された場合、またはOracle ACFSファイル・システムがなんらかの理由でオフラインに

なった場合、これらのキャッシュされた更新内容は失われる場合があります。失われた場合、acfsutil snap infoの実行時に

Reported snapshot space usage is inaccurateと似たメッセージが表示されます。  

例 

例16-91に、Linuxプラットフォームでのacfsutil snap infoコマンドの使用方法を示します。コマンド出力には、読取り専用

(RO)スナップショット、読取り-書込み(RW)スナップショット(割当て情報とともに)、delete waiting for last close状態の

スナップショットおよびdelete in progress状態のスナップショットに関する情報が示されています。スナップショットに対する削除

操作が完了し、バックグラウンド・プロセスで削除済スナップショットのクリーンアップが終了すると、削除操作に関するメッセージは

出力に表示されません。 

例16-91 Linuxでのacfsutil snap infoコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap info /acfsmounts/critical_apps/ 

snapshot name:               midday_test (delete waiting for last close) 

snapshot creation time:      Tue Apr  5 10:52:55 2016 

snapshot name:               payroll_report1 

snapshot location:           /acfsmounts/critical_apps/.ACFS/snaps/payroll_report1 

RO snapshot or RW snapshot:  RW 

parent name:                 /acfsmounts/critical_apps/ 

snapshot creation time:      Tue Apr  5 10:52:59 2016 

storage added to snapshot:   95514624   (  91.09 MB ) 

quota:                       104857600  ( 100.00 MB ) 

quota usage:                 91 % 

snapshot name:               midday_test2 (delete in progress) 

snapshot creation time:      Mon Apr 11 11:40:13 2016 

snapshot name:               payroll_report2 

snapshot location:           /acfsmounts/critical_apps/.ACFS/snaps/payroll_report2 

RO snapshot or RW snapshot:  RO 

parent name:                 midday_test2 

snapshot creation time:      Mon Apr 11 12:05:42 2016 

storage added to snapshot:   1081344   (   1.03 MB ) 

    number of snapshots:  3 (active) 

                          1 (delete in progress) 

        snapshot space usage: 102084608  (  97.36 MB ) 

$ /sbin/acfsutil snap info -t /acfsmounts/critical_apps 

/acfsmounts/critical_apps RW     

midday_test               RW    /acfsmounts/critical_apps 

payroll_report1           RW    /acfsmounts/critical_apps 

midday_test2              RW    /acfsmounts/critical_apps 

payroll_report2           RO    midday_test2  

$ /sbin/acfsutil snap info -t midday_test2 /acfsmounts/critical_apps 

midday_test2              RW     

payroll_report2           RO    midday_test2 
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acfsutil snap link 

目的 

スナップショット・リンクを作成または削除します。 

構文および説明 

acfsutil snap link -h 

acfsutil snap link -s snap_shot path_to_link 

acfsutil snap link -s snap_shot -d path_to_link 

acfsutil snap link -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil snap linkコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-96 acfsutil snap linkコマンドのオプション 

オプション 説明 

—s snap_shot Oracle ACFS ファイル・システム内の Oracle ACFS スナップショットの名前を指定し

ます。 

-d  指定したスナップショット・リンクを削除します。 

path_to_link Oracle ACFS ファイル・システムのディレクトリを指定します。 

acfsutil snap linkコマンドを使用して、スナップショット・リンクを作成または削除できます。スナップショット・リンクは、スナップ

ショットが作成されるデフォルトの場所である.ACFS/snapsディレクトリを含まない代替パスを使用して、スナップショットのコンテン

ツへのアクセスを提供します。  

スナップショット・リンクは、1つのスナップショットに対して1つのスナップショット・リンクのみが存在できることを要求する特殊なハー

ド・リンクです。スナップショット・リンクは、別のスナップショット内ではなく、プライマリ・ファイル・システム内にのみ作成できます。ス

ナップショット・リンクの名前またはロケーションを変更するために、スナップショット・リンクを再作成できます。スナップショット・リンク

に指定する名前は、リンク先のスナップショットの名前と同じである必要はありません。スナップショット・リンクは、ディスクの変更に

必要であり、COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性は18.0以上に設定されている必要があります。スナップショット・リンクの

作成および削除は、acfsutil snap linkコマンドを使用してのみ実行できます。リンクの移動または削除は、オペレーティング・

システムの標準コマンドを使用して行うことはできません。  

acfsutil snap infoコマンドで、スナップショット・リンクに関する情報を表示できます。acfsutil snap info snap_shotを使

用して、指定したスナップショットにリンクがあるかどうかを判別できます。  

例 

次に、acfsutil snap linkコマンドの使用例を示します。新しいスナップショットが作成された後に、新しいスナップショットのリン

クが作成されます。 
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例16-92 acfsutil snap linkコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap create -w snap1 /usmmnt   

acfsutil snap create: Snapshot operation is complete. 

$ /sbin/acfsutil snap link -s snap1 /usmmnt/dir1/link 

acfsutil snap link: Snapshot operation is complete. 

$ /sbin/acfsutil snap info /usmmnt 

snapshot name:               snap1 

snapshot location:           /usmmnt/.ACFS/snaps/snap1 

snapshot link:               /usmmnt/dir1/link 

RO snapshot or RW snapshot:  RW 

parent name:                 /usmmnt 

...

acfsutil snap quota 

目的 

指定されたスナップショットの割当て制限を設定します。 

構文および説明 

acfsutil -h snap quota 

acfsutil snap quota [+|-]n[K|M|G|T|P] snapshot mount_point 

acfsutil —h snap quotaは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil snap quotaコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-97 acfsutil snap quotaコマンドのオプション 

オプション 説明 

[+|-]n 

K|M|G|T|P 

Oracle ACFS スナップショットの割当て制限サイズを指定します(n は、ゼロより大きい

有効な正の整数です)。数値の前には、追加または削減する量を示すために、+または

-を付けることができます。オペランドが指定されていなければ、新しいサイズは絶対サイ

ズです。  

サイズに指定された整数の単位が K(KB)、M(MB)、G(GB)、T(TB)または P(PB)の

いずれであるかを指定します。単位インジケータを指定する場合は、整数の後に付ける

必要があります。省略した場合、デフォルトの単位はバイトです。  

snapshot スナップショットの名前を指定します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。  

acfsutil snap quotaコマンドは、指定されたOracle ACFSファイル・システムの指定されたスナップショットに割当て制限を設

定します。  

ファイル・システムはサイズ変更(自動的にサイズ変更)できるため、割当て制限はファイル・システムのサイズより大きくなることが
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あります。  

指定した割当て制限によって領域は予約されません。割当て制限は、スナップショットに追加できるストレージの量に対する上

限の設定のみ行います。 

ADVM互換性(COMPATIBLE.ADVM)が12.2以上に設定された後に作成されたスナップショットのみ、ストレージにトラッキングが

考慮され、割当て制限の設定機能を持っています。  

スナップショットは、読取り-書込み(RW)から読取り専用(RO)へ、またその逆の変換ができます。RWスナップショットとROスナッ

プショットのどちらも割当て制限を設定できます。 

割当て制限の使用には、猶予期間および高度な警告があります。警告メッセージは、リクエストしたストレージ割当てによって

ローカル・ストレージの使用量が割当て制限の90%近くになるか上回る場合、アラート・ログとコンソールの両方に出力されます。

割当てが割当て制限を上回る場合、書込みなどの変更操作はEDQUOTとして失敗するか、割当て制限がファイル・システムのサ

イズより大きい値に設定されているかどうかによってはENOSPCとして失敗することもあります。  

このコマンドを使用するには、システム管理者(root)権限が必要です。  

acfsutil snap infoコマンドを使用すると、割当て制限や割当て制限使用率などのスナップショット情報を表示できます。

acfsutil snap infoの詳細は、「acfsutil snap info」を参照してください。  

例 

次に、acfsutil snap quotaコマンドの使用例を示します。 

例16-93 acfsutil snap quotaコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap quota +500M snap_test /acfsmounts/acfs1

acfsutil snap remaster 

目的 

スナップショットでOracle ACFSファイル・システムを再マスタリングします。 

構文および説明 

acfsutil snap remaster -h 

acfsutil snap remaster { snapshot | -c } -f volume 

acfsutil snap remaster -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-98に、acfsutil snap remasterコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-98 acfsutil snap remasterコマンドのオプション 

オプション 説明 

-c 中断された再マスタリング操作を続行します。コマンドが開始されると、再マスタリングは
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オプション 説明 

完了するまで実行する必要があります。 

—f 操作を強制し、プロンプトを表示しません。 

snapshot 既存のスナップショットの名前を指定します。 

volume ファイル・システムのプライマリ Oracle ADVM ボリューム・デバイス・パスを指定します。 

このコマンドは、スナップショット名または—cオプションを受け入れます。  

指定したスナップショットはファイル・システムのベースに使用され、ファイル・システムの現在のベースに置き換わります。既存の読

取り専用または読取り-書込みのスナップショットを使用すると、コマンドは、スナップショット・エクステントを現行ファイル・システム

のベースに再統合し、スナップショットのポイント・イン・タイム状態で再マスタリングされた新しいファイル・システムを作成します。

再マスタリングされたファイル・システムには、スナップショットがありません。この操作は、アンマウントされたファイル・システムで実行

する必要があり、元に戻すことができません。 

スナップショット名ではなく-cオプションを使用して、中断されたスナップショットの再マスタリングを完了します。  

レプリケーション、セキュリティまたは暗号化が実行中のファイル・システムの再マスタリングはできません。レプリケーション、セキュリ

ティまたは暗号化を終了してから、acfsutil snap remasterコマンドを実行する必要があります。また、プラグインが有効に

なっているファイル・システムも再マスタリングできません。  

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-94に、acfsutil snap remasterコマンドの使用方法を示します。 

例16-94 acfsutil snap remasterコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap remaster snapshot volume

acfsutil snap rename 

目的 

Oracle ACFSスナップショットの名前を変更します。 

構文および説明 

acfsutil snap rename -h 

acfsutil snap rename old_snapshot new_snapshot mount_point 

acfsutil snap rename -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-99に、acfsutil snap duplicate createコマンドで使用可能なオプションを示します。 
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表16-99 acfsutil snap renameコマンドのオプション 

オプション 説明 

old_snapshot 既存のスナップショットの名前を指定します。 

new_snapshot 新しいスナップショットの名前を指定します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil snap renameコマンドは、ファイルシステムに既存するスナップショットの名前を安全に変更するために使用します。  

オープン・ファイルがあるスナップショットの名前を変更することは可能ですが、そのスナップショットのファイルにアクセスしているアプリ

ケーションは、親ディレクトリのいずれかの名前が変更された非スナップ・ディレクトリ・ツリーでの動作と同じ動作をとります。  

プラガブル・データベース(PDB)とともに使用されるスナップショットの名前変更は、現時点でサポートされていません。このような

スナップショットの名前を変更しないでください。  

レプリケーション固有のスナップショットは、レプリケーションで複雑な事態および不整合を招く可能性があるため、名前を変更で

きません。 

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

スナップショット情報の表示の詳細は、「acfsutil snap info」を参照してください。  

例 

例16-95に、acfsutil snap renameコマンドの使用方法を示します。 

例16-95 acfsutil snap renameコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil snap rename old_snapshot_name new_snapshot_name /acfsmounts/critical_apps
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圧縮用のOracle ACFSコマンドライン・ツール 

このトピックでは、Oracle ACFS圧縮の管理用コマンドの概要を示します。 

表16-100に、Oracle ACFS圧縮コマンドと簡単な説明を示します。Oracle ACFS圧縮の概要は、「Oracle ACFS圧縮」

を参照してください。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。 

表16-100 Oracle ACFS圧縮用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsutil compress copy ディレクトリ内のファイル(1 つまたは複数)をコピーして圧縮します。 

acfsutil compress info ファイルの圧縮情報を表示します。 

acfsutil compress off Oracle ACFS ファイル圧縮を有効にします。 

acfsutil compress on Oracle ACFS ファイル圧縮を無効にします。 

acfsutil compress copy 

目的 

ファイルを圧縮およびコピーします。 

構文および説明 

acfsutil compress copy -h 

acfsutil compress copy [-v] [-f] {-c size source | [-n] {-r source | source [...]}  

                       target_dir  

次の表に、acfsutil compress copyコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-101 acfsutil compress copyコマンドのオプション 

オプション 説明 

-v verbose モードを指定します。 

-f  既存のコピーを上書きすることを指定します。 

—c size source 単一のソース・ファイルをコピーし、そのコピーに圧縮単位(CU) size を使用します。  

size の形式は、nK です。サポートされる CU サイズは、4K バイト、8K バイト、16K バイ
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オプション 説明 

ト、32K バイト、64K バイトおよび 128K バイトです。  

—n source 作成したコピーを圧縮しないことを指定します。  

—r source 単一のソース・ディレクトリを起点としてファイルおよびディレクトリを再帰的にコピーするこ

とを指定します。 

source [...] コピー対象のソース・ファイルを指定します。 

target_dir コピー先となるターゲット・ディレクトリを指定します。 

acfsutil compress copyコマンドは、-fオプションが使用されないかぎり、既存のファイルに上書きコピーしません。-fを使用し

ない場合、コピー操作は最初の既存のターゲットが見つかった時点で終了します。  

-nオプションを指定しないかぎり、圧縮が無効になっている場合、圧縮に対応できるOracle ACFSファイル・システムにコピーさ

れません。 

例16-96 acfsutil compress copyコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil compress copy -v -f my_file1 my_file2 /my_target_directory

acfsutil compress info 

目的 

圧縮されたファイルの情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil compress info -h 

acfsutil compress info pathname 

次の表に、acfsutil compress infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-102 acfsutil compress infoコマンドのオプション 

オプション 説明 

pathname ファイルへのパス名を指定します。 

例16-97 acfsutil compress infoコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil compress info /my_mount_point/testfile1 

Compression Unit size: 8192 

Disk storage used: ( 189.89 MB ) 

Disk storage saved: ( 810.20 MB ) 
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Storage used is 18% of what the uncompressed file would use

acfsutil compress off 

目的 

Oracle ACFS圧縮を無効にします。 

構文および説明 

acfsutil compress off -h 

acfsutil compress off mount_point 

次の表に、acfsutil compress offコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-103 acfsutil compress offコマンドのオプション 

オプション 説明 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil compress offを実行すると、次のようになります。  

 圧縮の無効化後に作成されるファイルは、圧縮されずに作成されます。 

 ファイル・システム内の圧縮されたファイルはいずれも圧縮されたままです。 

このコマンドを実行するには、root権限またはシステム管理者権限が必要です。

例16-98 acfsutil compress offコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil compress off /my_mount_point

acfsutil compress on 

目的 

Oracle ACFS圧縮を有効にします。 

構文および説明 

acfsutil compress on -h 

acfsutil compress on [-a algorithm] mount_point 

次の表に、acfsutil compress onコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-104 acfsutil compress onコマンドのオプション 

オプション 説明 

—a algorithm デフォルトの圧縮アルゴリズムを指定します。現在は、lzo のみ使用でき、これが使用さ
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オプション 説明 

れるデフォルトのアルゴリズムです。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 圧縮は、Oracle Database ファイルではサポートされません。データベース・ファイルを保持するこ

とを目的としている Oracle ACFS ファイル・システムは、Oracle ACFS 圧縮を使用して圧縮しないでください。 

acfsutil compress onを実行すると、次のようになります。  

 圧縮の有効化後に作成されるファイルは、デフォルトで圧縮されます。 

 ファイル・システム内の圧縮されていないファイルはいずれも圧縮されていないままです。 

このコマンドを実行するには、root権限またはシステム管理者権限が必要です。

例16-99 acfsutil compress onコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil compress on /my_mount_point
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クラスタ・ドメイン内のOracle ACFS用のOracle ACFSコマ

ンドライン・ツール 

このトピックでは、クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSの管理用コマンドの概要を示します。 

表16-105に、クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSを管理するためのコマンドをリストし、簡単な説明を提供します。クラスタ・ド

メイン内のOracle ACFSおよびOracle ACFSリモート・サービスの詳細は、「クラスタ・ドメイン内のOracle ACFSについて」を

参照してください。  

Oracle ACFSコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。 

表16-105 クラスタ・ドメイン内のOracle ACFS用のコマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsremote installed 現在のノードに、Oracle ACFS リモート・サービスのドライバおよび適用

可能なシステム・トランスポートがインストールされているかどうかを確認

します。 

acfsremote loaded システム・リソースのステータスをチェックして、Oracle ACFS リモート・

サービスがロードされているかどうかを判断します。 

acfsremote supported 現在のノードが Oracle ACFS リモート・サービスでサポートされているこ

とを確認します。 

acfsutil cluster credential Oracle ACFS リモート・サービスの資格証明を生成、更新、およびイ

ンポートします。 

acfsutil cluster info クラスタのタイプに関する情報および稼働中のクラスタの内部情報を表

示します。 

acfsutil remote clear Oracle ACFS リモート属性をファイルからクリアします。 

acfsutil remote set ファイル属性を Oracle ACFS リモートとして設定します。 

advmutil export create クラスタのエクスポートを作成し、それらの初期ストレージを割り当てま

す。 

advmutil export list エクスポート管理の情報を問い合せます。 

advmutil export lsof すべてのリポジトリのアクティブ・ファイル、または単一リポジトリ内のアク
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コマンド 説明 

ティブ・ファイルを表示します。 

advmutil export mapping すべてのエクスポート、または特定のクラスタのエクスポートのみを再エク

スポートします。 

advmutil export remove エクスポートの構成メタデータを削除します。 

advmutil export resize エクスポートの基礎となるバッキング・ファイルに合わせてストレージをサイ

ズ変更します。 

advmutil session list Oracle Database メンバー・クラスタでの Oracle ACFS リモート・

サービス・セッションの現在の状態と説明をリストします。 

advmutil transport create ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にトランスポートを作成します。 

advmutil transport list システム上に構成されているトランスポートを表示します。 

advmutil transport remove トランスポートを削除します。 

acfsremote installed 

目的 

現在のノードに、Oracle ACFSリモート・サービスのドライバがインストールされているかどうかを確認します。 

構文および説明 

acfsremote installed -h 

acfsremote installed [-trace trace_level] [-member] [-domain] 

次の表に、acfsremote installedコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-106 acfsremote installedコマンドのオプション 

オプション 説明 

-trace trace_level トレース・レベルを指定します。 

-member メンバー・クラスタを確認することを指定します。 

—domain  ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)を確認することを指定します。 

acfsremote installedは、現在のノードにOracle ACFSリモート・サービスのドライバおよび適用可能なシステム・トランス
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ポートがインストールされているかどうかを確認します。  

このコマンドは、メンバー・クラスタとドメイン・サービス・クラスタ(DSC)の両方で適用されます。

例16-100 acfsremote installedの使用方法 

この例では、Oracle ACFSリモート・サービスのドライバおよびiSCSIトランスポートがインストールされています。 

#acfsremote installed 

ACFS-9843: ACFS Remote installed: True 

ACFS-9844: iSCSI installed: True

acfsremote loaded 

目的  

システム・リソースのステータスをチェックして、Oracle ACFSリモート・サービスがロードされているかどうかを判断します。 

構文および説明 

acfsremote loaded -h 

acfsremote loaded [-trace trace_level] [-member] [-domain] 

次の表に、acfsremote loadedコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-107 acfsremote loadedコマンドのオプション 

オプション 説明 

-trace trace_level トレース・レベルを指定します。 

-member メンバー・クラスタを確認することを指定します。 

—domain  ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)を確認することを指定します。 

acfsremote loadedは、システム・リソースのステータスを確認して、Oracle ACFSリモート・サービスがロードされているかどうか

を判断します。すべてのサービスがロードされていれば、Oracle ACFSリモート・サービスは正しくロードされ、実行されています。

トランスポートが使用および構成されていない場合、Falseと表示される可能性があります。  

このコマンドは、メンバー・クラスタとドメイン・サービス・クラスタ(DSC)の両方で適用されます。

例16-101 acfsremote loadedの使用方法 

次の例では、Oracle ACFSリモート・サービスのドライバと構成は、正常であり実行中であると判断されます。ただし、iSCSIト

ランスポートは現在構成されていないため、iSCSIは開始されていません。 

#acfsremote loaded 

ACFS-9846: ACFS Remote loaded: True 

ACFS-9847: iSCSI loaded: False
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acfsremote supported 

目的 

現在のノードがOracle ACFSリモート・サービスでサポートされていることを確認します。 

構文および説明 

acfsremote supported -h 

acfsremote supported [-trace trace_level] [-member] [-domain] 

次の表に、acfsremote supportedコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-108 acfsremote supportedコマンドのオプション 

オプション 説明 

-trace trace_level トレース・レベルを指定します。 

-member メンバー・クラスタを確認することを指定します。 

—domain  ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)を確認することを指定します。 

acfsremote supportedは、現在のノードがOracle ACFSリモート・サービスでサポートされていることを確認します。  

このコマンドは、メンバー・クラスタとドメイン・サービス・クラスタ(DSC)の両方で適用されます。

例16-102 acfsremote supportedの使用方法 

この例で、ノードは、正しいカーネルとパッケージの要件を満たすOracle ACFSリモート・サービスでサポートされており、また、

iSCSIトランスポートでもサポートされています。 

#acfsremote supported 

ACFS-9840: ACFS Remote supported: True 

ACFS-9841: iSCSI supported: True

acfsutil cluster credential 

目的 

Oracle ACFSリモート・サービスの資格証明を生成、更新、またはインポートします。 

構文および説明 

acfsutil cluster credential -h 

acfsutil cluster credential { [-n] |  

                              -l [cluster_name] [-n] |  

                              -g cluster_name -o cluster_manifest_file [-c version] | 

                              -r cluster_name [-f] | 

                              -s user_name:group_name |  

                              -i cluster_manifest_file  
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                             } 

次の表に、acfsutil cluster credentialコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-109 acfsutil cluster credentialコマンドのオプション 

オプション 説明 

-n 登録されているメンバー・クラスタをリストするときにヘッダーを非表示にします。 

-l [cluster_name]  登録されているメンバー・クラスタをリストします。オプションで、特定のクラスタのみをリス

トするにはクラスタ名を指定し、出力でヘッダーを非表示にするには-n フラグを指定しま

す。  

-g cluster_name-o 

cluster_manifest_file [-c 

version]  

指定した名前でメンバー・クラスタの資格証明を生成し、その資格証明を、指定した

ファイルにエクスポートします。オプションで、-c フラグを追加して、クライアント・クラスタが

実行しているバージョンを指定します。  

-r cluster_name 指定したクラスタの資格証明を削除します。オプションで、-f を使用して削除を強制し

ます。  

-s user_name:group_name user_name と group_name を資格証明ファイルに追加して、Oracle ACFS リ

モート・サービスへのアクセス権限を有効にします。user_name と group_name に

は、オペレーティング・システムの既存のユーザーおよびグループを指定する必要がありま

す。  

-i cluster_manifest_file cluster_manifest_file に格納されている資格証明をインポートします。  

acfsutil cluster credentialは、Oracle ACFSリモート・サービスの資格証明を生成またはインポートします。ほとんどの

場合、このコマンドがエンド・ユーザーによって直接呼び出されることはありません。  

このコマンドはすべてのクラスタ・タイプに適用されます。

例16-103 acfsutil cluster credentialの使用方法 

次の例で、acfsutil cluster credentialは、Oracle ACFSリモート・サービス用のOCRを設定し、既存の資格証明ファイ

ルをそこにインポートします。  

#/sbin/acfsutil cluster credential -s grid_user:asm_group  

#/sbin/acfsutil cluster credential –s grid2:oinstall  

#/sbin/acfsutil cluster credential -i my_credential_file

acfsutil cluster info 

目的 
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クラスタのタイプに関する情報および稼働中のクラスタの内部情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil cluster info -h 

acfsutil cluster info 

acfsutil cluster infoは、クラスタのタイプと実行中のクラスタの内部情報に関する情報を表示します。このコマンドは、カー

ネルOracle ACFSクラスタがOracle ASMと同期していることを確認するために使用できます。このコマンドはすべてのクラスタ・

タイプに適用されます。 

例16-104 acfsutil cluster infoの使用方法 

# /sbin/acfsutil cluster info 

Node Count: 2 

Rebuild Master: 2 

Local Node: 1 

Current Incarnation: 10 

ACFS DLM Interfaces: ENABLED 

OKS DLM Interfaces: ENABLED 

Cluster State: [ NORMAL_OPERATION ] 

ACFS Remote mode: [DOMAIN SERVICES] 

ASM Storage mode: [LOCAL] 

Oracle Appliance: [NONAPP] 

Nodes: 

Node 1 - IP 10.0.0.2 – node1 

Node 2 - IP 10.0.0.3 - node2 

acfsutil cluster infoコマンドの出力には、現在のクラスタに関する次の情報が含まれます。  

 Node Count: クラスタ内のノード数。  

この例では、2ノードのクラスタです。 

 Rebuild Master: 再構築マスター・ノード。  

この例では、ノード2がクラスタの再構築を担当します。 

 Current Incarnation: インカネーションとは、クラスタ内の重要なメンバーシップ変更です。  

この例では、クラスタの10個のインカネーションがありました。 

 Cluster State: NORMAL_OPERATION、MIGRATION、UNKNOWN 

この例では、クラスタは正常に動作しています。 

 ACFS Remote mode:  

 MEMBER: メンバー・クラスタ 

 DOMAIN SERVICES: ドメイン・サービス・クラスタ 

この例では、ACFSリモート・モードはドメイン・サービス・クラスタに設定されています。 

 OFF: スタンドアロン・クラスタ 

 ASM Storage Mode: 

 LOCAL: クラスタには、ローカルに接続されたストレージがあります 
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この例で、ASM Storage Modeは、ローカルに接続されたストレージに設定されています。  

 REMOTE: クラスタは、リモート・ドメイン・サービス・クラスタから提供されるストレージを使用しています。

REMOTEは、ACFS Remote ModeがMEMBERのときにのみ表示されます。

acfsutil remote clear 

目的 

Oracle ACFSリモート属性をファイルからクリアします。 

構文および説明 

acfsutil remote clear -h 

acfsutil remote clear path_name 

次の表に、acfsutil remote clearコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-110 acfsutil remote clearコマンドのオプション 

オプション 説明 

path_name ファイルの場所を指定します。 

acfsutil remote clearは、指定したパス名で識別されるファイルからOracle ACFSリモート属性をクリアします。リモート属

性をクリアすると、システム管理者はディスク上のファイルを削除または切り捨てることができます。 

例16-105 acfsutil remote clearの使用 

$ acfsutil remote clear my_remote_file

acfsutil remote set 

目的 

ファイル属性をOracle ACFSリモートとして設定します。 

構文および説明 

acfsutil remote set -h 

acfsutil remote set path_name 

次の表に、acfsutil remote setコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-111 acfsutil remote setコマンドのオプション 

オプション 説明 

path_name ファイルの場所を指定します。 

acfsutil remote setは、指定したパス名で識別されるファイルのOracle ACFSリモート属性を設定します。リモート属性を
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設定すると、システム管理者によるディスク上のファイルの削除または切り捨てを防止できます。 

例16-106 acfsutil remote setコマンドの使用方法 

$ acfsutil remote set my_remote_file

advmutil export create 

目的 

エクスポートを作成し、初期ストレージを割り当てます。 

構文および説明 

advmutil export create -h 

advmutil export create -n export_name -c cluster_name -p storage_repos {-s file_size | -f} 

次の表に、advmutil export createコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-112 advmutil export createコマンドのオプション 

オプション 説明 

-n export_name エクスポート名を指定します。 

-c cluster_name メンバー・クラスタ名を指定します。 

-p storage_repos バッキング・ファイルが格納されているリポジトリの場所を指定します。 

-s file_size ファイル・サイズを n{K|M|G|T|P|E}の形式で指定します。単位は、K (KB)、M 

(MB)、G (GB)、T (TB)、P (PB)、または E (EB)です。  

-f 既存のストレージ・リポジトリを再利用することを指定します。 

advmutil export createは、クラスタのエクスポートを管理します。エクスポートの作成と、その初期ストレージの割当てを実

行します。エクスポートの作成時に、パフォーマンス上の理由により、フルに割り当てられた(非スパースの)ファイルが割り当てられ

ます。  

エクスポートの作成時に、-nオプションを使用して指定された名前は、メンバー・クラスタ上のボリュームの名前にもなります。-n 

expvol1が指定されると、その結果として、メンバー・クラスタ上にデバイス/dev/asm/expvol1-000が作成されます。  

-pオプションでは、ストレージ・リポジトリにOracle ACFSファイル・システムを指定する必要があります。Oracle ACFSクラスタ

ウェア(CRS)のリソースが存在する場合は、クラスタに登録されている任意のトランスポートVIPリソースに依存するように変更さ

れます。  

バッキング・ファイルがリポジトリにすでに存在する場合は、-fオプションを指定する必要があります。バッキング・ファイルが作成さ

れると、Oracle ACFSは、Oracle ACFSリモート・サービス(Remoteフラグ付き)で使用中としてそのファイルをリストし、そのファ
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イルに対する様々なアクションを防止します。  

エクスポートのスナップショットがあるのはDSC上のみになります。メンバー・クラスタにマウントされたOracle ACFSファイル・システ

ムのメンバー・クラスタ上に作成されたスナップショットは、メンバー・クラスタ上でのみアクセスできます。 

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にのみ適用されます。

例16-107 advmutil export createの使用方法 

次の例では、export1はcluster1に作成され、リポジトリは/repository1にあり、割り当てられているサイズは512 Mです。  

#/sbin/advmutil export create -n export1 -c cluster1 -p /repository1 -s 512M 

Creating File Backed Volume. 

Export and backing store for volume 'export1' for cluster 'cluster1' created. 

DSCリポジトリのOracle ACFSスナップショットでOracle ACFSリモート・サービス・リポジトリを使用するには、DSCでいくつかの

手動ステップを実行する必要があります。DSCリポジトリのスナップショットの作成時に、リポジトリ内のすべてのバッキング・ファイル

のスナップショットが作成されます。 

次の例では、スナップショットは同じメンバー・クラスタにエクスポートされます。 

1. バッキング・ファイルを作成します。 

#/sbin/advmutil export create -c mc1 -p /repo -n vol1 -s 2G 

2. バッキング・ファイルのスナップショットを作成します。 

$/sbin/acfsutil snap create -w snap1 /repo 

3. リポジトリのルートにスナップショット・リンクを作成します。 

 $/sbin/acfsutil snap link -s snap1 /repo/snap1_link 

4. -fオプションを使用してスナップショットをエクスポートします。 

#/sbin/advmutil export create -f -n vol1 -p /repo/snap1_link -c mc1 

次の例では、スナップショットは異なるメンバー・クラスタにエクスポートされます。 

1. バッキング・ファイルを作成します。 

#/sbin/advmutil export create -c mc1 -p /repo -n vol1 -s 2G 

2. バッキング・ファイルのスナップショットを作成します。 

$/sbin/acfsutil snap create -w snap3 /repo 

3. リポジトリのルートにスナップショット・リンクを作成します。 

 $/sbin/acfsutil snap link -s snap3 /repo/snap3_link 

4. lnを使用して、新規メンバー・クラスタ・リポジトリのファイルにリンクします。  

f903…は古いメンバー・クラスタのGUIDであり、54633…は新しいメンバー・クラスタのGUIDである点に注意してくだ

さい。 
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$ln -sf /repo/54633dd2059d6f2cbff1217a6054564b/vol1 

/repo/snap3_link/f9038b6ff0d64f36fff4d345803dfacd/vol1 

5. 新規メンバー・クラスタに新規スナップショットを追加します。 

#/sbin/advmutil export create -f -n vol1 -p //repo/ -c mc2

advmutil export list 

目的 

エクスポートおよびメンバー・クラスタに関する情報を表示します。 

構文および説明 

advmutil export list -h 

advmutil export list [-c cluster_name] [-o options] [-g group_type] [-a] [-n] 

次の表に、advmutil export listコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-113 advmutil export listコマンドのオプション 

オプション 説明 

-c cluster_name メンバー・クラスタの名前を指定します。 

-o options カンマ区切りで空白を挿入せずに、オプション・リストを指定します。オプションは、

clientDev、clusterGUID、clusterName、storageRepo、exportName、

filePath、state、exportSize、active、domainNode、および minor です。  

-g group_type clusterName、clusterGUID、または storageRepo でグループ・タイプを指定しま

す。  

-a アクティブなエクスポートのみを表示します。 

-n 列ヘッダーを出力しないことを指定します。 

advmutil export listは、エクスポート管理用の強力な問合せコマンドです。これには、基本情報を表示するデフォルト・

ビューが含まれていますが、様々なグループでのソート、および様々なクラスタの様々な情報の表示にも使用できます。  

デフォルトでは、advmutil export listは、クラスタ名(clusterNameグループ・ソート・オプション)でソートします。エクスポー

トは、ストレージ・リポジトリ(storageRepo)またはクラスタGUID (clusterGUID)でもソートできます。  

エクスポートのデフォルト・ビューは、適切なヘッダーと情報キューを使用して容易に判読できるよう意図されています。情報をスク

リプトで使用できるように、-nオプションを使用して、すべての出力をヘッダーなしで単一行に表示できます。  

デフォルト・ビューには、メンバー・クラスタ・システム上のデバイスへのパス名を表示するclientDevオプションが含まれています。こ

のデフォルト・ビューは、メンバー・クラスタの管理者がシステムを管理するために必要な情報を記述するために、管理者に対して
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提供できます。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にのみ適用されます。

例16-108 advmutil export listの使用方法 

次の例は、メンバー・クラスタcluster1のエクスポート名、ストレージ・サイズ、エクスポート・マイナー、ストレージ・リポジトリ、およ

びクライアントADVMボリューム・デバイスをリストします。クライアントのADVMボリューム・デバイスがデフォルトで表示されることに

注意してください。  

#/sbin/advmutil export list -c cluster1 -o exportSize,minor,storageRepo 

clusterName: cluster1 

exportName storageSize exportMinor storageRepository  (client ADVM device) 

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

exporta       512.00M          0   /repo              (/dev/asm/exporta-000) 

exportb       512.00M          1   /repo              (/dev/asm/exportb-001) 

exportc       512.00M          2   /repo              (/dev/asm/exportc-002)

advmutil export lsof 

目的 

リポジトリ内のアクティブなファイルをリストします。 

構文および説明 

advmutil export lsof -h 

advmutil export lsof [-p path] [-a] 

次の表に、advmutil export lsofコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-114 advmutil export lsofコマンドのオプション 

オプション 説明 

-p path ディレクトリまたはファイルの場所を指定します。 

-a アクティブなエクスポートのみを表示します。 

advmutil export lsofは、すべてのリポジトリのアクティブなファイル、または単一リポジトリ内の指定したファイルまたはディレク

トリを表示します。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にのみ適用されます。

例16-109 advmutil export lsofの使用方法 

次の例では、メンバー・クラスタcluster1のアクティブなファイルが表示されます。  

#/sbin/advmutil export lsof 

EXPORT_NAME STATE    CLUSTER_NAME REPO_ID  REPO_PATH 

exporta     unknown  cluster1     45057_2  /repo 

exportb     unknown  cluster1     45057_2  /repo 
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exportc     unknown  cluster1     45057_2  /repo

advmutil export mapping 

目的 

すべてのエクスポート、または特定のクラスタのエクスポートのみを再エクスポートします。 

構文および説明 

advmutil export mapping -h 

advmutil export mapping [-c cluster_name] 

次の表に、advmutil export mappingコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-115 advmutil export mappingコマンドのオプション 

オプション 説明 

-c cluster_name メンバー・クラスタの名前を指定します。 

advmutil export mappingは、すべてのエクスポート、または指定したメンバー・クラスタのエクスポートのみを再エクスポートしま

す。これを使用して、システム管理者アクションによって特定のエクスポートへのアクセスが削除された際に、構成されているすべ

てのエクスポートを再エクスポートするようOracle ACFSリモート・サービスに強制できます。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にのみ適用されます。

例16-110 advmutil export mappingの使用方法 

次の例では、メンバー・クラスタcluster1でエクスポートが再エクスポートされます。  

#/sbin/advmutil export mapping -c cluster1

advmutil export remove 

目的 

エクスポートの構成メタデータを削除します。 

構文および説明 

advmutil export remove -h 

advmutil export remove -c cluster_name [-p storage_repos -n export_name] [-f] [-b] [-y] 

次の表に、advmutil export removeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-116 advmutil export removeコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-c cluster_name メンバー・クラスタ名を指定します。 

-p storage_repos バッキング・ファイルが格納されているリポジトリの場所を指定します。 

-n export_name エクスポート名を指定します。 

-f エクスポート・マッピングがアクティブかどうかに関係なく削除を強制します。 

-b このマッピングのバッキング・ファイルを削除します。 

-y クラスタのバッキング・ファイルを削除するときにプロンプトを表示しません。 

advmutil export removeは、エクスポートの構成メタデータを削除します。  

デフォルトでは、バッキング・ファイルは、削除操作後に残ります。このファイルは、-fオプションを指定してadvmutil export 

createを実行することにより再使用できます。バッキング・ファイルが不要になった場合は、-bオプションを使用してバッキング・ファ

イルを削除し、ストレージ領域をリポジトリに戻すことができます。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にのみ適用されます。

例16-111 advmutil export removeの使用方法 

次の例では、export1のメタデータが削除されます。  

#/sbin/advmutil export remove -c cluster1 -p /repository1 -n export1

advmutil export resize 

目的 

エクスポートの基礎となるバッキング・ファイルにストレージを追加します。  

構文および説明 

advmutil export resize -h 

advmutil export resize -c cluster_name -p storage_repos -n export_name -s file_size 

次の表に、advmutil export resizeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-117 advmutil export resizeコマンドのオプション 

オプション 説明 

-c cluster_name メンバー・クラスタ名を指定します。 
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オプション 説明 

-p storage_repos バッキング・ファイルが格納されているリポジトリの場所を指定します。 

-n export_name エクスポート名を指定します。 

-s file_size ファイル・サイズを n{K|M|G|T|P|E}の形式で指定します。単位は、K (KB)、M 

(MB)、G (GB)、T (TB)、P (PB)、または E (EB)です。  

advmutil export resizeは、エクスポートの基礎となるバッキング・ファイルにストレージを追加します。バッキング・ファイルのサ

イズが増加すると、メンバー・クラスタ上のデバイスもサイズ変更されます。新しいサイズを使用するには、新しいサイズのデバイス

を使用している、メンバー・クラスタのマウントされたファイル・システムでacfsutil sizeを管理者が実行する必要があります。オ

プションで、Oracle ACFSの自動サイズ変更機能が、このデバイスに関連付けられている、マウントされたメンバー・クラスタの

Oracle ACFSファイル・システム上に構成されている場合は、必要に応じて新しいストレージが使用されます。  

デバイスを縮小するには、メンバー・クラスタでacfsutil sizeを実行して、ファイル・システムのサイズを削減する必要があります。

このアクションは、関連付けられているバッキング・ファイルのサイズも削減します。  

メンバー・クラスタでadvmutil volinfoを実行して、基礎となるボリュームのサイズを表示できます。ただし、これは、このデバイス

を使用している現在のOracle ACFSファイル・システムのサイズと異なる場合があります。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にのみ適用されます。

例16-112 advmutil export resizeの使用方法 

次の例で、export1のバッキング・ファイルのサイズは1Gに増加されています。  

#/sbin/advmutil export resize -c cluster1 -p /repository1 -n export1 -s 1G

advmutil session list 

目的 

Oracle Databaseメンバー・クラスタでのOracle ACFSリモート・サービス・セッションの現在の状態と説明をリストします。  

構文および説明 

advmutil session list -h 

advmutil session list [-n node_name] [[-i transport_id] [-v]] 

次の表に、advmutil session listコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-118 advmutil session listコマンドのオプション 

オプション 説明 

-n node_name ノード名を指定します。 
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オプション 説明 

-i transport_id 「transport_type.sequence_num」の形式でトランスポート ID を指定します。  

-v XML データを含めて冗長出力を表示します。 

advmutil session listは、Oracle Databaseメンバー・クラスタのOracle ACFSリモート・サービス・セッションの現在の状

態と説明を表示します。このリストは、デバッグおよび参照の目的に役立ちます。  

コマンドの出力に表示される可能性のある状態値は次のとおりです。 

 ONLINE 

Oracle ACFSリモート・サービスのトランスポート・セッションは、現在稼働中であり、構成されています。 

 REFRESH 

DSCの「transport_type.sequence_num」の構成済トランスポートに関連付けられている、Oracle ACFSリモート・

サービスのトランスポート・セッションをリフレッシュしています。リフレッシュにより、既存のすべてのターゲットからログアウトし、

Oracle ACFSリモート・サービスのトランスポート構成に関連付けられている、基礎となるオペレーティング・システムのト

ランスポート・セッションの再初期化が試行されます。  

 RESCAN 

Oracle ACFSリモート・サービスのトランスポート・セッションが現在スキャンされています。再スキャン・プロセスでは、単

に、もう存在しないオペレーティング・システムのトランスポート・セッションの削除や追加された新規セッションの追加が行

われます。既存のセッションはスキャンされません。 

advmutil session listコマンドは、Oracle Databaseメンバー・クラスタにのみ適用されます。 

例16-113 advmutil session listの使用方法 

次の例では、メンバー・クラスタのNode1とNode2のセッション情報が表示されます。  

#/sbin/advmutil session list 

nodeName transportType sequenceNum state 

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

Node1    iSCSI                   0 ONLINE 

Node2    iSCSI                   0 ONLINE

advmutil transport create 

目的 

ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にトランスポートを作成します。  

構文および説明 

advmutil transport create -h 

advmutil transport create -c cluster_name [-b binding [-n network_num ] | [-i resource_id] [-f] 

  

次の表に、advmutil transport createコマンドで使用可能なオプションを示します。 



694 

表16-119 advmutil transport createコマンドのオプション 

オプション 説明 

-c cluster_name トランスポートが属するメンバー・クラスタ名を指定します。 

-b binding トランスポート VIP(ホスト名またはネットワーク・アドレスのいずれか)を指定します。 

-n network_num 指定した VIP のネットワーク番号を指定します。デフォルト値は 1 です。  

-i resource_id 既存の代替リソース識別子を指定します。 

-f  指定した既存のバインディングの受け入れを強制します。 

advmutil transport createは、ドメイン・サービス・クラスタ(DSC)にトランスポートを作成します。  

クラスタ名は、crsctl query member_cluster_configurationコマンドを使用して検出できます。トランスポートVIPには、

IPv4アドレスまたはIPv6アドレスを指定でき、解決可能なDNSエントリ、またはIPアドレスのいずれかにすることができます。  

マルチパス化やフェイルオーバーなどの追加機能を有効にしてトランスポートを作成する場合は、単一のメンバー・クラスタに対し

て複数のトランスポートを有効にする必要があります。追加のVIPアドレスを指定してadvmutil transport createコマンドを

複数回実行することにより、複数のトランスポートを作成できます。  

メンバー・クラスタはVIPを共有できます。これは、新規メンバー・クラスタ用のトランスポートを登録するときに、共通のVIP名を

指定することによって実現できます。ただし、すべてのメンバー・クラスタがadvmutil transport createコマンドを少なくとも1回

実行してトランスポートを指定する必要があります。  

cluster_name_transport_type_sequence#の形式の識別子を持つ各トランスポートに対してトランスポートIDが作成

されます。ここで、nは、0から始まる数字で、トランスポートごとに1つずつ増加します。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタでのみ適用されます。

例16-114 advmutil transport createの使用方法 

次の例では、ネットワーク2を使用してVIP havip1のメンバー・クラスタcluster1に対するトランスポートが作成されます。  

#/sbin/advmutil transport create –c cluster1 –b havip1 –n 2

advmutil transport list 

目的 

システム上に構成されているトランスポートを表示します。 

構文および説明 

advmutil transport list [-h] 
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advmutil transport list [-c cluster_name [-i transport_id] [-v]] | [-g cluster_guid [-i transport_id 

[-v]]] 

次の表に、advmutil transport listコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-120 advmutil transport listコマンドのオプション 

オプション 説明 

-c cluster_name トランスポートが属するメンバー・クラスタ名を指定します。 

-i transport_id transport_type.sequence_num の形式でトランスポート ID を指定します。  

-g cluster_guid クラスタのグローバル一意識別子(GUID)を指定します。 

-v  XML データを含めた冗長出力を指定します。 

advmutil transport listは、システムに構成されているトランスポートを表示します。このコマンドは、全構成の出力の表示

に加えて、-cオプションまたは-gオプションを使用して特定のクラスタに関する情報を表示するよう構成できます。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタでのみ適用されます。

例16-115 advmutil transport listの使用方法 

次の例で、出力は順序番号0で構成されている単一のiSCSIトランスポートを示しています。  

#/sbin/advmutil transport list 

clusterName: cluster1 (clusterGUID: f403401d0518ffcfff54324f2cc2f6d8)  

transportType sequenceNum 

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

iSCSI                   0 

前述の出力の情報を使用し、順序番号(0)をメンバー・クラスタで使用して、特定のトランスポートに関する情報を表示できま

す。また、トランスポートID (iSCSI.0)を使用して、トランスポート仕様全体を取得できます。 

advmutil transport remove 

目的 

トランスポートを削除します。  

構文および説明 

advmutil transport remove [-h] 

advmutil transport remove -c cluster_name -i transport_id  

次の表に、advmutil transport removeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-121 advmutil transport removeコマンドのオプション 
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オプション 説明 

-c cluster_name トランスポートが属するメンバー・クラスタ名を指定します。 

-i transport_id transport_type.sequence_num の形式でトランスポート ID を指定します。  

advmutil transport removeは、トランスポートを削除します。このトランスポートが、このIDを使用する最後のトランスポート

の場合は、関連付けられているすべてのトランスポートVIPリソースも削除されます。  

このコマンドは、ドメイン・サービス・クラスタでのみ適用されます。

例16-116 advmutil transport removeの使用方法 

次の例では、トランスポートID iSCSI.0のトランスポートがcluster1から削除されます。  

#/sbin/advmutil transport remove -c cluster1 -I iSCSI.0
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Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティ 

このトピックでは、Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティの概要を示します。 

表16-122に、Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティと簡単な説明を示します。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。 

表16-122 Oracle ACFSコマンドライン・ユーティリティの概要 

コマンド 説明 

acfsutil accel replace 既存のアクセラレータ・ボリュームを新しいアクセラレータ・ボリュームで置き換えま

す。 

acfsutil compat get Oracle ACFS ファイル・システムの互換性レベルを表示します。 

acfsutil compat set Oracle ACFS ファイル・システムの互換性レベルを変更します。 

acfsutil defrag dir 指定されたディレクトリ内のすべてのファイルをデフラグします。 

acfsutil defrag file 指定されたファイルをデフラグします。 

acfsutil freeze ファイル・システムでの変更アクティビティを一時的にフリーズします。 

acfsutil info file Oracle ACFS ファイル・システムのファイルに関する情報を表示します。 

acfsutil info fs 詳細な Oracle ACFS ファイル・システム情報を表示します。 

acfsutil info id 指定したファイル識別子およびマウント・ポイントに対する Oracle ACFS ファイ

ル・システム情報を表示します。 

acfsutil info storage Oracle ASM ディスク・グループ内の Oracle ASM、Oracle ACFS、および

Oracle ADVM の各コンポーネントの領域使用量を表示します。 

acfsutil plugin disable Oracle ACFS プラグイン・インフラストラクチャを無効にします。 

acfsutil plugin enable Oracle ACFS プラグイン・インフラストラクチャを有効にします。 

acfsutil plugin info Oracle ACFS プラグイン・インフラストラクチャに関する情報を表示します。 
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コマンド 説明 

acfsutil registry Oracle ACFS マウント・レジストリのエントリを追加、削除または表示します。 

acfsutil rmfs Oracle ACFS ファイル・システムを削除します。 

acfsutil scrub メタデータまたはファイル・データ内の不整合をチェックしてレポートします。 

acfsutil size Oracle ACFS ファイル・システムのサイズを変更します。 

acfsutil thaw acfsutil freeze コマンドがファイル・システムで発行された後にアクティビティを

再開します。 

acfsutil version Oracle ACFS のバージョン情報を表示します。 

advmutil canonical Oracle ADVM ボリュームの正規名を指定します。 

advmutil volinfo Oracle ADVM ボリュームに関する情報を表示します。 

acfsutil accel replace 

目的 

既存のアクセラレータ・ボリュームを新しいアクセラレータ・ボリュームで置き換えます。 

構文および説明 

acfsutil accel replace -h 

acfsutil accel replace -a new_accel_volume primary_volume 

acfsutil accel replace -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil accel replaceコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-123 acfsutil accel replaceコマンドのオプション 

オプション 説明 

—a new_accel_volume  新しいアクセラレータ・ボリュームの名前を指定します。 

primary_volume Oracle ACFS ファイル・システムのマウントに使用されるプライマリ・ボリュームの名前を

指定します。 

このコマンドにより、管理者は既存のアクセラレータ・ボリュームを新しいアクセラレータ・ボリュームで置き換えることができます。こ

のコマンドは、現在のアクセラレータ・ボリュームが一杯で拡張できない場合や、アクセラレータをより高速なボリュームに移行する
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場合に使用すると便利です。 

このコマンドを使用するには、すべてのノードでファイル・システムをアンマウントする必要があります。新しいアクセラレータは、既存

のアクセラレータ以上の大きさが必要です。新しいアクセラレータ・ボリュームが既存のアクセラレータ・ボリュームより大きい場合、

管理者は、acfsutil accel replace操作に続いて、ファイル・システムを再マウントした後にacfsutil resize -d 

new_accel_volumeを実行して、Oracle ACFSで新しいアクセラレータ・ボリュームの領域全体を利用できるようにする必要が

あります。  

このコマンドを実行するには、rootユーザーまたはOracle ASM管理者ユーザーである必要があります。  

次に、acfsutil accel replaceコマンドの使用例を示します。 

例16-117 acfsutil accel replaceコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil accel replace -a new_accelerator_volume my_primary_volume

acfsutil compat get 

目的 

ファイル・システムのOracle ACFS互換性レベルおよびディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVMレベルを表示します。  

構文および説明 

acfsutil compat get -h 

acfsutil compat get mount_point 

acfsutil compat get -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil compat getコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-124 acfsutil compat getコマンドのオプション 

オプション 説明 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil compat getコマンドは、mkfsコマンドまたはacfsutil compat setコマンドによって設定されているファイル・システム

のOracle ACFS互換性レベルを表示します。また、acfsutil compat getは、特に明示的に設定されていない場合に、ファ

イル・システムのデフォルトの互換性レベルであるディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVMも表示します。Oracle ASMディスク・グ

ループの互換性属性の詳細は、「ディスク・グループの互換性」を参照してください。  

例 

次に、acfsutil compat getコマンドの使用例を示します。 

例16-118 acfsutil compat getコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil compat get /acfsmounts/acfs1



700 

acfsutil compat set 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムの互換性レベルを変更します。 

構文および説明 

acfsutil compat set -h 

acfsutil compat set -c release_version mount_point 

acfsutil compat set -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil compat setコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-125 acfsutil compat setコマンドのオプション 

オプション 説明 

—c release_version mount_point によって特定される Oracle ACFS ファイル・システムのリリース・バー

ジョンを指定します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

-c release_versionオプションで指定する値は、ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVM値以上にする必要があり、実行中の

Oracle Grid Infrastructureリリースのバージョン以下にする必要があります。—c release_versionを指定しないと、

COMPATIBLE.ADVM値が使用されます。互換性は、設定するとダウングレードできません。—c release_versionオプションは、

ディスク・グループのCOMPATIBLE.ADVMおよびCOMPATIBLE.ASMの更新ができない、または望ましくない状況で、互換性の向上

が必要なOracle ACFS機能を使用する場合に使用できます。Oracle ACFSの互換性を更新すると、以前のOracle Grid 

Infrastructureリリースを使用してファイル・システムをマウントできなくなります。Oracle ASMディスク・グループの互換性属性

の詳細は、「ディスク・グループの互換性」を参照してください。  

次に、acfsutil compat setコマンドの使用例を示します。 

例16-119 acfsutil compat setコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil compat set -c 12.2 /acfsmounts/acfs1

acfsutil defrag dir 

目的 

指定されたディレクトリ内のすべてのファイルをデフラグします。 

構文および説明 

acfsutil defrag dir -h 

acfsutil defrag dir [-r] dir_path 
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acfsutil defrag dir -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-126に、acfsutil defrag dirコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-126 acfsutil defrag dirコマンドのオプション 

オプション 説明 

-r 再帰的なデフラグ操作を指定します。 

dir_path デフラグ対象のファイルがあるディレクトリを指定します。 

acfsutil defrag dirコマンドは、指定したサブディレクトリ内のファイルをデフラグするのに使用します。—rオプションは、指定し

たディレクトリのサブディレクトリ内のファイルを再帰的にデフラグするのに使用します。  

デフラグ対象のファイルへの書込みアクセス権が必要です。 

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-120に、acfsutil defrag dirコマンドの使用方法を示します。 

例16-120 acfsutil defrag dirコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil defrag dir /acfsmounts/critical_apps/01jan1015

acfsutil defrag file 

目的 

指定されたファイルをデフラグします。 

構文および説明 

acfsutil defrag file -h 

acfsutil defrag file [-i] file_path [file_path ... ] 

acfsutil defrag file -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-127に、acfsutil defrag fileコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-127 acfsutil defrag fileコマンドのオプション 

オプション 説明 

—i エクステント数で可能な削減を見積もります。ファイルへの読取りアクセス権が必要で

す。 



702 

オプション 説明 

file_path デフラグ対象のファイルを指定します。 

acfsutil defrag fileコマンドは、ファイルをデフラグします。—iオプションは、デフラグ対象のファイルについて見積もられたエク

ステントの削減数を表示します。  

デフラグ対象のファイルへの書込みアクセス権が必要です。 

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-121に、acfsutil defrag fileコマンドの使用方法を示します。 

例16-121 acfsutil defrag fileコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil defrag file /acfsmounts/critical_apps/testfile

acfsutil freeze 

目的 

ファイル・システムでの変更アクティビティを一時的にフリーズします。  

構文および説明 

acfsutil freeze -h 

acfsutil freeze [-f] mount_point 

acfsutil freeze -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil freezeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-128 acfsutil freezeコマンドのオプション 

オプション 説明 

—f ファイル・システムをフリーズする前にデータをディスクにフラッシュするようコマンドに指定し

ます。 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil freezeコマンドは、ファイル・システムでの変更アクティビティを一時的に停止します。acfsutil freezeを使用して、

アプリケーションを停止せずに、様々なスナップショットにわたってPoint-in-Timeイメージを作成できます。acfsutil freezeコ

マンドがファイル・システムで発行された後にアクティビティを再開するには、acfsutil thawコマンドを実行します。acfsutil 

thawの詳細は、「acfsutil thaw」を参照してください。  

アプリケーション・タイムアウトやインスタンス削除の可能性を防止するために、acfsutil freezeコマンドは注意して使用してく
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ださい。Oracle ACFSファイル・システムでデータベースまたはデータベース診断領域が実行されていて、ファイル・システムが3分

を超えてフリーズしている場合、ファイル・システム上のファイルの更新を待機していてハングしたプロセスが原因で、データベース・

インスタンスが終了することがあります。  

Oracle ACFSレプリケーションがアクティブになっているファイル・システムでacfsutil freezeコマンドを使用すると、レプリケー

ション操作がディスク上のレプリケーション構成情報を変更する場合や、フリーズされているスタンバイ・ファイル・システムに対する

更新である場合は、その操作がブロックされる可能性があります。影響を受ける可能性があるレプリケーション操作は次のとおり

です。  

 acfsutil repl reverse standby 

 acfsutil repl sync 

 acfsutil repl terminate primary 

 acfsutil repl terminate standby 

例 

次に、acfsutil freezeコマンドの使用例を示します。 

例16-122 acfsutil freezeコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil freeze -f /acfsmounts/acfs1

acfsutil info file 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのファイルに関する情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil info file -h 

acfsutil info file [ [-d] [-o acfs_extent_offset] [-m] [-u] | [-c] ] path [path ... ] 

acfsutil info file -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-129に、acfsutil info fileコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-129 acfsutil info fileコマンドのオプション 

オプション 説明 

-d ディスク・グループ内の Oracle ACFS から Oracle ASM デバイスに、エクステントの詳

細情報を表示します。 

-o acfs_extent_offset acfs_extent_offset — エクステントの表示を、指定された Oracle ACFS ファイ

ル・オフセットまでフィルタ処理します。  

-c エクステント数のみ表示します。 
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オプション 説明 

-m ファイル・メタデータ・エクステントの詳細を表示します。-m オプションは、-d、-o、-u と互

換性があります。-m オプションは-c とは互換性がありません。  

-u エクステントの使用情報を表示します。 

path ファイルのフルパス名を指定します。 

acfsutil info fileコマンドは、Oracle ACFSファイル・システムのファイルに関する情報を表示します。情報にはファイルを構

成するブロックの場所の詳細を示すエクステント・マップや、ファイルの割当て記憶域に対する使用済記憶域などが含まれます。

ファイルのタグ付け情報も表示されます。  

—uオプションは、acfsutil info fileの標準出力に、スナップショットの親と子の間でエクステントが継承されるかどうかを示す

列を追加します。-cオプションは、合計エクステント数とプライマリ・ボリュームおよびアクセラレータ・ボリュームのエクステント・ノード

数を表示しますが、個々のエクステントの詳細は省きます。—cオプションの出力は、エクステント数を表示する場合や、アクセラ

レータを使用しているときにメタデータがアクセラレータ・ボリュームに位置していることを確認するのに使用すると便利です。  

acfsutil info fileを実行するには、指定ファイルに対する読取りアクセス権が必要です。  

例 

次に、acfsutilinfofileコマンドの使用例を示します。 

例16-123 acfsutil info fileコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil info file /usmmnt/.ACFS/snaps/s1/afile 

  /usmmnt/.ACFS/snaps/s1/afile 

    flags:        File 

    inode:        18014398509482029 

    owner:        root 

    group:        root 

    size:         13013  (  12.71 KB ) 

    allocated:    24576  (  24.00 KB ) 

    hardlinks:    1 

    device index: 1 

    major, minor: 202,64 

    access time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    modify time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    change time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    extents: 

        -offset ----length | -dev --------offset 

              0      24576 |    1      142188544 

         extent count: 1 

         granularity level: -1 

$ /sbin/acfsutil info file -c /usmmnt/.ACFS/snaps/s1/afile 

  /usmmnt/.ACFS/snaps/s1/afile 

    flags:        File 

    inode:        18014398509482029 

    owner:        root 

    group:        root 



705 

    size:         13013  (  12.71 KB ) 

    allocated:    24576  (  24.00 KB ) 

    hardlinks:    1 

    device index: 1 

    major, minor: 202,64 

    access time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    modify time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    change time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    extents: 

         extent count: 1 

         primary volume extent nodes:     0 

         accelerator volume extent nodes: 0 

         granularity level: -1 

$ /sbin/acfsutil info file -u /usmmnt/.ACFS/snaps/s1/afile 

  /usmmnt/.ACFS/snaps/s1/afile 

    flags:        File 

    inode:        18014398509482029 

    owner:        root 

    group:        root 

    size:         13013  (  12.71 KB ) 

    allocated:    24576  (  24.00 KB ) 

    hardlinks:    1 

    device index: 1 

    major, minor: 202,64 

    access time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    modify time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    change time:  Thu Jan  7 14:13:24 2016 

    extents: 

        -offset ----length | -dev --------offset | inherited 

              0      24576 |    1      142188544 | Yes 

         extent count: 1 

         added extent count: 0 

         inherited extent count: 1 

         granularity level: -1

acfsutil info fs 

目的 

詳細なOracle ACFSファイル・システム情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil info fs -h 

acfsutil info fs [-l] [{-o option_item | -s [interval[count][-d]] | -f [-v]}] 

                 [mount_point] 

acfsutil info fs -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-130に、acfsutil info fsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-130 acfsutil info fsコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-l マウント・ポイントによって指定された Oracle ACFS ファイル・システムのシンボリック・リ

ンクを表示します。あるいは、マウント・ポイントが指定されていない場合は、すべてのマ

ウント済 Oracle ACFS ファイル・システムのシンボリック・リンクを表示します。 

-o 特定のファイル・システムのオプション・アイテム(次を参照)を表示します。 

 allvolumes [mount_point | primary_volume_device | 

auxiliary_volume_device]: ファイル・システムに関連付けられている全ボ

リュームをリストします。  

 autoresize: 自動サイズ変更が有効な場合は 1、それ以外の場合は 0 で

す。  

 autoresizeincrement: ファイル・システムの自動サイズ変更増分をリストし

ます。  

 autoresizemax: 自動サイズ変更最大値をリストします。  

 auxvolume {mount_point | primary_volume_device}: ファイル・シス

テムに関連付けられている補助ボリュームをリストします。マウント・ポイントまた

はデバイスに対して実行できます。  

 available: ファイル・システムが使用可能である期間  

 compatacfs: ACFS 互換性の設定をリストします。  

 compatadvm: ADVM 互換性の設定をリストします。  

 diskgroup: path に関連付けられたディスク・グループの名前  

 fetasize - inode のディスク上のメタデータによって消費されるストレージの

量であるファイル入力表サイズ  

 freespace: ファイル・システムで使用可能な空き領域の量  

 isadvm - Oracle ADVM ボリュームが存在する場合は 1、存在しない場合

は 0  

 isauxvolume {volume_device}: ボリュームが補助ボリュームの場合は 1、

それ以外の場合は 0 です。ボリューム・デバイスに対して実行する必要があり

ます。  

 isavailable: ファイル・システムが使用可能である場合は 1、使用可能で
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オプション 説明 

ない場合は 0  

 iscompression: ファイル・システムの圧縮の状態。有効な場合は 1、無効

な場合は 0。  

 iscorrupt: ファイル・システムが破損している場合は 1、破損していない場

合は 0  

 isencryption: ファイル・システムの暗号化の状態。無効な場合は 0、有効

な場合は 1。  

-o (続き)   ismountpoint: path がマウント・ポイントである場合は 1、path がマウント・

ポイントでない場合は 0  

 isreplprimary - プライマリ・ファイル・システムの場合は 1、それ以外は 0  

 isreplstandby - スタンバイ・ファイル・システムの場合は 1、それ以外は 0  

 issecurity: ファイル・システムのセキュリティの状態。無効な場合は 0、有

効な場合は 1。  

 metablocksize: ファイル・システムのメタデータ・ブロックのサイズ。  

 mountpoints: ファイル・システムに関連付けられたマウント・ポイント  

 primaryvolume: ファイル・システムに関連付けられたデバイスのパス名  

 redundancy: Oracle ADVM ボリュームで使用される冗長性のタイプ  

 replication - ファイル・システムがレプリケーション用にプライマリまたはスタン

バイ・ファイル・システムとして初期化されている場合は 1、レプリケーション用に

初期化されていない場合は 0  

 resizeincrement: path で使用される Oracle ADVM ボリュームの割当て

単位サイズ(バイト)  

 stripewidth: path で使用される Oracle ADVM ボリュームのストライプ幅  

 stripecolumns: path で使用される Oracle ADVM ボリュームのストライ

プ・セット列  

 totalspace: ファイル・システムのサイズ  
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オプション 説明 

 volumes: ファイル・システムに関連付けられたボリュームの数  

-s [interval [count] [-d]]  ファイル・システムの統計を表示します。 

オプションの interval パラメータで、各レポート間の時間(秒)を指定します。最初のレ

ポートは、ファイル・システムのマウントからの時間の統計を含みます。以降の各レポート

は、前回のレポートからの間隔を集計した統計を含みます。  

オプションの count パラメータは、interval パラメータとともに指定できます。count パ

ラメータが指定されている場合、カウント値によって秒間隔で生成されるレポート数が決

定されます。  

count パラメータなしで interval パラメータが指定される場合、このコマンドは

Ctrl+c によってコマンドを取り消すまで継続してレポートを生成します。  

任意の-d オプションは、より詳細な統計情報を表示します。  

-f [-v]  ファイル・システムのフラグメンテーションを表示します。-v オプションは、追加のフラグメン

テーション情報を表示します。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。レプリケーション・データで

は有効なオプションではありません。 

acfsutil info fsコマンドは、Oracle ACFSファイル・システムに関する情報と統計を表示します。圧縮、暗号化、セキュリ

ティまたはレプリケーションがファイル・システムで開始されている場合、追加のフラグおよびステータス情報が表示されます。  

-o option_itemオプションは、指定されたoption_itemに関するファイル・システム情報を表示します。  

-sオプションにより、コマンドが実行しているノードのファイル・システム上の現在の変更の量と変更速度を表示します。  

オプションを指定しない場合、ファイル・システム情報には、ボリューム・デバイス名、ファイル・システムのサイズ、ボリューム・デバイ

スで使用可能な領域の量、このノードでのファイル・システム・マウント時間、ファイル・システムの状態、ユーザー指定のブロック・

サイズ、Oracle ACFSスナップショット数、ファイル・システム内のスナップショットによって消費される領域、およびファイル・システ

ムに関連付けられた任意の名前またはボリューム・ラベルが含まれます。考えられるファイル・システムの状態はflags行に表示さ

れます。その状態には次のものがあります。  

 Offlineは、基礎となるデバイスがアクセスできないことを示します。原因としては、Oracle ASMインスタンスの障害、

ディスマウントを強制されたディスク・グループ、またはリカバリ不可能なI/Oエラーが考えられます。このノードのファイル・

システムは、ディスマウントするしかありません。他にどのようにアクセスを試みても、エラーになります。  

 Availableは、ファイル・システムはオンラインで操作可能であることを示しています。  

 Corruptは、検出された非一貫性をできるだけ早く修正するために、ファイル・システムをチェックして修復する必要があ

ることを示します。たとえば、Linux上でfsckコマンドを実行するか、Windows上でacfschkdskコマンドを実行して、
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ファイル・システムをチェックし修復します。コマンドを修復モードで実行して、問題を修正します。詳細は、「fsck (オフラ

イン・モード)」および「acfschkdsk」を参照してください。  

Windowsシステム上でacfsutil info fsを使用して領域使用量の値を表示する際、値がWindowsフォルダのサイズと異

なることがあります。Windowsシステムの「フォルダーのプロパティ」で使用されるメカニズムでは値はファイルのみであるため、概

算値と見なす必要があります。  

どのユーザーでもacfsutil info fsを実行できます。  

例 

次に、acfsutil info fsの使用例を示します。  

例16-124では、Linux環境でのOracle ACFSファイル・システムに関する情報を表示します。 

例16-124 Linuxでのacfsutil info fsコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil info fs 

/primary 

    ACFS Version: 11.2.0.2.0 

    flags:        MountPoint,Available,Replication 

    mount time:   Mon Oct 25 12:11:03 2010 

    volumes:      1 

    total size:   5368709120 

    total free:   4144230400 

    primary volume: /dev/asm/pvol-74 

        label: 

        flags:                 Primary,Available,ADVM 

        on-disk version:       40.0 

        allocation unit:       4096 

        major, minor:          252, 37889 

        size:                  5368709120 

        free:                  4144230400 

        ADVM diskgroup         REPLDG 

        ADVM resize increment: 268435456 

        ADVM redundancy:       unprotected 

        ADVM stripe columns:   4 

        ADVM stripe width:     131072 

    number of snapshots:  0 

    snapshot space usage: 0 

    replication status: primary 

/standby 

    ACFS Version: 11.2.0.2.0 

    flags:        MountPoint,Available,Replication 

    mount time:   Mon Oct 25 12:11:03 2010 

    volumes:      1 

    total size:   5368709120 

    total free:   5263945728 

    primary volume: /dev/asm/svol-74 

        label: 

        flags:                 Primary,Available,ADVM 

        on-disk version:       40.0 

        allocation unit:       4096 

        major, minor:          252, 37890 

        size:                  5368709120 

        free:                  5263945728 

        ADVM diskgroup         REPLDG 
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        ADVM resize increment: 268435456 

        ADVM redundancy:       unprotected 

        ADVM stripe columns:   4 

        ADVM stripe width:     131072 

    number of snapshots:  0 

    snapshot space usage: 0 

    replication status: standby 

$ /sbin/acfsutil info fs -o mountpoints,replication 

/primary 

1 

/standby 

1 

$ /sbin/acfsutil info fs -o mountpoints,isreplprimary 

/primary 

1 

/standby 

0 

$ /sbin/acfsutil info fs -o mountpoints,isreplstandby 

/primary 

0 

/standby 

1

例16-125に、Windows環境でのacfsutil info fsの使用方法を示します。 

例16-125 Windowsでのacfsutil info fsコマンドの使用方法 

C:\oracle>acfsutil info fs /o freespace c:\oracle\acfsmounts\acfs1 

968667136 

C:\oracle>acfsutil info fs /o totalspace c:\oracle\acfsmounts\acfs1 

1073741824 

C:\oracle>acfsutil info fs /o volumes c:\oracle\acfsmounts\acfs1 

1 

C:\oracle>acfsutil info fs /o primaryvolume c:\oracle\acfsmounts\acfs1 

asm-volume1-311 

C:\oracle>acfsutil info fs /o diskgroup c:\oracle\acfsmounts\acfs1 

DATA 

C:\oracle>acfsutil info fs /o redundancy c:\oracle\acfsmounts\acfs1 

mirror

例16-126に、acfsutil info fsの-sオプションを指定してファイル・システムの現在の変更の量と変更速度を表示する方法

を示します。 

例16-126 -sオプションを使用してのacfsutil info fsコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil info fs -s /acfsmounts/acfs1 

    amount of change since mount:       359.22 MB 

    average rate of change since mount: 3 KB 

$ /sbin/acfsutil info fs -s 60 4 /acfsmounts/acfs1 

    amount of change since mount:       359.22 MB 

    average rate of change since mount: 3 KB/s 

    amount of change: 15.02 MB   rate of change: 256 KB/s 

    amount of change: 9.46 MB   rate of change: 161 KB/s 

    amount of change: 7.32 MB   rate of change: 125 KB/s 

    amount of change: 6.89 MB   rate of change: 117 KB/s 

...
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acfsutil info id 

目的 

指定したファイル識別子番号およびマウント・ポイントに対するOracle ACFSファイル・システム情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil info id -h 

acfsutil info id file_identifier mount_point 

acfsutil info id -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-131に、acfsutil info idコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-131 acfsutil idコマンドのオプション 

オプション 説明 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

file_identifier Oracle ACFS ドライバによって報告される Oracle ACFS ファイル識別子番号を指

定します。ファイル識別子番号は、10 進数フォーマットで指定する必要があります。 

acfsutil info idは、Oracle ACFSの内部数値ファイル識別子をファイル・システム内のパス名に変換するために使用できま

す。これは、Oracle ACFSドライバで、Oracle ACFS内の特定のファイルに関連付けられたシステム・イベント・ログ出力にI/O

エラーを報告し、内部識別子によってそのファイルを識別する際に便利です。acfsutil info idを実行するには、管理者権限

を持っているか、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。  

例 

次に、acfsutil info idコマンドの使用例を示します。 

例16-127 acfsutil info idコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil info id 117 /acfsmounts/acfs1

acfsutil info storage 

目的 

Oracle ASMディスク・グループ内のOracle ASM、Oracle ACFS、およびOracle ADVMの各コンポーネントの領域使用量

を表示します。 

構文および説明 

acfsutil info storage -h 

acfsutil info storage [-u {B|MB|GB|TB}] [-l] [disk_group,...] 
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acfsutil info storage -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil info storageコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-132 acfsutil storageコマンドのオプション 

オプション 説明 

-u 

{B|MB|GB|TB}  

測定単位を指定します。 

領域使用量の値の単位が B (キロバイト)、MB (メガバイト)、GB (ギガバイト)、または

TB (テラバイト)であることを指定します。  

-l Oracle ASM ディスク・グループ、Oracle ADVM ボリューム、および Oracle ACFS

ファイル・システムのより詳細な領域情報を表示します。 

disk_group 領域使用量が表示される 1 つまたは複数のディスク・グループを指定します。ディスク・

グループが指定されていない場合は、すべてのディスク・グループの情報が表示されま

す。 

acfsutil info storageは、Oracle ASMディスク・グループ内の領域が、Oracle ASM、Oracle ACFS、およびOracle 

ADVMのコンポーネントによってどのように消費されているかを表示するための、プラットフォームに依存しない方法を提供します。  

このコマンドは、V$ASM_DISKGROUP、V$ASM_FILE、acfsutil snap info、およびacfsutil info fsを含めた複数のソースか

ら領域情報を収集します。サマリー出力の各行には、ディスク・グループ内のストレージの主なOracle ACFSコンシューマが表

示されます。  

ディスク・グループごとに、そのディスク・グループのすべての情報が一緒にグループ化されます。% Free列は、Space列および

Usable Free列を使用して計算されます。NORMALおよびHIGHの冗長性ディスク・グループの場合、Usable Free列には、ミラー

リング用を考慮した後のディスク・グループの未使用部分が表示されます。FLEXまたはEXTENDEDのディスク・グループの場合、冗

長性がフレキシブルであり、変化する可能性があるため、Usable Free列は、RAWの合計空き領域を報告します。  

Consumer列とPath列は、ディスク・グループの情報を表示する行では常に空になります。Consumer列は、ディスク・グループ内

ストレージのコンシューマの行の場合は移入されます。  

ボリュームが有効になっている場合は、Consumer列にボリューム名が表示されます。Space列には、ボリュームの現在のサイズが

表示されます。ボリュームが、Oracle ACFSファイル・システムの一部、またはOracle ACFS以外のマウントされたファイル・シス

テムの一部である場合、Usable Free列には、ファイル・システム内の空き領域の量が表示されます。ボリュームが、マウントされ

たファイル・システムの一部である場合、Path列には、マウント・ポイントが表示されます。ボリュームが、アンマウントされた

Oracle ACFSファイル・システムの一部である場合、Path列には*ACFSが表示されます。  

前にリストしたボリュームに関連付けられたOracle ACFSファイル・システム内にスナップショットが存在する場合、Consumer列

内の次の行にスナップショット名が表示されます。スナップショットに関連付けられたSpace列は、常にアスタリスク(*)によってマー

クが付けられています。これは、ファイル・システム内のスナップショットによって使用されている領域はボリューム行で計上されてい

るためです。スナップショットに関連付けられたSize With Mirroing列は、そのスナップショットによって現在使用されているファイ
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ル・システム内の領域を表します。スナップショット割当て制限が設定されている場合、Usable Free列には、そのスナップショット

がその割当て制限に達するまでに残された空き領域の量が表示されます。スナップショット割当て制限が設定されていない場合、

この列は空白になります。スナップショットのPath列は、そのスナップショットのルートのフルパスです。スナップショット・リンクが確立

されている場合は、Path列にそのスナップショット・リンクが表示されます。  

rootまたはasmadminグループのメンバーであるユーザーがこのコマンドを実行できます。オペレーティング・システム・グループの権

限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」を参照してください  

例 

次に、サマリー形式と詳細形式の両方で領域使用情報を表示するためのacfsutil info storageの使用例を示します。 

例16-128 acfsutil info storageコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil info storage -u MB 

Diskgroup      Consumer      Space     Size With Mirroring  Usable Free  %Free   Path 

DATA                       4608.00            2304.00         895.00       38% 

                   VOL1    2048.00            1024.00         831.45       81%   /acfsmnt 

                 052317          *               0.25                            /acfsmnt/latest 

                 052217          *             131.26         893.00       87%   

/acfsmnt/.ACFS/snaps/052217 

FLASH                      2048.00            1024.00         147.00       14% 

              ACCELVOL1    1024.00             512.00         260.92       50%   ACCEL for VOL1 in 

DATA 

TST                        2048.00            1024.00         143.00       13% 

                   VOL1    1024.00             512.00         512.00      100% 

---- 

unit of measurement: MB 

$ /sbin/acfsutil info storage -l 

Diskgroup: DATA (38% free) 

  total disk space:           4.50 

  ASM file space:             2.05 

  total free space:           2.25 

  net free with mirroring:    1.12 

  usable after reservation:   0.87 

  redundancy type:          NORMAL 

    Total space used by ASM non-volume files: 

      used:                      0.00 

      mirror used:               0.00 

    volume: /dev/asm/vol1-447 

      total:                     1.00 

      free:                      0.81 

      redundancy type:         mirror 

      file system:             /acfsmnt   

        snapshot: 052317 (/acfsmnt/latest) 

          used:          0.00 

          quota limit:   none 

        snapshot: 052217 (/acfsmnt/.ACFS/snaps/052217) 

          used:          0.13 

          quota limit:   1.00 

... 

---- 

unit of measurement: GB
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acfsutil plugin disable 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのOracle ACFSプラグイン・インフラストラクチャを無効にします。 

構文および説明 

acfsutil plugin disable -h 

acfsutil plugin disable mount_point 

acfsutil plugin disable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-133に、acfsutil plugin disableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-133 acfsutil plugin disableコマンドのオプション 

オプション 説明 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil plugin disableは、Oracle ACFSプラグイン・メトリックの収集、およびプラグイン・アプリケーションに関連付けられ

た通信を無効にします。  

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-129に、acfsutil plugin disableコマンドの使用方法を示します。/humanresourcesにマウントされたファイル・シス

テムのOracle ACFSファイル・メトリック・データの監視が完了すると、例16-129のコマンドは、Oracle ACFSドライバでのサマ

リー・データのその後の収集を無効にします。 

例16-129 Oracle ACFSドライバの無効化 

# /sbin/acfsutil plugin disable /humanresource

 

関連項目: 

 Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」  

 Oracle ACFSプラグインの詳細は、「Oracle ACFSプラグイン」  

 Oracle ACFSプラグインのアプリケーション・プログラミング・インタフェースの詳細は、「Oracle ACFSプラグインの汎用

アプリケーション・プログラミング・インタフェース」  

acfsutil plugin enable 

目的 
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Oracle ACFSファイル・システムのOracle ACFSプラグイン・インフラストラクチャを有効にします。 

構文および説明 

acfsutil plugin enable -h 

acfsutil plugin enable -m metrictype [-t tag, ...] 

                       [-i interval[s|m]] mount_point 

acfsutil plugin enable -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-134に、acfsutil plugin enableコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-134 acfsutil plugin enableコマンドのオプション 

オプション 説明 

-t tag, ...  監視する Oracle ACFS ファイルを選択するタグ名のオプション・リスト。タグの最大数

は 12 です。名前はカンマで区切られます。デフォルトでは、Oracle ACFS ファイル・シ

ステム内のすべてのファイルを監視します。  

タグ名は、Oracle ACFS タグ付け API によって管理されます。 

-m metrictype 各コールアウト・メッセージとともに、Oracle ACFS からプラグイン・モジュールに送信す

るメッセージ・ペイロードを選択します。Oracle ACFS では、事前定義済メトリック・タイ

プの acfsmetric1 および acfsmetric2 が用意されています。  

-i interval [s|m]  ポスティングのメッセージ配信およびポスティング間隔を選択します。Oracle ACFS プラ

グイン・メカニズムでは、指定したメッセージ間隔ごとに、メトリック・メッセージをポストしま

す。 

間隔は、メトリックをポストするまでに経過する最大時間です。アプリケーションは、ポス

ティングが発生するまで、メトリックの取得を API コールでブロックします。 

間隔は、s 秒または m 分の整数値で指定できます。デフォルトは、分です。間隔に許

可されている最大値は、60 分(3600 秒)です。  

間隔を指定した場合、Oracle ACFS は、間隔を基にしてプラグイン・アプリケーション

にメトリック・メッセージをポストするようにリクエストされます。 

間隔を指定しない場合、メトリックのアプリケーション・ポーリングは、Oracle ACFS ファ

イル・システムから更新します。これはデフォルト・アクションです。 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil plugin enableは、アプリケーション・プラグイン・サービス用にOracle ACFSファイル・システムを有効にします。

Oracle ACFSプラグインは、単一ノードのみ(1つのスタンドアロン・ホストまたはグリッド・クラスタの1つ以上の個々のノードのいず

れか)に対して有効化されます。プラグイン用に有効化された後、Oracle ACFSファイル・システムは、指定のタグ付けされたファ
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イルのセットまたはOracle ACFSファイル・システム内のすべてのファイルのいずれかに対して、メトリック情報の収集を開始し、選

択したメッセージ・ペイロードおよび配信パラメータに基づいて、プラグイン・アプリケーションにコールアウト・メッセージを送信します。

メトリックは、(ポーリングかポスティングかどうかにかかわらず)、アプリケーションへの配信ごとにリセットされます。  

通常、ユーザー・アプリケーションの観点からメトリックが収集されます。メタデータ用のI/Oまたは内部のOracle ACFSアクティビ

ティ(スナップショットの書込み時のコピー、暗号化、ファイルのレプリケーションなど)は含まれません。元のファイル・システムとスナッ

プショット・ファイルの両方のファイルへのユーザーI/Oに対して、メトリックが収集されます。I/O操作となるファイルのメモリー・マッピ

ングは、メトリックに記録されます。.ACFS/replディレクトリの下にあるレプリケーション関連のファイルは、メトリックに含まれません。  

Oracle ACFSでは、事前定義済メトリック・タイプのacfsmetric1およびacfsmetric2が用意されています。  

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-130に、追加の記憶域使用状況メトリックを監視アプリケーションに提供するためのacfsutil plugin enableコマンド

の使用方法を示します。 

例16-130 記憶域の可視性のためのOracle ACFSドライバの有効化: ポーリング・モデル 

# /sbin/acfsutil plugin enable -m acfsmetric1 -t HRDATA /humanresource

/humanresourcesにマウントされたOracle ACFSファイル・システムは、プラグイン・サービス用に有効化され、追加の記憶域

使用状況メトリックを監視アプリケーションに提供する目的で構成されます。メッセージ・ペイロード・タイプはacfsmetric1で、監

視されるファイルは、Oracle ACFSファイル・タグHRDATAでタグ付けされた人事管理のファイルです。メッセージ配信タイプはpoll

で、これは、メトリック・データ更新メッセージをリクエストするためにアプリケーション・プラグインがポーリングすることを意味します。

ポーリングされたメッセージ配信で、間隔は指定されません。  

例16-130のコマンドが完了すると、/humanresourcesにマウントされたOracle ACFSファイル・システムのマウント・ポイントは、

プラグイン通信のために有効化され、HRDATAでタグ付けされたファイル用のOracle ACFSファイル・アクセス・メトリックの収集を

開始します。Oracle ACFSは、読取りおよび書込みのアクティビティのサマリーを収集するメトリックを維持します。関連するアプ

リケーション・プラグイン・モジュールがメトリックにポーリングされるたびに、Oracle ACFSは、ACFS_METRIC1構造で定義された

データとともにメッセージを送信し、これは、Oracle ACFSドライバ・プラグイン機能が有効になって以降の、またはメトリック・デー

タの最後の配信以降の、選択したOracle ACFSアクティビティのサマリーです。  

例16-131に、動画ファイルの更新を監視するためのacfsutil plugin enableコマンドの使用方法を示します。 

例16-131 記憶域の可視性のためのOracle ACFSドライバの有効化: 間隔でのポスト・モデル 

# /sbin/acfsutil plugin enable -m acfsmetric1 -t FILECONTENT -i 120s /moviemods

/moviemodsにマウントされたOracle ACFSファイル・システムは、プラグイン・サービス用に有効化され、記憶域使用状況メッ

セージを監視アプリケーションに記録および配信するように構成されます。間隔ベースで、Oracle ACFSファイル・システムは、ア

プリケーションAPIコールが待機しているドライバ・イベントで注意を促します。その後、アプリケーションは、そのファイル上で読取り

および書込みのアクティビティのサマリーを収集します。  

メッセージ・ペイロード・タイプはacfsmetric1で、監視されるファイルは、FILECONTENTタグでタグ付けされた動画ファイルです。
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メッセージ配信タイプはpostで、これは、Oracle ACFSは、指定した120秒間隔で、メトリックを含むメッセージをプラグイン・ア

プリケーションにポストすることを意味します。  

例16-131のコマンドが完了すると、/moviemodsにマウントされたOracle ACFSファイル・システムのマウント・ポイントは、プラグ

イン通信のために有効化され、FILECONTENTでタグ付けされたファイル用のOracle ACFS記憶域の可視性メトリックの収集を

開始します。間隔ごとに、Oracle ACFSは、記憶域の可視性情報を含むアプリケーション・プラグインに、1つ以上のメッセージ

をポストします。  

 

関連項目: 

 Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」  

 Oracle ACFSプラグインの詳細は、「Oracle ACFSプラグイン」  

 事前定義済のメトリック・タイプの詳細は、「Oracle ACFSの事前定義済のメトリック・タイプ」  

 Oracle ACFSプラグインのアプリケーション・プログラミング・インタフェースの詳細は、「Oracle ACFSプラグインの汎用

アプリケーション・プログラミング・インタフェース」  

 Oracle ACFSタグ付けのアプリケーション・プログラミング・インタフェースの詳細は、「Oracle ACFSタグ付けの汎用ア

プリケーション・プログラミング・インタフェース」  

acfsutil plugin info 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのOracle ACFSプラグイン・インフラストラクチャに関する情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil plugin info -h 

acfsutil plugin info mount_point 

acfsutil plugin info -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-135に、acfsutil plugin infoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-135 acfsutil plugin infoコマンドのオプション 

オプション 説明 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil plugin infoは、Oracle ACFSプラグイン・メカニズムの状態に関する情報を表示します。  

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。 

例 

例16-132に、acfsutil plugin infoコマンドの使用方法を示します。 
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例16-132 Oracle ACFSドライバに関する情報の表示 

# /sbin/acfsutil plugin info /humanresource 

Plug-in status: ENABLED 

Metric type: acfsmetric1 

Enabled tags: HRDATA 

Delivery method: Poll 

Post interval (seconds):  

# /sbin/acfsutil plugin info /moviemods 

Plug-in status: ENABLED 

Metric type: acfsmetric1 

Enabled tags: FILECONTENT 

Delivery method: Post 

Post interval (seconds): 120

 

関連項目: 

 Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」  

 Oracle ACFSプラグインの詳細は、「Oracle ACFSプラグイン」  

 Oracle ACFSプラグインのアプリケーション・プログラミング・インタフェースの詳細は、「Oracle ACFSプラグインの汎用

アプリケーション・プログラミング・インタフェース」  

acfsutil registry 

目的 

Oracle ACFSマウント・レジストリのエントリを追加、削除または表示します。 

構文および説明 

acfsutil registry -h 

acfsutil registry 

acfsutil registry -a [-f] [-o moptions] [-n { nodes|all } ] 

  [-u user] [-t description] device mount_point 

acfsutil registry -c  {device | mount_point} [-o moptions] 

  [-n { nodes|all } ] [-u user] [-t description] 

acfsutil registry -d {device | mount_point} 

acfsutil registry -l [device | mount_point] 

acfsutil registry -m deviceacfsutil registry -r 

acfsutil registry -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

オプションが指定されていない場合、このコマンドは、自動起動が構成されているすべてのOracle ACFSファイル・システムを表

示します。 

表16-136に、acfsutil registryコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-136 acfsutil registryコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-a デバイス、マウント・ポイントおよび関連付けられた moptions を Oracle ACFS マウン

ト・レジストリに追加します。情報をマウント・レジストリに追加するには、指定した

Oracle ADVM ボリューム・デバイスがローカル・ノードに存在する必要があります。  

引数は、ファイル・システムのマウントに必要なすべての情報を表します。Oracle 

ACFS の起動時に、これらのファイル・システムは自動的にマウントされます。 

重複するデバイス・エントリは認められません。重複するマウント・ポイントは認められます

が、非結合ノード固有のマウントには-n オプションを指定する必要があります。  

-c 指定したデバイスまたはマウント・ポイントの、既存のレジストリ・エントリを変更します。 

-d Oracle ACFS マウント・レジストリから、指定したデバイスまたはマウント・ポイントを削

除します。マウント・ポイントが指定され、それが Oracle ACFS マウント・レジストリで一

意でない場合、コマンドは失敗し、デバイスを指定するコマンドを再実行する必要があり

ます。 

-f 指定したデバイスがレジストリにあり、管理者がその登録を置換する場合、このオプショ

ンを-a と組み合せて使用します。  

-l [device | mount_point]  デバイスまたはマウント・ポイントを指定しない場合、-l オプションは、現在レジストリに

登録されているすべてのファイル・システムを 1 行に、フィールドをコロン(:)で区切ってリ

ストします。デバイスを指定した場合、Oracle ACFS レジストリに登録されているその

デバイスに関する情報をリストします。マウント・ポイントを指定した場合、Oracle 

ACFS レジストリに登録されているそのマウント・ポイントに関する情報をリストします。  

-m device 指定されたデバイスに関連付けられている登録済マウント・ポイントが存在する場合、そ

れをリストします。マウント・ポイントは、Oracle ACFS ファイル・システムが登録済であ

るかまたは以前にマウントされたことがある場合にのみ戻されます。 

-n { nodes | all}  このオプションは、-a および-c と一緒に使用し、カンマで区切った任意のノードのリスト

か、all キーワードを指定します。これは、指定したマウント・ポイントにこのデバイスのマ

ウントを試みるノードを指定します。ホスト名を指定する必要があります。all キーワー

ドは、機能的にはノードのリストを指定しないのと等しく、デバイスがすべてのノードにマウ

ントされることを示します。すべてのノードへのマウントはデフォルトの動作です。  

-o moptions ファイル・システムのマウント時に使用するマウント・オプションを指定します。Linux、

Solaris、および AIX で有効です。-a および-c と一緒に使用します。特定の-o 

moptions については、各オペレーティング・システムの mount コマンドを参照してくださ

い。各オペレーティング・システムのオプションは、all オプションを除いてすべて有効で
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オプション 説明 

す。  

-r auto_start=always のファイル・システムだけでなく、登録済のすべてのファイル・システ

ムを表示します。  

-t description マウントの説明を追加します。-a および-c と一緒に使用します。例: -t "HR 

Exports share"。構成されたリソースを参照する際に、この説明を後で表示できま

す。  

-u user ファイル・システムのマウントまたはアンマウント(起動および停止)が許可されるユーザー

を指定します。このオプションは、-a および-c と一緒に使用し、root 以外のユーザーに

よって起動または停止できる登録済のファイル・システムを作成する際に役立ちます。  

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

device フォーマットされた Oracle ACFS デバイス・ファイルを指定します。 

acfsutil registryは、Oracle ACFS永続マウント・レジストリのファイル・システムを追加、削除または表示します。マウント・

レジストリは、Oracle ACFS起動時に各ノードで指定されたすべてのファイル・システムをマウントするために使用されるグローバ

ル・レジストリです。レジストリを変更するには、root権限またはasmadmin権限が必要です。オペレーティング・システム・グループ

の権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」を参照してください。  

レジストリの内容は、どのユーザーでも表示できます。Oracle ACFSマウント・レジストリにすべてのファイル・システムをマウントす

るには、プラットフォーム固有のマウント・コマンドをallオプションとともに使用します。これは、各ノードでOracle ACFSの起動時

に自動的に実行されます。  

 

  
 

ノート: 

Oracle ACFS 登録(acfsutil registry)は、Oracle Restart (スタンドアロン)構成、すなわち単一インス

タンス(非クラスタ)環境では、サポートされません。  

「Oracle ACFSマウント・レジストリについて」を参照してください。  

例 

次に、acfsutil registryの使用例を示します。1つ目の例は、ボリューム・デバイス・ファイルおよびファイル・システム・マウント・

ポイントをレジストリに追加する方法を示しています。2つ目の例は、指定されたボリューム・デバイス・ファイルに関連付けられた

登録済マウント・ポイントをリストする方法を示しています。3つ目の例は、指定されたボリューム・デバイス・ファイルをレジストリか

ら削除する方法を示しています。 

例16-133 acfsutil registryコマンドの使用方法 
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$ /sbin/acfsutil registry -a /dev/asm/volume1-123 /acfsmounts/acfs1 

$ /sbin/acfsutil registry -m /dev/asm/volume1-123 

$ /sbin/acfsutil registry -d /dev/asm/volume1-123

acfsutil rmfs 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムを削除します。 

構文および説明 

acfsutil rmfs -h 

acfsutil rmfs device 

acfsutil rmfs device -b 

acfsutil rmfs -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-137に、acfsutil rmfsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-137 acfsutil rmfsコマンドのオプション 

オプション 説明 

device フォーマットされた Oracle ACFS デバイス・ファイルを指定します。 

-b バッチ・モードを指定します。ユーザー操作は必要ありません。 

acfsutil rmfsは、ディスマウントされるOracle ACFSを削除するために使用できます。コマンドを実行すると、ファイル・システ

ムのスーパーブロックは無効になります。このコマンドを実行するには、root権限またはasmadmin権限が必要です。オペレーティ

ング・システム・グループの権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」を参照してください。  

acfsutil rmfsが正常に実行されると、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATH列およびUSAGE列が、そのデバイス用にクリアされま

す。削除されたOracle ACFSは、fsckまたはacfschkdskを使用してリストアできます。デバイスは、mkfsコマンドまたは

acfsformatコマンドを使用して、新しいOracle ACFSで再フォーマットできます。  

例 

次に、acfsutil rmfsの使用例を示します。この例では、指定されたボリューム・デバイス・ファイルおよび関連するファイル・シス

テムを削除します。 

例16-134 acfsutil rmfsコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil rmfs /dev/asm/volume1-123

acfsutil scrub 

目的 
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メタデータまたはファイル・データ内の不整合をチェックしてレポートします。 

構文および説明 

acfsutil scrub [-h] [-n] [-m] [-q] [-e number] [-b ext1[,...]] [-z] [-a] [-p level]  

               [-t level] {file | directory} 

acfsutil -h scrubは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil scrubコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-138 acfsutil scrubコマンドのオプション 

オプション 説明 

-n ディレクトリを再帰的に修正しないことを指定します。  

-m メタデータのみを修正することを指定します。  

-q 非出力モードを指定します。レポートの不整合のみ標準出力されます。  

-e number  プログラムの終了までに検出される不整合の数を指定します。 

-b ext1,ext2, ...  指定された拡張子が付いたファイルを修正しないことを指定します。 

-z Oracle ACFS スナップショット・ディレクトリを修正しないことを指定します。 

-a デフォルトではスキップする拡張子(.dbf、.arc)を修正することを指定します。  

-p level I/O ロード・レベルを 0 (最低)から 6 (最高)で指定します。  

-t level トレース・レベルの冗長を 0 (簡潔)から 6 (冗長)で指定します。  

file ファイルのフルパス名を指定します。 

directory ディレクトリのフルパス名を指定します。 

LinuxシステムおよびAIXシステムで、acfsutil scrubコマンドは、Oracle ACFSディレクトリ・メタデータとファイル・ユーザーの

データおよびメタデータのミラー整合性をチェックします。  

メタデータの不整合があるパスの場合、整合性のないパスが表示されます。 

ユーザー・データの不整合があるファイル・パスの場合、次の情報が表示されます。 

 パス名 
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 不整合のバイト・オフセット 

 不整合のバイト長 

 不整合のADVMボリュームのバイト・オフセット 

acfsutil scrubを実行するには、root権限が必要です。  

例 

次に、acfsutil scrubコマンドの使用例を示します。1つ目のコマンドは、指定されたファイルのメタデータのみを修正します。2

つ目のコマンドは、指定されたディレクトリとすべてのネストしたファイル(スナップショット、txtファイルおよびpdfファイルを除く)を修

正します。3つ目のコマンドは、指定されたディレクトリと、出力レベルが5、トレース・レベルが3に設定されたすべてのネストしたファ

イルを修正します。 

例16-135 Oracle ACFS acfsutil scrubコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil scrub -m /acfsmnt/textdoc1.txt 

$ /sbin/acfsutil scrub -b txt,pdf -z /acfsmnt/dir1 

$ /sbin/acfsutil scrub -p 5 -t 3 /acfsmnt/dir1

acfsutil size 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムのサイズを変更します。 

構文および説明 

acfsutil size -h 

acfsutil size {[[+|-]n[K|M|G|T|P]] [-d volume_device] [-q]} | 

              {[-a n[K|M|G|T] ] [-x n[K|M|G|T] ]} mount_point 

acfsutil size -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil sizeコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-139 acfsutil sizeコマンドのオプション 

オプション 説明 

[+|-]n 

K|M|G|T|P 

Oracle ACFS ファイル・システムの新しいサイズを指定します。n は、ゼロより大きい有

効な正の整数です。数値の前には、追加または削減する量を示すために、+または-を

付けることができます。オペランドが指定されていなければ、新しいサイズは絶対サイズで

す。  

サイズに指定された整数の単位が K(KB)、M(MB)、G(GB)、T(TB)または P(PB)の

いずれであるかを指定します。単位インジケータを指定する場合は、整数の後に付ける

必要があります。省略した場合、デフォルトの単位はバイトです。  
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オプション 説明 

—q  コマンドを完了するために移動が必要な可能性のあるデータ量の見積りを提供します。 

-a n 空き領域が増分で指定された量を下回った場合に、自動サイズ変更によってファイル・

システムが拡張される増分を指定します。負以外の数値を指定する必要があり、その

後に必要に応じて K (KB)、M (MB)、G (GB)または T (TB)を付けて KB、MB、GB

または TB 単位の値を指定します。単位を省略した場合、デフォルトはバイトです。値

0 は、自動サイズ変更を無効にします。最小許容増分は、1G です。  

-x n ファイル・システムが自動的にサイズ変更する最大サイズを指定します。負以外の数値

を指定する必要があり、その後に必要に応じて K (KB)、M (MB)、G (GB)または T 

(TB)を付けて KB、MB、GB または TB 単位の値を指定します。単位を省略した場

合、デフォルトはバイトです。この値がファイル・システムの現行サイズを下回る場合、エ

ラーは戻されませんが、ファイル・システムが(システム管理者による手動アクションによっ

て)縮小してこの値を下回るまで自動サイズ変更は発生しません。値 0 は、最大サイズ

が構成されていないことを示すため、基礎となるボリュームの容量が不足するまで、ファイ

ル・システムの自動サイズ変更が継続して行われます。  

—d volume_device 指定されたデバイスのみサイズ変更します。 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

+/—、—aまたは—xのオプションのうち少なくとも1つを指定する必要があります。  

サイズの値は、ファイル・システムのブロック・サイズと、Oracle ADVMボリューム・デバイス・ファイルの割当て単位に基づいて端

数が切り上げられます。Oracle ADVMボリューム・デバイスのサイズ変更の増分を確認するには、V$ASM_VOLUMEビューの

RESIZE_UNIT_MBフィールド、asmcmd volinfoの出力のResize Unit、またはacfsutil info fsの出力のADVM resize 

incrementを調べます。  

acfsutil sizeコマンドを発行してファイル・システムを拡張または縮小する前に、acfsutil size -qを発行して、コマンドを完

了するために移動が必要な可能性のあるデータ量を報告できます。この見積りは、コマンドの完了までの時間を予測するのに

役立ちます。-qオプションを使用しても、ファイル・システムのサイズ変更は行われません。  

ADVM互換性属性が11.2.0.4以上に設定されたディスク・グループの場合、ファイル・システムを拡張できる回数に制限はあり

ません。  

ADVM互換性属性が11.2.0.4未満に設定されたディスク・グループの場合、ファイル・システムの内部記憶域ビットマップには、

5エクステントの制限があります。このため、ファイル・システムのサイズを4回以上増やした後に、増やそうとすると失敗します。た

だし、ファイル・システムのサイズを4回以上増やした後で、ファイル・システムのサイズを減らした場合、減らしたサイズよりも増や

すサイズが小さければ、ファイル・システムのサイズを再び増やすことができる場合があります。ファイル・システム拡張に対する制

限に達した場合に、fsckまたは-aオプションを指定したacfschkdskを実行すると、内部記憶域ビットマップが統合され、次の

ファイル・システム拡張が可能になります。  
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rootまたはasmadminグループのメンバーであるユーザーがこのコマンドを実行できます。オペレーティング・システム・グループの権

限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」を参照してください  

手動サイズ変更オプション 

+または-オプションは、マウント済のOracle ACFSとその基礎となるOracle ADVM記憶域を、指定された新しいサイズに一致

するように拡大または縮小させます。この操作は、基礎となるOracle ADVMボリューム・ファイルのサイズも、指定した新しい長

さと一致するように変更します。ただし、ファイル・システム・サイズに対する増加のリクエストに対応するには、ディスク・グループに

十分な空き記憶域が必要です。  

acfsutil sizeを使用して、ファイル・システム全体、または指定したデバイスのみを拡張または縮小できます。  

ファイル・システム・サイズを縮小すると、ファイル・システムの最後にある未使用記憶域がディスク・グループに戻されます。  

Oracle ASMリリース18cより前のリリースでは、縮小操作が成功するのは、その操作においてファイル・システム内の既存のファ

イルを移動する必要がなかった場合のみでした。Oracle ASMリリース18cの場合、縮小プロセスは、ファイル・システムを縮小

する際にファイルを必要に応じて移動します。このファイルの移動プロセスには時間がかかる場合があります。また、ファイル・シス

テムを拡大するための後続コマンドでもデータの移動が必要な可能性があり、その場合には時間がかかります。 

 

  
 

ノート: 

 ファイル・システムを拡張または縮小する試みが部分的に成功する可能性があります。その結果として、

acfsutil size コマンドが発行される前よりも、ファイル・システムのサイズが大きくなったり小さくなったりする

場合があります。ただし、エラーや環境の変化が原因で、新しいサイズは要求されたサイズでない可能性が

あります。なんらかの原因でノードで拡張操作または縮小操作が失敗した場合は、USM イベント・ログおよび

OKS ログにエラー・メッセージが書き込まれます。  

 アクセラレータ・ボリュームの縮小によって、アクセラレータ・ボリュームからプライマリ・ボリュームにメタデータが移

行されることはありません。アクセラレータ上のデータが多すぎるとプロセスは失敗します。 

 縮小コマンドは、削除されるボリュームの領域から、ボリュームの別の部分にファイルを移動します。このファイ

ルの移動により、これらのファイルのフラグメンテーションが変更されることがあります。その結果として、ファイ

ル・システムの縮小操作の前よりもファイルのフラグメンテーションの数が増加する可能性があります。また、フ

ラグメンテーションの数が少なくなる可能性もあります。 

自動サイズ変更オプション 

自動サイズ変更オプション(-aオプション)は、ファイル・システムの使用可能な空き領域が増分で指定された量を下回った場合

に、Oracle ACFSファイル・システムが自動的に拡大される増分を指定します。自動サイズ変更オプションの使用時に許容さ

れる最大サイズ(-xオプション)を指定することもできます。acfsutil info fsコマンドの出力には、自動サイズ変更の増分量

および最大量が表示されます。-aオプションを指定せずに-xオプションのみを指定した場合(かつ、自動サイズ変更増分を指定

したことがない場合)、増分がゼロのままのであれば警告が発行されます。前にコマンドを起動して増分をすでに設定していた場

合、このコマンドは成功します。自動サイズ変更には、ADVM互換性属性を12.2以上に設定する必要があります。  

ノードでの自動サイズ変更がなんらかの理由で失敗した場合、そのノードの自動サイズ変更は一時的に無効になります。エ
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ラー・メッセージがUSMイベント・ログおよびOKSログに書き込まれます。別のノードでは自動サイズ変更が引き続き発生しますが、

失敗が基礎となるボリュームの空き領域の不足による場合は、すぐにすべてのノードで自動サイズ変更が無効になります。ファイ

ル・システムによって自動サイズ変更の定期的な試行が継続されますが、その間隔は次第に長くなります。基礎となるOracle 

ASMディスク・グループに領域がさらに追加されるなど、サイズ変更が成功すると、そのノードの自動サイズ変更は再度有効にな

ります。あるノードでファイル・システムの自動サイズ変更が成功しても、他のノードではエラー状態のままであることもあります。自

動サイズ変更を手動で再度有効にするには、ファイル・システムを再マウントするか、-aまたは-xオプションを指定したacfsutil 

sizeコマンドを再度実行して自動サイズ変更の設定を更新します。ファイル・システムがacfsutil size -xで指定した最大サ

イズまで拡大した場合、自動サイズ変更は有効なままですが、最大値を増やすまでファイル・システムはそれ以上拡大しません。  

-d引数は、自動サイズ変更引数の-aおよび-xと互換性がありません。-dでボリューム・デバイスを指定しない場合、ファイル・シ

ステムのサイズを表すプライマリ・ボリュームに適用されるストレージの容量をコール元が指定していると想定されます。アクセラ

レータ・ボリュームがあるファイル・システムを拡大するとき、acfsutil sizeコマンドは、アクセラレータ・サイズを増やす必要がある

かどうかを判別します。アクセラレータを大きくする必要があるのに増やすことができない場合、コマンドは失敗し、プライマリ・ボ

リュームは同じサイズのままです。ファイル・システムを縮小すると、プライマリ・ボリュームのみが縮小されます。-dオプションでボ

リューム・デバイスを指定した場合、指定したサイズはプライマリ・ボリュームまたはアクセラレータ・ボリュームのいずれか指定した方

に適用され、そのボリューム・デバイスのみが変更されます。結果のアクセラレータ・ボリューム・サイズがプライマリ・ボリューム・サイ

ズに対応できるほど大きくない場合は、コマンドから警告が表示されます。  

アクセラレータ・ボリュームと自動サイズ変更を使用する場合、自動サイズ変更の-a引数で指定した増分はプライマリ・ボリューム

に適用されますが、プライマリ・ボリュームとアクセラレータ・ボリュームの両方が監視されます。自動サイズ変更により、プライマリ・

ボリュームは指定した増分ずつ、または必要に応じてより大きい増分で拡大します。自動サイズ変更では、アクセラレータ・ボ

リュームを監視して、必要に応じてより小さい増分で拡大することもできます。自動サイズ変更でプライマリ・ボリュームを拡大する

必要があるとき、新規拡大に対応するのに十分な領域がアクセラレータに残っていない場合は、まずアクセラレータを拡大しよう

とし、それが失敗した場合、プライマリ・ボリュームは同じサイズのままです。  

空き領域が構成した自動サイズ変更増分を下回っているためにトリガーされるばかりでなく、次のような他の条件でも自動サイ

ズ変更が実行されます。 

 ファイル・システムの空き領域が現在のファイル・システム・サイズの10%または5GBのいずれか小さい方を下回っている

場合。  

 コピーオンライトで、書込み用に新しいストレージを割り当てるのに十分な連続した領域がファイル・システムに見つから

ない場合。 

 デフラガで、ファイル内の8MB相当のエクステントをデフラグするために割り当てるのに十分な連続した領域が見つから

ない場合。 

これらの条件により、十分な合計空き領域を保持する大規模ファイル・システムは、自動サイズ変更が不必要に発生しないよ

うに保護されますが、領域はアプリケーションが使用できないほどフラグメント化されます。 

構成された自動サイズ変更間隔より頻繁に拡大するほど非疎ファイルがサイズ変更される場合、ファイル・システムは、サイズ変

更要求が満たされるように自動サイズ変更増分の倍数ずつ自動サイズ変更されます。 

例 
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次に、acfsutil sizeの使用例を示します。この例では、/acfsmounts/acfs1ファイル・システムのプライマリ・デバイス・ファイル

のサイズを500MBずつ増やします。 

例16-136 acfsutil sizeコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil size +500M /acfsmounts/acfs1

acfsutil thaw 

目的 

acfsutil freezeコマンドがファイル・システムで発行された後にアクティビティを再開します。  

構文および説明 

acfsutil thaw -h 

acfsutil thaw mount_point 

acfsutil thaw -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil thawコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-140 acfsutil thawコマンドのオプション 

オプション 説明 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。 

acfsutil freezeコマンドを使用してファイル・システムでの変更アクティビティを一時的に停止した後、acfsutil thawコマンド

を使用してアクティビティを再開できます。acfsutil freezeの詳細は、「acfsutil freeze」を参照してください。  

例 

次に、acfsutil thawコマンドの使用例を示します。 

例16-137 acfsutil thawコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil thaw /acfsmounts/acfs1

acfsutil version 

目的 

Oracle ACFSのバージョン情報を表示します。 

構文および説明 

acfsutil version -h 

acfsutil version -v  

acfsutil version -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  
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次の表に、acfsutil versionコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-141 acfsutil versionコマンドのオプション 

オプション 説明 

—v Oracle ACFS に関する詳細なバージョン情報を表示します。 

このコマンドを使用するには管理者権限か、Oracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。

例16-138 acfsutil versionの使用方法 

最初の例では、Oracle ACFSリリース・バージョンに関する基本情報が表示されています。2番目の例では、インストールされて

いるOracle ACFSコンポーネントに関する詳細なバージョン情報が表示されています。 

$ /sbin/acfsutil version 

acfsutil version: 19.0.0.0.0 

$ /sbin/acfsutil version -v 

Kernel: 

    Build version: 19.0.0.0.0 

    Build full version: 19.2.0.0.0 

    Build hash:    9728583571 

    Bug numbers:   26947218 

Commands: 

    Build version: 19.0.0.0.0 

    Build full version: 19.2.0.0.0 

    Build hash:    9728583571 

    Bug numbers:   26947218

advmutil canonical 

目的 

advmutil canonicalは、指定したOracle ADVMデバイス名の正規名を表示します。  

構文および説明 

advmutil -h 

advmutil canonical volume_device 

advmutil -hはヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-142に、advmutil canonicalコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-142 advmutil canonicalコマンドのオプション 

オプション 説明 

volume_device Oracle ADVM ボリューム・デバイスを識別する文字列を指定します。 

Oracle ADVMボリューム・デバイスを識別できるいくつかの異なる形式がありますが、ボリューム・デバイス名がSRVCTLなどの他

のコマンドで使用される場合は、標準化された、明白な(正規の)名前を使用する必要があります。  
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たとえば、Windowsオペレーティング・システムでは、ボリューム・デバイス名に\\.\、\??\、\\?\の接頭辞を使用できます。 

advmutil canonicalコマンドは、他のユーティリティが余分な文字を取り除かなくても認識できる正規名を戻します。このコマン

ドはスクリプトでよく使用されます。  

例 

次に、Windowsでのadvmutil canonicalの使用例を示します。各例では、コマンドはボリューム・デバイスの正規名を戻しま

す。 

例16-139 advmutil canonicalの使用方法 

[C:\]advmutil canonical asm-volume1-274 

asm-volume1-274 

  

[C:\]advmutil canonical \\.\asm-volume1-274 

asm-volume1-274 

  

[C:\]advmutil canonical \\?\asm-volume1-274 

asm-volume1-274 

  

[C:\]advmutil canonical \??\asm-volume1-274 

asm-volume1-274

advmutil volinfo 

目的 

advmutil volinfoは、Oracle ADVMボリューム・デバイスに関する情報を表示します。  

構文および説明 

advmutil -h 

advmutil volinfo [-l][-L] [volume_device] 

advmutil -hはヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表16-143に、advmutil volinfoコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表16-143 advmutil volinfoコマンドのオプション 

オプション 説明 

volume_device 任意のボリューム・デバイス名を指定します。 

-l 1 行の Oracle ADVM ボリューム・デバイス情報をフィールドの説明とコロンで区切りま

す。 

-L 1 行の Oracle ADVM ボリューム・デバイス情報を空白で区切ります。 

advmutil volinfoは、デフォルトではOracle ADVMボリューム・デバイスに関する情報をリスト形式で表示します。Linuxで
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は-l(Windowsでは/l)オプションで、表示をコロンで区切られた文字列とフィールドの説明の書式に設定します。Linuxでは-

L(Windowsでは/L)オプションで、表示をスクリプトに適した空白で区切られた文字列の書式に設定します。  

例 

1つ目の例では、ボリューム・デバイス名を指定してadvmutil volinfoコマンドを使用し、Oracle ADVMボリューム・デバイスに

関する情報を表示します。2つ目の例では、-lオプションを使用してボリューム・デバイスに関する情報を表示します。3つ目の例

では、-Lオプションを使用してボリューム・デバイスに関する情報を表示します。 

例16-140 advmutil volinfoの使用方法 

$ /sbin/advmutil volinfo /dev/asm/volume1-123 

Device : /dev/asm/volume1-228 

Interface Version: 1 

Size (MB): 256 

Resize Increment (MB): 32 

Redundancy: mirror 

Stripe Columns: 4 

Stripe Width (KB): 128 

Disk Group: DATA 

Volume: VOLUME1 

Compatible.advm : 11.2.0.0.0 

$ /sbin/advmutil volinfo -l /dev/asm/volume1-228 

Device : /dev/asm/volume1-228 : Interface Version : 1 : Size (MB) : 256 :  

Resize Increment (MB) : 32 : Redundancy : mirror : Stripe Columns : 4 :  

Stripe Width (KB) : 128 : Disk Group : DATA : Volume : VOLUME1 :  

Compatible.advm : 11.2.0.0.0 

$ /sbin/advmutil volinfo -L /dev/asm/volume1-228 

/dev/asm/volume1-228  1  256 32  mirror  4  128  DATA  VOLUME1  11.2.0.0.0
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第IV部 高度なトピック  

第IV部の章の内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFSの高度なトピックの理解 

 Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの構成 

 Oracle Flex ASMの管理 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理 

 SQL*Plusを使用したOracle ASMでのデータベース・ファイルの作成 
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17 Oracle ACFSの高度なトピックの理解  

Oracle ACFSの高度なトピックには、さらに複雑な管理の問題に関する説明が含まれています。 

この付録では、Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)の制限事項、高

度な管理およびトラブルシューティングなどの高度なトピックについて説明します。 

 

関連項目: 

Oracle ACFSおよびOracle ADVMの詳細は、My Oracle Support(https://support.oracle.com)の記事を参照し

てください。  

この付録の内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFSの制限事項 

 Oracle ADVMの制限事項 

 Oracle ACFSループバックのサポート 

 Oracle ACFSドライバ・リソース管理 

 Oracle ACFSレジストリ・リソース管理 

 Oracle ACFSファイル・システム・リソース管理 

 Oracle ACFSとOracle Restart 

 Oracle ACFSドライバのコマンド 

 Oracle ACFSプラグインの汎用アプリケーション・プログラミング・インタフェース 

 Oracle ACFSタグ付けの汎用アプリケーション・プログラミング・インタフェース 

 Oracle ACFS診断コマンド 

 Oracle ACFS I/O障害コンソール・メッセージの理解 

Oracle ACFSの概要は、「Oracle ACFSおよびOracle ADVMの概要」を参照してください。  

Oracle ACFSの制限事項 

この項では、Oracle ACFSの制限事項について説明します。  

この項の内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFSディスク領域使用量 

 Oracle ACFSのエラー処理 

 Oracle ACFSとNFS 

 

https://support.oracle.com/
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ノート: 

Oracle ACFS では、ディレクトリのハード・リンクをサポートしません。 

Oracle ACFSディスク領域使用量 

Oracle ACFSは、32ビットシステム上の64個、および64ビットシステム上の256個のそれぞれマウントされたファイル・システム

をサポートします。十分なメモリーがある場合はそれ以上のファイル・システムをマウントできます。 

Oracle ACFSは、ファイル・システム内の2^40 (1兆)ファイルをサポートします。40億以上のファイルがテストされました。ファイ

ル・システム内のディレクトリ数に絶対的な制限はありません。制限はハードウェア・リソースに基づきます。 

Oracle ACFSでは、データを書き込む際、パフォーマンスを高めるために大規模なユーザー・ファイルを事前に割り当てます。こ

の記憶域は、ファイルが閉じられても戻されませんが、ファイルを削除すると戻されます。ノードでファイル・システムが初めてマウン

トされるときには、Oracle ACFSによりローカル・メタデータ・ファイルも割り当てられます。その結果、領域不足エラーが原因でマ

ウントが失敗する可能性があり、この記憶域の大部分は隣接している必要があります。この記憶域は、1ノード当たり約64から

128MBです。 

空き領域を探すときに、グローバル記憶域ビットマップ上での競合を減らすために、Oracle ACFSはローカル・ビットマップも使用

できるようにしておきます。このディスク領域は、一部の領域が実際にまだ割り当てられていない場合でも、Linux dfコマンドなど

のツールによってin useとしてレポートされます。このローカルの記憶域プールは、ノードごとに128 MBと同じ大きさにでき、dfな

どのようなコマンドでもスペース割当てを可能にし、割り当てられているよりも少ない領域でレポートできます。  

Oracle ACFSファイル・システムに割り当てることができる最大サイズを表17-1に示します。Oracle ACFSおよびOracle 

ASMに対するストレージ制限は、ディスク・グループ互換性属性によって決まります。 

表17-1 Oracle ACFSファイル・システムまたはOracle ADVMボリュームの最大ファイル・サイズ 

冗長性 

COMPATIBLE.ASM < 12.2.0.1のディ

スク・グループ 

COMPATIBLE.ASM >= 12.2.0.1の

ディスク・グループ＊ 

外部 128 TB 128 TB 

標準 64 TB 128 TB 

高 42.6 TB 128 TB 

 

関連項目: 

 ファイル・サイズの制限とディスク・グループの互換性設定の詳細は、「ディスク・グループの互換性を設定する際の考慮

事項」  

 Oracle ASMアイルおよびディスク・グループのストレージ制限の詳細は、「Oracle ASMストレージの制限」  
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 Oracle ASMファイル・サイズの制限の詳細は、表4-5  

Oracle ACFSのエラー処理 

Oracle ACFSまたは別のファイル・システムがOracle ADVMボリュームを使用しているときにOracle ASMインスタンスに障害

が発生したり強制終了となると、I/O障害が発生します。そのボリュームに再びアクセスするには、ボリュームを閉じてから、開きな

おす必要があります。これには、ローカルOracle ASMインスタンスの障害発生時にマウントされていたすべてのファイル・システム

をディスマウントします。インスタンスの再起動後に、対応するディスク・グループを有効なボリュームでマウントしてから、ファイル・シ

ステムを再マウントすることも必要です。「ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムの登録解除、ディスマウント、無効

化」を参照してください。  

ファイル・システムがOracle ADVMボリューム・ファイルに現在マウントされている場合は、それらのファイル・システムを先にディス

マウントせずにOracle ASMインスタンスを終了するのに、SHUTDOWN ABORTコマンドを使用しないでください。使用すると、アプリ

ケーションでI/Oエラーが発生し、Oracle ASMストレージの隔離前に、終了時点で書き込まれるOracle ACFSのユーザー・

データおよびメタデータがストレージにフラッシュされない可能性があります。ファイル・システムをディスマウントする時間がない場合

は、SHUTDOWN ABORT操作を発行する前に、2つのsync (1)コマンドを実行してキャッシュ済のファイル・システム・データおよびメ

タデータを永続ストレージにフラッシュする必要があります。  

メタデータの書込みが失敗した場合、その原因がOracle ASMインスタンスの障害であろうと記憶域の障害であろうと、Oracle 

ACFSはオペレーティング・システム環境を中断しません。かわりに、Oracle ACFSはエラーを特定のファイル・システムにまで隔

離し、ファイル・システムをオフライン・エラー状態にします。それ以降、そのファイル・システムのそのノードで成功する唯一の操作

は、ディスマウント操作です。もう1つのノードでは(記憶域にメタデータを書き込めると仮定して)、未処理のメタデータ・トランザク

ションがリカバリされます。I/Oの異常が解決したら、オフラインにしたノードにファイル・システムを再びマウントできます。 

ファイル・システムのディレクトリがプロセスの現在の作業ディレクトリであるなど、ファイル・システムを参照するプロセスが存在する

場合、管理者がオフライン・エラー状態にあるファイル・システムをディスマウントすることはできません。この場合、ファイル・システ

ムをディスマウントするには、ファイル・システムのファイルおよびディレクトリを参照するそのノード上のすべてのプロセスを識別して、

それらを終了させる必要があります。Linuxのfuserまたはlsofコマンド、あるいはWindowsのhandleコマンドは、プロセスおよ

びオープン・ファイルに関する情報を表示します。  

Oracle ACFSは、チェックサムまたは想定されるタイプの比較に基づいて、読取り操作から戻されたファイル・メタデータで不整

合を検出すると、適切な処理を実行して影響を受けるファイル・システム・コンポーネントを隔離し、fsckまたはacfschkdskをで

きるだけ早く実行する必要があることを示す通知を生成します。ファイル・システムがマウントされるたびに、fsckまたは

acfschkdskが実行されるまで、システム・イベント・ログ出力メッセージにより通知が生成されます。  

Oracle ACFSとNFS 

Linux上のNFSを介してファイル・システムをエクスポートするときには、-fsid=numエクスポート・オプションを使用します。このオ

プションは、NFSクライアントとの通信に使用されるファイル・ハンドルのファイル・システム識別子の部分を、ファイル・システムがマ

ウントされているブロック・デバイスのメジャー番号およびマイナー番号から導出された数値のかわりに、強制的に指定した値にし

ます。numには32ビットの番号であれば使用できますが、エクスポートされたすべてのファイル・システムの間で一意であることが必

要です。また、numは、クラスタのメンバー間で一意であり、特定のファイル・システムのクラスタの各メンバーで同じnumであることが
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必要です。これが必要なのは、Oracle ASM DVMブロック・デバイスのメジャー番号が、同じノードのすべての再起動で、また

はクラスタ内の様々なノードで、同じであると保証されないためです。  

Gridホーム・クラスタ用の高可用性NFS (HANFS)を使用している場合、HANFSでは、前の段落で記述されている状況を

自動的に処理します。HANFSの詳細は、「Oracle Grid Infrastructure用の高可用性Network File Storage」を参

照してください。  

Oracle ADVMの制限事項 

このトピックでは、Oracle ADVMの制限事項について説明します。 

Oracle ADVMボリュームのデフォルトの構成は、8列、ストライプ幅が1MBです。デフォルトのボリューム・エクステント・サイズは

64MBです。  

Oracle ADVM動的ボリュームで列数を1に設定すると、Oracle ADVMボリュームのストライプ化は事実上終了します。データ

ベース・データ・ファイルおよびその他のファイルを使用して最適なパフォーマンスを実現するには、列を8(デフォルト)に設定するこ

とをお薦めします。  

Linuxプラットフォームでは、Oracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)ボリューム・デバイスは、Oracle ASM

ディスク・グループ内の基礎となるストレージの構成に関係なく、ブロック・デバイスとして作成されます。Oracle ADVMボリュー

ム・ブロック・デバイスのRAWボリューム・デバイスへのマップにRAW (8)を使用しないでください。  

Oracle ADVMボリュームを管理するASMCMDコマンドの詳細は、ASMCMDによるOracle ADVMの管理を参照してくださ

い。  

ACFSスナップショットを使用したフル・データベース(非CDBまたはCDB)のク

ローニング方法 

ACFSスナップショットは、ファイル・システムのスパースなPoint-in-Timeコピーであり、これを使用すると、DBがACFS上にある

場合に、PDBスナップショット・クローニングを使用してPDBのクローンと同様にフルDBクローンも作成できます(PDBクローニング

のユーザー・インタフェース)。ACFSスナップショットをテスト環境および開発環境で使用して、テスト・マスターの高速で領域効率

の高いクローンを作成できます。この項では、ACFSスナップを使用してフルDBクローンを作成するために必要なステップを例とと

もに説明します。  

テスト設定: クローニングされるSOURCEという単一のテスト・マスターCDBがあります。このCDBにはsourcepdb[1-10]という名

前で10個のPDBがあり、それぞれOLTPスキーマとともにロードされます。これはReal Application Cluster (RAC)データ

ベースで、インスタンスは両方のノードで実行されています。データファイル、REDOログおよび制御ファイルは、"/mnt/dbvol"に

マウントされたACFSに格納されます。このファイル・システムは、DATAディスク・グループに作成されます。リカバリ・ログおよびアーカ

イブ・ログは、RECOディスク・グループの最上位に作成される、"/mnt/rvol"にマウントされたファイル・システムに格納されます。

ACFSスナップはファイル・システム内に格納され、同じマウントポイントを介してアクセスできます。  

問題が発生した場合のリカバリ方法を提供するために、テスト・マスター・データベースのバックアップを定期的に作成することをお

薦めします。 
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ExadataでのACFSスナップショットの構成の詳細は、Oracle Exadataストレージ・スナップショットの設定を参照してください 

様々なACFSスナップショットのユースケースの詳細は、ExadataでのOracle ACFSスナップショットのユースケースに関するMy 

Oracle Support (MOS)ノートを参照してください(ドキュメントID 2761360.1)。 

クローンを作成および使用するステップ 

1. データベースがアーカイブ・ログ・モードであることを確認します。 

SQL> archive log list 

Database log mode              Archive Mode 

Automatic archival             Enabled 

Archive destination            /mnt/rvol/archive 

Oldest online log sequence     488 

Next log sequence to archive   489 

Current log sequence           489 

SQL> 

2. テスト・マスター・データベースの制御ファイルのSQLトレース・バックアップを取得します。生成されたスクリプトは、このテ

スト・マスターのスナップショットごとに制御ファイルを作成するための基礎として使用されます。このバックアップは、AS句

で指定された場所に作成されます。RESETLOGS引数を指定すると、create controlfile文のRESETLOGSバー

ジョンのみがトレース・ファイルに生成されます。 

SQL> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE AS '/tmp/source1_ctlfile_bkup.sql' RESETLOGS; 

Database altered. 

[oracle@machine ~]$ ls -lrt /tmp/source1_ctlfile_bkup.sql 

-rw-r----- 1 oracle oinstall 32874 Jun 16 04:01 /tmp/source1_ctlfile_bkup.sql 

3. DBインスタンスがspfileを現在使用している場合は、spfileからpfileを作成します。 

SQL> CREATE PFILE=’/tmp/clone_pfile.ora’ FROM SPFILE; 

  

File created. 

  

SQL> 

pfileは、PFILE=句で指定された場所に保存されます。  

4. テスト・マスター・データベースを停止し、データファイル・ファイル・システムのRWスナップを作成します。 

[oracle@machine ~]$ srvctl stop database -db source 

[oracle@machine ~]$ /sbin/acfsutil  snap create -w clone /mnt/dbvol/ 

acfsutil snap create: Snapshot operation is complete. 

[oracle@machine ~]$ /sbin/acfsutil snap info clone /mnt/dbvol/ 

snapshot name:               clone 

snapshot location:           /mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone 

RO snapshot or RW snapshot:  RW 

parent name:                 /mnt/dbvol/ 

snapshot creation time:      Tue Jun 16 04:09:10 2020 

file entry table allocation: 17170432   (  16.38 MB ) 

storage added to snapshot:   17170432   (  16.38 MB ) 

$ 

5. ステップ2で生成されたトレース・ファイルを変更します。 

バックアップされたトレース・ファイル内の次のブロックは、 
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STARTUP NOMOUNT 

CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "SOURCE" RESETLOGS  ARCHIVELOG 

    MAXLOGFILES 192 

    MAXLOGMEMBERS 3 

    MAXDATAFILES 1024 

    MAXINSTANCES 32 

    MAXLOGHISTORY 2254 

LOGFILE 

  GROUP 5 ( 

    '/mnt/dbvol/oradata/SOURCE/onlinelog/o1_mf_5_hfh27gq1_.log', 

    '/mnt/rvol/fast_recovery_area/SOURCE/onlinelog/o1_mf_5_hfh27jgv_.log' 

  ) SIZE 2048M BLOCKSIZE 512, 

  GROUP 6 ( 

    '/mnt/dbvol/oradata/SOURCE/onlinelog/o1_mf_6_hfh27ymp_.log', 

    '/mnt/rvol/fast_recovery_area/SOURCE/onlinelog/o1_mf_6_hfh280cb_.log' 

  ) SIZE 2048M BLOCKSIZE 512 

次のように変更する必要があります。 

CREATE CONTROLFILE  DATABASE "SOURCE" RESETLOGS ARCHIVELOG 

    MAXLOGFILES 192 

    MAXLOGMEMBERS 3 

    MAXDATAFILES 1024 

    MAXINSTANCES 32 

    MAXLOGHISTORY 2254 

LOGFILE 

  GROUP 5  SIZE 2048M BLOCKSIZE 512, 

  GROUP 6  SIZE 2048M BLOCKSIZE 512 

新しいREDOログ・ファイルを作成するので、ターゲット・ファイルを作成するためにDBインスタンスによって

db_create_online_log_dest_1パラメータが選択されることに注意してください。前述の文で名前を指定する必要

はありません。OracleがOracle Managed Files (OMF)を使用して名前を指定します。  

CREATE CONTROLFILE文で指定されているDATABASE名は、テスト・マスターのデータベース名と一致する必要がありま

す。DB_UNIQUE_NAMEパラメータは、これをテスト・マスターとは別のデータベースにするために使用されます。  

DATAFILEブロックのファイル名は、スナップショットで作成されたファイルを指すようにディレクトリ構造を変更する必要が

あります。  

ノート: これらのファイル名を変更しないと、スナップショットがファイルを破損して親ファイルを直接使用し始める可能性

があります。スナップショットの場所を指すようにすべてのデータファイル名が変更されていることを確認してください。 

次の名前のファイルは、 

/mnt/dbvol/oradata/source/datafile/o1_mf_system_hkp8q4l0_.dbf 

次の名前に変更する必要があります 

/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/source/datafile/o1_mf_system_hkp8q4l0_.dbf 

制御ファイルの作成を試行する前に、すべてのスナップショット・データ・ファイルが存在することを確認してください。 

TEMPファイルはすべて新規作成されるため、対応する文を変更する必要があります。 

 古いTEMPファイルの句: 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

'/mnt/dbvol/oradata/SOURCE/datafile/o1_mf_temp_hf9ck61d_.tmp' 

     SIZE 1377M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360  MAXSIZE 32767M; 
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ALTER SESSION SET CONTAINER = "PDB$SEED"; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE '/mnt/dbvol/oradata/SOURCE/datafile/temp012020-06-

01_03-40-57-522-AM.dbf' 

     SIZE 37748736  REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360  MAXSIZE 32767M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = "SOURCEPDB1"; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

'/mnt/dbvol/oradata/SOURCE/A70228A28B4EB481E053DFB2980A90DF/datafile/o1_mf_temp_hf9f8yx

z_.dbf' 

     SIZE 37748736  REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360  MAXSIZE 32767M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = "SOURCEPDB2"; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

'/mnt/dbvol/oradata/SOURCE/A70229825B448EF3E053E0B2980AA4D4/datafile/o1_mf_temp_hf9f9go

q_.dbf' 

     SIZE 37748736  REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360  MAXSIZE 32767M; 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 新しいTEMPファイルの句: 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE SIZE 1377M AUTOEXTEND ON NEXT 655360 MAXSIZE 32767M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = "PDB$SEED"; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE SIZE 37748736   AUTOEXTEND ON NEXT 655360  MAXSIZE 

32767M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = "SOURCEPDB1"; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE SIZE 37748736   AUTOEXTEND ON NEXT 655360  MAXSIZE 

32767M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = "SOURCEPDB2"; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE SIZE 37748736   AUTOEXTEND ON NEXT 655360  MAXSIZE 

32767M; 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 

  
 

ノート: 

OMF が一時ファイルの命名に使用されており、ファイル名を指定する必要はありません。  

 その他の変更点:  

 全体にわたってREUSE文を削除します。  

 RECOVER DATABASEコマンドを削除します。  

 ブロック変更トラッキングを有効にするコマンドを削除します。  

次に、完全な制御ファイル作成文の例を示します。 

STARTUP NOMOUNT 

CREATE CONTROLFILE  DATABASE "SOURCE" RESETLOGS  ARCHIVELOG 

    MAXLOGFILES 1024 

    MAXLOGMEMBERS 5 

    MAXDATAFILES 32767 

    MAXINSTANCES 32 

    MAXLOGHISTORY 33012 

LOGFILE 

GROUP 1 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512,  

GROUP 2 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512,  

GROUP 5 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512,  
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GROUP 6 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512  

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/datafile/o1_mf_system_hkpjm4lh_.dbf', 

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFDB0C85C03151AE053FE5E1F0AA61D/datafile/o1_mf_system_h

kpjm4rf_.dbf', 

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/datafile/o1_mf_sysaux_hkpjm56t_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFDB0C85C03151AE053FE5E1F0AA61D/datafile/o1_mf_sysaux_h

kpjm6x4_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/datafile/o1_mf_undotbs1_hkpjm6x0_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFDB0C85C03151AE053FE5E1F0AA61D/datafile/o1_mf_undotbs1

_hkpjm6w5_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/datafile/o1_mf_undotbs2_hkpjm6tx_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/datafile/o1_mf_users_hkpjm722_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFE1E09C8245CC2E053FE5E1F0A5632/datafile/o1_mf_system_h

kpjmqds_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFE1E09C8245CC2E053FE5E1F0A5632/datafile/o1_mf_sysaux_h

kpjmqoc_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFE1E09C8245CC2E053FE5E1F0A5632/datafile/o1_mf_undotbs1

_hkpjmtl7_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFE1E09C8245CC2E053FE5E1F0A5632/datafile/o1_mf_undo_2_h

kpjn03d_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFE1E09C8245CC2E053FE5E1F0A5632/datafile/o1_mf_users_hk

pjn16b_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AAFE1E09C8245CC2E053FE5E1F0A5632/datafile/o1_mf_soe_hkpj

n1ft_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB1122BDE19EF370E053FE5E1F0A4E77/datafile/o1_mf_system_h

kpjn8h4_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB1122BDE19EF370E053FE5E1F0A4E77/datafile/o1_mf_sysaux_h

kpjn8nt_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB1122BDE19EF370E053FE5E1F0A4E77/datafile/o1_mf_undotbs1

_hkpjn8qq_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB1122BDE19EF370E053FE5E1F0A4E77/datafile/o1_mf_undo_2_h

kpjnf2p_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB1122BDE19EF370E053FE5E1F0A4E77/datafile/o1_mf_users_hk

pjnglw_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB1122BDE19EF370E053FE5E1F0A4E77/datafile/o1_mf_soe_hkpj

nkm6_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB112685643A0B77E053FE5E1F0A7BDD/datafile/o1_mf_system_h

kpjnl8v_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB112685643A0B77E053FE5E1F0A7BDD/datafile/o1_mf_sysaux_h

kpjnmfm_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB112685643A0B77E053FE5E1F0A7BDD/datafile/o1_mf_undotbs1

_hkpjnqjz_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB112685643A0B77E053FE5E1F0A7BDD/datafile/o1_mf_undo_2_h

kpjnqk7_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB112685643A0B77E053FE5E1F0A7BDD/datafile/o1_mf_users_hk

pjnygh_.dbf',   

'/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/AB112685643A0B77E053FE5E1F0A7BDD/datafile/o1_mf_soe_hkpj

nyv6_.dbf' 

CHARACTER SET AL32UTF8; 

--  

--  

-- Create log files for threads other than thread one. 

ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD 2 

GROUP 3 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512 , 

GROUP 4 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512 , 

GROUP 7 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512 , 

GROUP 8 SIZE 4096M BLOCKSIZE 512 ; 

-- Database can now be opened zeroing the online logs. 
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ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; 

-- Open all the PDBs. 

ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN; 

-- Commands to add tempfiles to temporary tablespaces. 

-- Online tempfiles have complete space information. 

-- Other tempfiles may require adjustment. 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

     SIZE 32768M  AUTOEXTEND ON NEXT 16384M MAXSIZE 524288M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = PDB$SEED; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

     SIZE 32767M  AUTOEXTEND OFF; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = PDB201; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

     SIZE 32768M  AUTOEXTEND ON NEXT 16384M MAXSIZE 524288M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = PDB202; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

     SIZE 32768M  AUTOEXTEND ON NEXT 16384M MAXSIZE 524288M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = PDB203; 

ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE 

     SIZE 32768M  AUTOEXTEND ON NEXT 16384M MAXSIZE 524288M; 

ALTER SESSION SET CONTAINER = CDB$ROOT; 

-- End of tempfile additions. 

shutdown immediate 

exit 

6. 前述のステップ3でバックアップしたPFILEを編集します。データベース・クローンについてもdb_nameは同じままですが、

db_unique_nameは異なる必要があることに注意してください。RACインスタンスもdb_unique_nameから名前を導出

する必要があります。ファイル・パスがスナップ内の対応する場所を指していることを確認します。必要な変更を次にまと

めます。 

 追加される新しいパラメータ。 

*.db_unique_name='clone' 

 既存のインスタンス名を新しいインスタンス名に変更します。  

 変更前: 

    source1.instance_number=1 

    source2.instance_number=2 

    source1.thread=1 

    source2.thread=2 

    source1.undo_tablespace='UNDOTBS1' 

    source2.undo_tablespace='UNDOTBS2' 

 変更後: 

    clone1.instance_number=1 

    clone2.instance_number=2 

    clone1.thread=1 

    clone2.thread=2 

    clone1.undo_tablespace='UNDOTBS1' 

    clone2.undo_tablespace='UNDOTBS2' 

インスタンス名の出現箇所すべてに同様の変更を加えます。 

RACデータベースの場合、クローン・インスタンスはまず排他モードで起動し、次にクローンの作成後にクラスタ・モードで

再起動する必要があることに注意してください。このような場合は、PFILEのCLUSTER_DATABASEパラメータをコメント・
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アウトします。 

*.cluster_database=true 

pfile内のパラメータを変更して、スナップショット内の新しいデータファイル、アーカイブ・ログおよび制御ファイルの場所を

考慮に入れるようにします。  

 変更前: 

    *.db_create_file_dest='/mnt/dbvol/oradata' 

    *.log_archive_dest_1='LOCATION=/mnt/rvol/archive1' 

    

*.control_files='/mnt/dbvol/oradata/SOURCE/controlfile/o1_mf_hf9cjtv0_.ctl','/mnt/rvol/

fast_recovery_area/SOURCE/controlfile/o1_mf_hf9cjtxr_.ctl' 

 変更後: 

    *.db_create_file_dest='/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata' 

    *.log_archive_dest_1='LOCATION=/mnt/rvol/archive1' 

    *.control_files='/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata1/ctrl_1_.ctl' 

  

クローンの監査トレース・ファイルの新しい場所を指定します。 

    *.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/clone/adump' 

前述のディレクトリが存在しない場合は作成します。  

$ mkdir –p /u01/app/oracle/admin/clone/adump 

7. 変更されたPFILEを$ORACLE_HOME/dbsディレクトリからコピーし、ローカル・クローン・データベース・インスタンス名と一

致するように名前を init.oraファイルとして変更します。例: $ cp /tmp/clone_pfile.ora 

$ORACLE_HOME/dbs/initclone1.ora  

8. ソース・データベースからクローン用の新しいファイル名にパスワード・ファイルをコピーします。 

$ cp <Directory where password file is stored>/orapwsource 

/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/orapwclone 

9. 新しいSIDを指すようにORACLE_SIDを設定し、ステップ5で生成したSQLスクリプトを実行します。 

[oracle@machine dbclone]$ export ORACLE_SID=clone1 

[oracle@machine dbclone]$ sqlplus / as sysdba 

  

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Jun 16 04:50:21 2020 

Version 19.7.0.0.0 

  

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved. 

  

Connected to an idle instance. 

  

SQL> spool startup.log 

SQL> @ctlfile 

ORACLE instance started. 

  

Total System Global Area 8.1068E+10 bytes 

Fixed Size                 30383424 bytes 

Variable Size            1.1006E+10 bytes 

Database Buffers         6.9793E+10 bytes 

Redo Buffers              238051328 bytes 
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Control file created. 

System altered. 

Database altered. 

Pluggable database altered. 

Tablespace altered. 

Session altered. 

Tablespace altered. 

Session altered. 

Tablespace altered. 

Session altered. 

Tablespace altered. 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

10. これで、DBは最初のノードに排他モードでマウントされます。テスト・マスター・データベースがRACデータベース

で、スナップショットでRACを有効にする場合は、データベースを停止し、pfileにcluster_database=trueパラメータを

設定してインスタンスを再起動します。spfileを作成し、ACFSデータベース・ファイル・システムに格納します。これが完

了したら、両方のRACインスタンスを起動し、すべてのノードでDBを稼働させます。 

SQL> create spfile=’/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/spfileclone.ora’ from 

pfile=”<ORACLE_HOME>/dbs/initclone1.ora’ 

データベースとそのプロパティをCluster Ready Services (CRS)に追加します 

$ srvctl add database -db clone -oraclehome $ORACLE_HOME -dbtype RAC -spfile 

/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/oradata/spfileclone.ora -pwfile 

/mnt/dbvol/.ACFS/snaps/clone/orapwclone -dbname source -acfspath "/mnt/dbvol,/mnt/rvol" -

policy AUTOMATIC -role PRIMARY 

クラスタの各ノード/インスタンスにインスタンスを追加します。 

$ srvctl add instance -db clone -instance clone -node <node hostname> 

11. アーカイブ・ログが新しい宛先を使用していることを確認します。 

SQL> archive log list 

Database log mode              Archive Mode 

Automatic archival             Enabled 

Archive destination            /mnt/rvol/archive1 

Oldest online log sequence     489 

Next log sequence to archive   490 

Current log sequence           490 

SQL> 

クラスタ・データベース・モードが使用されているかどうかを確認します。 

SQL> SHOW PARAMETER cluster_database 

  

NAME                                 TYPE        VALUE 

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

cluster_database                     boolean     TRUE 

cluster_database_instances           integer     2 

SQL> 
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RAC環境の場合、データベースが正しく構成されるように、必要に応じてsrvctl start databaseおよびstop 

databaseコマンドを使用します。 

12. クローン内のすべてのPDBをオープンして使用できることを確認します。 

SQL> SELECT open_mode FROM v$pdbs; 

  

OPEN_MODE 

---------- 

READ ONLY 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

READ WRITE 

  

11 rows selected. 

  

  

SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=SOURCEPDB1; 

  

Session altered. 

  

SQL> SELECT name FROM v$tablespace; 

  

NAME 

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

SYSTEM 

SYSAUX 

UNDOTBS1 

UNDO_2 

USERS 

USER_TBS 

LOB_TBS 

FLASHBACK_TBS 

TEMP 

USER_TEMP 

  

10 rows selected. 

  

SQL> 

これでDBクローンの準備が完了し、テストの実行に使用できます。クローンが稼働している間は、そのクローンまたはテスト・マス

ターから追加のクローンを作成できます。これにより、ACFSスナップショット・テクノロジを使用して任意の数のDBクローンを簡単

に作成できます。 

これらの新しいDBクローンのために、親に使用されるものと同様の(またはアプリケーションの必要に応じた)サービスを追加するこ

ともお薦めします。  

Oracle ACFSループバックのサポート 

Oracle ACFSでは、Linuxオペレーティング・システムでループバック機能がサポートされているため、Oracle ACFSファイルにデ
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バイスとしてアクセスできます。 

Oracle ACFSループバック・デバイスは、Oracle ACFSファイルにブロック・デバイスとしてアクセスできる、オペレーティング・シス

テムの疑似デバイスです。この機能は、Oracle ACFSファイル・システムで作成され、Oracle ACFSループバック・デバイスに

よって提供されるOVMのイメージ、テンプレートおよび仮想ディスク(vdisk)をサポートするOracle Virtual Machines 

(OVM)とともに使用できます。 

Oracle ACFSループバック機能により、NFS経由のパフォーマンスが向上します。ファイルは、疎ファイルでも非疎ファイルでもか

まいません。 

一般的なループバック・サポートに加えて、Oracle ACFSでは、疎イメージに対するループバック直接I/O (DIO)もサポートされ

ています。 

Oracle ACFSドライバ・リソース管理 

Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびOKSドライバは、Oracle Restart構成を除いて、Oracle Grid Infrastructureス

タックの起動時にロードされます。システムが再起動されるまでドライバはロードされたままですが、その時点で、Oracle Grid 

Infrastructureスタックを再起動すると、ドライバは再びロードされます。  

Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびOKSドライバを管理するコマンドの詳細は、「Oracle ACFSドライバのコマンド」を参照

してください。  

Oracle ACFSレジストリ・リソース管理 

Oracle ACFSレジストリ・リソースは、Oracle Grid Infrastructureクラスタ構成でのみサポートされます。Oracle Restart

構成ではサポートされません。「Oracle ACFSとOracle Restart」を参照してください。  

Oracle ASM 12cリリース1 (12.1)の場合、Oracle ACFSレジストリでは、SRVCTLファイル・システム・インタフェースを介し

て使用可能な、標準的で単一のファイル・システム・リソースを使用します。詳細は、「Oracle ACFSファイル・システム・リソース

管理」を参照してください。SRVCTLを使用すると、アプリケーションを、登録済のファイルシステムに依存するようにできます

(srvctl filesystemを使用して、登録済のファイルシステムを管理するなど)。デフォルトでは、acfsutil registryは、

AUTO_START属性がalwaysに設定され、常にマウントするように設定されたファイル・システムのみを表示します。  

Oracle ACFSレジストリは、ファイル・システムを登録および削除するroot権限が必要ですが、userオプションを使用すると、他

のユーザーに、ファイル・システムを起動および停止(マウントおよびアンマウント)する権限が付与されます。  

Oracle ACFSファイル・システム・リソース管理 

Oracle ACFSファイル・システム・リソースは、Oracle Grid Infrastructureクラスタ構成でのみサポートされます。Oracle 

Restart構成ではサポートされません。「Oracle ACFSとOracle Restart」を参照してください。  

Oracle ASMコンフィギュレーション・アシスタント(ASMCA)により、Oracle ACFSファイル・システム・リソース

(ora.diskgroup.volume.acfs)の作成が容易になります。Database Configuration Assistant(DBCA)を使用した

データベースの作成中に、Oracle ACFSファイル・システム・リソースは、関連付けられたディスク・グループの依存性リストに加え
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られるため、ディスク・グループを停止すると、依存するOracle ACFSファイル・システムも停止されるようになります。  

Oracle ACFSファイル・システム・リソースは通常、アプリケーション・リソースの依存性リストで使用するために作成されます。たと

えば、Oracle Databaseホームとして使用するためにOracle ACFSファイル・システムが構成されている場合、ファイル・システ

ム用に作成されたリソースは、Oracle Databaseアプリケーションのリソース依存性リストに含まれます。この依存性により、

データベース・アプリケーションの起動アクションの結果、ファイル・システムとスタックは自動的にマウントされます。 

Oracle ACFSファイル・システム・リソースの起動アクションは、ファイル・システムのマウントです。このOracle ACFSファイル・シ

ステム・リソース・アクションには、関連付けられたファイル・システム・ストレージ・スタックがアクティブであることの確認とディスク・グ

ループのマウント、ボリューム・ファイルの有効化、マウント操作の完了に必要な場合のマウント・ポイントの作成が含まれます。

ファイル・システムのマウントに成功した場合、リソースの状態はonlineに、失敗した場合はofflineに設定されます。  

Oracle ACFSファイル・システム・リソースのチェック・アクションでは、ファイル・システムがマウントされていることを検証します。マウ

ントされていれば、リソースの状態をonlineステータスに設定し、マウントされていなければ、offlineに設定します。  

Oracle ACFSファイル・システム・リソースの停止アクションでは、ファイル・システムのディスマウントが試みられます。使用中の参

照のためにファイル・システムをディスマウントできない場合、停止アクションは、参照を持つプロセスのプロセスIDを表示して記録

します。 

Oracle ACFSファイル・システム・リソースを管理するためにsrvctl startおよびstopアクションを使用すると、それらの正しいリ

ソースの状態が維持されます。  

Oracle ACFSとOracle Restart 

このリリースでは、Oracle RestartはrootベースのOracle ACFSリソースをサポートしません。その結果、次の操作は自動的

に実行されません。 

 Oracle ACFSドライバのロード 

Linuxでは、システム起動時とシステム停止時に、ドライバが自動的にロードおよびアンロードされます。システムが実行

中、またはシステムが他のオペレーティング・システム(OS)バージョンで実行中にアクションが必要な場合は、acfsload

コマンドを使用して、ドライバを手動でロードまたはアンロードできます。ただし、ドライバを手動でロードする場合は、

Oracle Restartスタックを起動する前にOracle ACFSドライバをロードする必要があります。  

詳細は、「acfsload」を参照してください。  

 Oracle ACFSマウント・レジストリにリストされたOracle ACFSファイル・システムのマウント 

Oracle ACFSマウント・レジストリは、Oracle Restartでサポートされていません。ただし、有効なOracle ASMデバ

イスの/etc/fstabファイル内のLinuxのエントリでは、関連付けられたボリュームが有効になっており、これらのエントリは

システム起動時に自動的にマウントされ、システム停止時にアンマウントされます。ファイル・システムがマウントされた後

は高可用性(HA)リカバリが適用されないことに注意してください。この機能は1回のみのアクションです。  

有効なfstabエントリの形式は次のとおりです。  

device mount_point acfs noauto 0 0 

次に例を示します。 

/dev/asm/dev1-123 /mntpoint acfs noauto 0 0 
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前述の例の最後の3つのフィールドは、Linuxがデバイスを自動的にマウントしようとすること、およびデバイス上で他のシ

ステム・ツールを実行しようとすることを防止ます。このアクションは、システム起動時にOracle ASMインスタンスが使用

できない場合のエラーを防止します。ファイル・システム・マウントのための追加の標準fstab構文オプションを追加できま

す。  

他のOSバージョンで、またはシステムの起動後にマウントまたはアンマウント操作が必要な場合は、mountコマンドを使

用して、Oracle ACFSファイル・システムを手動でマウントできます。詳細は、「コマンドライン・ツールによるOracle 

ACFSの管理」を参照してください。  

 リソースベースのOracle ACFSデータベース・ホーム・ファイル・システムのマウント 

Oracle Restart構成の場合、これらのアクションに関連するOracle ACFSリソースは作成されません。Oracle 

Grid Infrastructure構成では、Oracle ACFSリソース管理が完全サポートされる一方、Oracle Restart構成で

は、Oracle ACFSリソースベースの管理アクションを代替操作(場合によっては手動)に置き換える必要があります。

Oracle Restart構成にrootベースのリソースを登録する、srvctlなどのコマンドを使用しようとすると、適切なエラー

が表示されます。  

Oracle ACFSドライバのコマンド 

この項では、Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびOracle Kernel Services Driver (OKS)ドライバを管理するためにイ

ンストール時に使用されるOracle ACFSドライバのコマンドについて説明します。これらのコマンドは、Oracle Grid 

Infrastructureホームの/binディレクトリにあります。  

 acfsload 

 acfsdriverstate 

acfsload 

目的 

acfsloadは、Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびOracle Kernel Services Driver (OKS)ドライバをロードまたはアン

ロードします。  

構文 

acfsload { start | stop  } [ -s ] 

acfsload —hはヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表17-2に、acfsloadコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-2 acfsloadコマンドのオプション 

オプション 説明 

start Oracle ACFS、Oracle ADVM および OKS ドライバをロードします。 

stop Oracle ACFS、Oracle ADVM および OKS ドライバをアンロードします。 
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オプション 説明 

-s サイレント・モードで動作します。 

説明 

acfsloadを使用して、Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびOKSドライバを手動でロードまたはアンロードできます。  

stopオプションでドライバをアンロードする前に、Oracle ACFSファイル・システムをディスマウントし、Oracle ASMを停止する必

要があります。Oracle ACFSファイル・システムのディスマウントの詳細は、「ボリュームおよびOracle ACFSファイル・システムの

登録解除、ディスマウント、無効化」を参照してください。  

acfsloadを実行するには、rootまたは管理者権限が必要です。  

例 

次に、すべてのドライバを停止(アンロード)するacfsloadコマンドの使用例を示します。  

# acfsload stop 

acfsdriverstate 

目的 

acfsdriverstateは、Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびOracle Kernel Services Driver (OKS)ドライバの現在の

状態に関する情報を提供します。  

構文 

acfsdriverstate [-orahome ORACLE_HOME ]  

    { installed | loaded | version [-v] | supported [-v]} [-s] 

acfsdriverstate —hはヘルプ・テキストを表示して終了します。  

表17-3に、acfsdriverstateコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-3 acfsdriverstateコマンドのオプション 

オプション 説明 

-orahome ORACLE_HOME ユーザーが acfsdriverstate コマンドを実行する権限を持つ Oracle Grid 

Infrastructure ホームを指定します。  

installed Oracle ACFS がシステムにインストールされているかどうかを決定します。 

loaded Oracle ADVM、Oracle ACFS および OKS ドライバがメモリーにロードされているかど

うかを決定します。 
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オプション 説明 

version 現在インストールされている Oracle ACFS システム・ソフトウェアのバージョンをレポート

します。 

supported システムが Oracle ACFS でサポートされているカーネルであるかどうかをレポートしま

す。 

-s コマンドの実行時、サイレント・モードを指定します。 

-v 詳細は、冗長モードを指定してください。 

説明 

acfsdriverstateを使用して、Oracle ACFS、Oracle ADVMおよびOKSドライバの現在の状態に関する詳細情報を表

示できます。  

例 

次に、acfsdriverstateコマンドの使用例を示します。  

$ acfsdriverstate version 

ACFS-9325:     Driver OS kernel version = 3.8.13-13.el6uek.x86_64. 

ACFS-9326:     Driver build number = 171126. 

ACFS-9212:     Driver build version = 18.1.0.0 ().. 

ACFS-9547:     Driver available build number = 171126. 

ACFS-9548:     Driver available build version = 18.1.0.0 ().. 

Oracle ACFSプラグインの汎用アプリケーション・プログラミング・インタフェー

ス 

Oracle ACFSプラグイン操作は、共通で、オペレーティング・システム(OS)に依存しないファイル・プラグイン(Cライブラリ)のアプ

リケーション・プログラミング・インタフェース(API)によってサポートされます。  

この項の内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFSの事前定義済のメトリック・タイプ 

 Oracle ACFSプラグインAPI 

Oracle ACFSプラグインの詳細は、「Oracle ACFSプラグイン」を参照してください。  

Oracle ACFSの事前定義済のメトリック・タイプ 

Oracle ACFSでは、事前定義済メトリック・タイプのACFSMETRIC1_TおよびACFSMETRIC2_Tが用意されています。  

ACFSMETRIC1_Tメトリック・セットは、ストレージ仮想化モデル用に定義されます。メトリックは、選択したタグ付けファイルのセット

またはファイル・システム内のすべてのファイルのいずれかのサマリー・レコードとして維持されます。Oracle ACFSファイル・メトリッ
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クには、読取り数、書込み数、平均読取りサイズ、平均書込みサイズ、最小および最大読取りサイズ、最小および最大書込

みサイズ、読取りキャッシュ(VMページ・キャッシュ)のヒットおよびミスがあります。  

例: 

typedef struct _ACFS_METRIC1 { 

    ub2      acfs_version; 

    ub2      acfs_type; 

    ub4      acfs_seqno; 

    ub8      acfs_nreads; 

    ub8      acfs_nwrites; 

    ub8      acfs_rcachehits; 

    ub4      acfs_avgrsize; 

    ub4      acfs_avgwsize; 

    ub4      acfs_minrsize; 

    ub4      acfs_maxrsize; 

    ub4      acfs_minwsize; 

    ub4      acfs_maxwsize; 

    ub4      acfs_rbytes_per_sec; 

    ub4      acfs_wbytes_per_sec; 

    ub8      acfs_timestamp; 

    ub8      acfs_elapsed_secs; 

} ACFS_METRIC1; 

ACFSMETRIC2_Tは、fileID、開始オフセット、サイズおよび各書込みの順序番号が含まれるOracle ACFS書込み説明レ

コードのリストです。順序番号により、プラグイン・ドライバによって保持されたとおりにOracle ACFS書込みレコード順は維持さ

れます。順序番号は、アプリケーションでAPIから戻された複数のメッセージ・バッファを順序付ける手段となります。アプリケーショ

ンでメッセージ・バッファをAPIを通じて十分な速度で空にできないために削除された書込みレコードを検出することもできます。  

書込みレコードは、複数のインメモリー配列に格納されます。レコードの各配列は、バッファ・サイズが現在1 Mに設定されている

APIを使用してフェッチできます。フェッチされたioctlバッファの先頭には、格納されているレコードの番号など、配列を表す

structがあります。カーネル・バッファでは、バッファが十分な速度で読み込まれていないためにバッファが満杯である場合、最も

古い書込みレコードが削除されます。  

例: 

typedef struct _ACFS_METRIC2 { 

  ub2              acfs_version; 

  ub2              acfs_type; 

  ub4              acfs_num_recs; 

  ub8              acfs_timestamp; 

  ACFS_METRIC2_REC acfs_recs[1]; 

} ACFS_METRIC2; 

typedef struct _ACFS_FILE_ID { 

  ub8              acfs_fenum; 

  ub4              acfs_genum; 

  ub4              acfs_reserved1; 

} 

typedef struct _ACFS_METRIC2_REC { 

  ACFS_FILE_ID     acfs_file_id; 

  ub8              acfs_start_offset; 

  ub8              acfs_size; 

  ub8              acfs_seq_num; 

} ACFS_METRIC2_rec; 
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Oracle ACFSプラグインAPI 

目的 

Oracle ACFSプラグイン・アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)は、アプリケーション・プラグイン・モジュールのローカ

ル・プラグイン対応のOracle ACFSドライバに対してメッセージを送受信します。 

構文 

sb8 acfsplugin_metrics(ub4 metric_type, 

  ub1 *metrics, 

  ub4 metric_buf_len, 

  oratext *mountp ); 

sb8 acfsfileid_lookup(ACFS_FILEID file_id, 

  oratext *full_path, 

  oratext *mountp ); 

説明 

acfsplugin_metrics APIは、Oracle ACFSドライバからメトリックを受信するために、Oracle ACFSアプリケーション・プラグ

イン・モジュールによって使用されます。acfsutil plugin enableコマンドを使用して、プラグイン通信のためにまずOracle 

ACFSドライバを有効にする必要があります。選択したアプリケーション・プラグイン・メトリック・タイプ・モデルは、Oracle ACFSの

プラグイン有効化コマンドで定義されたプラグイン構成と一致する必要があります。acfsutil plugin enableコマンドの詳細は、

「acfsutil plugin enable」を参照してください。アプリケーションには、「Oracle ACFSの事前定義済のメトリック・タイプ」で説

明しているメトリック構造を格納するのに十分なバッファのサイズが提供される必要があります。  

指定されたバッファがNULLで、metric_buf_len = 0の場合、戻り値は、現在収集されたすべてのメトリックを保持するために必

要なサイズになります。アプリケーションは、まずOracle ACFSに問い合せて、必要なバッファの大きさを参照してから、Oracle 

ACFSに戻すのに必要なサイズのバッファを割り当てることができます。  

参照するプラグインが有効なOracle ACFSファイル・システムを特定するには、マウント・パスをAPIに指定する必要があります。 

成功すると、負ではない値が戻されます。収集するメトリックがない状態で成功した場合は0、使用可能なメトリックがあることを

示す場合は1、間隔の間に収集された新しいメトリックがないことを示す場合は2が戻されます。エラーの場合、負の値が戻され、

Linux環境の場合はerrnoが設定され、WindowsではSetLastErrorがコールされます。  

メトリック・タイプ#2を使用すると、戻されたメトリックには、fenumとgenumのペアが含まれるACFS_FILE_IDがあります。

fenumとgenumのペアからファイル・パスに変換するために、アプリケーションでacfsfileid_lookupを使用できます。アプリ

ケーションでは、パスを保持するために長さがACFS_FILEID_MAX_PATH_LENのバッファを指定する必要があります。1つのファイル

に対して複数のハード・リンクがある場合、戻されるパスは最初のパスです。これは、acfsutil info idの使用時と同じ動作

です。  

プラグインが有効なOracle ACFSファイル・システム・ドライバに対してメッセージを送受信するには、システム管理者または

Oracle ASM管理者の権限が必要です。 

アプリケーションの書込み 
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プラグインAPIを使用するには、APIファンクションおよび構造を定義するCヘッダー・ファイルacfslib.hをアプリケーションに含める

必要があります。  

#include <acfslib.h> 

アプリケーションの実行可能ファイルを作成する場合、アプリケーションは、acfs12ライブラリにリンクされている必要があります。定

義する必要がある環境変数の詳細は、プラットフォーム固有のドキュメントを参照してください。次に例を示します。  

export LD_LIBRARY_PATH=${ORACLE_HOME}/lib:$ 

{LD_LIBRARY_PATH} 

リンクを行う場合、-lacfs12フラグを追加します。  

例 

例17-1では、コマンドは、プラグイン・サービス用に/humanresourcesにマウントされたOracle ACFSファイル・システムを有効

にします。 

例17-1 ストレージの可視性のためのアプリケーション・プラグイン: ポーリング・モデル 

$ /sbin/acfsutil plugin enable -m acfsmetric1 -t HRDATA /humanresources

このコマンドの場合、アプリケーション・プラグインは、HRDATAでタグ付けされたファイルに関連付けられたサマリー・メトリックの、

Oracle ACFSプラグインが有効なドライバをポーリングします。アプリケーション・コードは次のようになります。  

#include <acfslib.h> 

... 

/* allocate message buffers */ 

ACFS_METRIC1 *metrics = malloc (sizeof(ACFS_METRIC1)); 

/* poll for metric1 data */ 

while (condition) { 

  /* read next summary message from ACFS driver */ 

   if ((rc = acfsplugin_metrics(ACFS_METRIC_TYPE1,(ub1*)metrics,sizeof(*metrics), 

        mountp)) < 0) { 

        perror("….Receive failure … "); 

        break; 

   } 

   /* print message data */ 

   printf ("reads %8llu ", metrics->acfs_nreads); 

   printf("writes %8llu ", metrics->acfs_nwrites); 

   printf("avg read size %8u ", metrics->acfs_avgrsize); 

   printf("avg write size %8u ", metrics->acfs_avgwsize); 

   printf("min read size %8u ", metrics->acfs_minrsize); 

   printf("max read size %8u ", metrics->acfs_maxrsize); 

   ... 

   sleep (timebeforenextpoll); 

} 

例17-2では、コマンドは、プラグイン・サービス用に/humanresourcesにマウントされたOracle ACFSファイル・システムを有効

にします。 

例17-2 ファイル・コンテンツのためのアプリケーション・プラグイン: ポスト・モデル 

$ /sbin/acfsutil plugin enable -m acfsmetric1 -t HRDATA -i 5m /humanresources
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このコマンドの場合、5分ごとに、Oracle ACFSプラグインが有効なドライバは、HRDATAでタグ付けされたファイルに関連付けら

れたファイル・コンテンツ・メトリックをポストします。アプリケーション・コードでは、メトリックがポストされるまで、

acfsplugin_metrics()へのコールはブロックされます。アプリケーション・コードは次のようになります。  

#include <acfslib.h> 

... 

 ACFS_METRIC1 *metrics = malloc (sizeof(ACFS_METRIC1)); 

  

 /* Wait for metric Data */ 

  while (condition) { 

    /* Wait for next file content posting from ACFS driver */ 

    rc = ACFS_PLUGIN_MORE_AVAIL; 

    /* A return code of 1 indicates that more metrics are available 

    * in the current set of metrics. 

    */ 

    while( rc == ACFS_PLUGIN_MORE_AVAIL) { 

      /* This call blocks until metrics are available. */ 

      rc = acfsplugin_metrics(ACFS_METRIC_TYPE1,(ub1*)metrics,sizeof(*metrics), 

           mountp); 

      if (rc < 0) { 

        perror("….Receive failure … "); 

        break; 

      } else if (rc == ACFS_PLUGIN_NO_NEW_METRICS) { 

        printf("No new metrics available."); 

        break; 

     } 

     if (last_seqno != metrics->acfs_seqno-1 ) { 

       printf("Warning: Unable to keep up with metrics collection."); 

       printf("Missed %d sets of posted metrics.", 

              (metrics->acfs_seqno-1)-last_seqno); 

     } 

      /* print message data */  

      printf ("reads %8llu ", metrics->acfs_nreads); 

      printf("writes %8llu ", metrics->acfs_nwrites); 

      printf("avg read size %8u ", metrics->acfs_avgrsize); 

      printf("avg write size %8u ", metrics->acfs_avgwsize); 

      printf("min read size %8u ", metrics->acfs_minrsize); 

      printf("max read size %8u ", metrics->acfs_maxrsize); 

      ... 

  

      last_seqno = metrics->acfs_seqno; 

    } 

  } 

  

  free(metrics);

例17-3 FenumとGenumのペアからファイル・パスを解決するためのアプリケーション

次の例では、アプリケーションでOracle ACFSメトリック・タイプ2レコードのfenumとgenumのペアからファイル・パスを解決する

方法を示します。 

#include <acfslib.h> 

. . . 

ACFS_FILE_ID file_id; 

char path[ACFS_FILEID_MAX_PATH_LEN]; 

#ifdef WINDOWS 
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    file_id.acfs_fenum = atoi(argv[1]); 

    file_id.acfs_genum = atoi(argv[2]); 

#else 

    file_id.acfs_fenum = strtoull(argv[1], 0, 0); 

    file_id.acfs_genum = strtoul(argv[2], 0, 0); 

#endif 

mount_point = argv[3]; 

sts = acfsfileid_lookup(file_id, path, ACFS_FILEID_MAX_PATH_LEN, 

                        mount_point, 0); 

if (sts < 0) 

 { 

 . . . 

 } 

printf("%s\n", path) 

Oracle ACFSタグ付けの汎用アプリケーション・プログラミング・インタフェース 

Oracle ACFSタグ付け操作は、共通で、オペレーティング・システム(OS)に依存しないファイル・タグ(Cライブラリ)のアプリケー

ション・プログラミング・インタフェース(API)によってサポートされます。  

Oracle ACFSタグ付けのAPIデモンストレーション・ユーティリティが提供されます。デモでは、サポートされたプラットフォームごとに、

makefileを使用してユーティリティを作成する手順が示されます。  

Solarisでは、Oracle ACFSタグ付けのAPIは、シンボリック・リンク・ファイルでタグ名を設定できますが、バックアップおよびリスト

ア・ユーティリティは、シンボリック・リンク・ファイルで明示的に設定されるタグ名を保存しません。また、シンボリック・リンク・ファイル

は、移動、コピー、tarの使用またはpaxの使用が行われると、明示的に設定されたタグ名が失われます。 

次のファイルがあります。 

 $ORACLE_HOME/usm/public/acfslib.h 

 $ORACLE_HOME/usm/demo/acfstagsdemo.c 

 $ORACLE_HOME/usm/demo/Makefile 

デモ・ユーティリティを作成するためのLinux、SolarisまたはAIXのmakefile。 

 $ORACLE_HOME/usm/demo/MAKEFILE 

デモ・ユーティリティを作成するためのWindowsのデモ・ユーティリティMAKEFILE (nmakeユーティリティによって使用)  

この項の内容は次のとおりです。 

 Oracle ACFSタグ名の指定 

 Oracle ACFSタグ付けのエラー値 

 acfsgettag 

 acfslisttags 

 acfsremovetag 

 acfssettag 
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Oracle ACFSタグ名の指定 

Oracle ACFSタグ名は、1文字から32文字までの長さで、次の一連の文字の組合せのみで構成されます。  

 大文字と小文字のアルファベット文字(A-Z、a-z) 

 数字(0-9) 

 ハイフン(-) 

 アンダースコア(_) 

 空白(スペース) 

Oracle ACFSタグ付けのエラー値 

次に、失敗した場合のLinux、SolarisまたはAIXのerrnoの値を示します。  

 EINVAL - タグ名の構文が無効であるか、長すぎます。  

 ENODATA - このファイルまたはディレクトリに対するタグ名が存在しません。  

 ERANGE - 値のバッファは、戻り値を保持するには小さすぎます。  

 EACCES - パスのパス接頭辞のディレクトリに対する検索権限が拒否されました。または、ファイル上でタグ名を読み取

る権限がユーザーにありません。  

 ENAMETOOLONG - ファイル名が長すぎます。  

 ENOENT - パスのコンポーネントが存在しません。  

次に、失敗した場合のWindowsのGetLastError()が戻す値を示します。  

 ERROR_INVALID_PARAMETER - このファイルまたはディレクトリに対するタグ名が存在しないか、タグ名の構文に誤りが

あります。  

 ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER - 値のバッファは、戻り値を保持するには小さすぎます。  

 ERROR_ACCESS_DENIED - パスのパス接頭辞のディレクトリに対する検索権限が拒否されました。または、ファイル上で

タグ名を読み取る権限がユーザーにありません。  

 ERROR_INVALID_NAME - ファイル名またはパス名が、長すぎるか不正です。  

 ERROR_FILE_NOT_FOUND - 指定されたファイルが見つかりません。  

acfsgettag 

目的 

Oracle ACFSファイルのタグ名に関連付けられた値を取得します。 

構文 

sb8 acfsgettag(const oratext *path, const oratext *tagname, oratext *value,  

               size_t size, ub4 flags); 

表17-4に、acfsgettagコマンドで使用可能なオプションを示します。 
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表17-4 acfsgettagコマンドのオプション 

オプション 説明 

path ファイルまたはディレクトリのパス名へのポインタを指定します。 

tagname 通常のファイルまたはディレクトリに対する有効なタグ名の形式で、NULL で終了する

Oracle ACFS タグ名へのポインタを指定します。 

value Oracle ACFS タグ値を取得するためのメモリー・バッファを指定します。 

size  戻された Oracle ACFS タグ値を保持するメモリー・バッファのバイト・サイズを指定しま

す。 

flags 将来の使用のために予約されています。0 に設定する必要があります。 

説明 

acfsgettagライブラリ・コールは、Oracle ACFSタグ名の値文字列を取得します。戻り値は、ゼロ以外のバイトの長さの出力

で、成功した場合はvalue文字列、失敗した場合はACFS_TAG_FAILです。ACFS_TAG_FAILが戻されたときに取得する、オペ

レーティング・システム固有の詳細なエラー情報の値の詳細は、「Oracle ACFSタグ付けのエラー値」を参照してください。  

Oracle ACFSタグ名には、固定値文字列の0 (長さが1バイトの数字ゼロの文字)が現在使用されているため、valueは、

Oracle ACFSタグ名のすべてのエントリで同じです。valueをNULL、sizeを0に設定してacfsgettagをコールすることによって、

valueバッファのサイズを決定できます。ライブラリ・コールは、タグ名の値文字列を保持するのに必要なバイト・サイズを戻します。

タグ名がファイルで設定されていない場合、acfsgettagは、ENODATAエラーを戻します。  

例 

例17-4に、acfsgettagファンクション・コールの使用例を示します。 

例17-4 ファイルのタグ値の取得 

sb8 rc; 

size_t size; 

oratext value[2]; 

const oratext *path = "/mnt/dir1/dir2/file2"; 

const oratext *tagname = "patch_set_11_1"; 

size = 1; (byte) 

memset((void *)value, 0, 2*sizeof(oratext)); 

rc = acfsgettag (path, tagname, value, size, 0); 

If (rc == ACFS_TAG_FAIL) 

  /* check errno or GetLastError() to process error returns /*

acfslisttags 

目的 
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Oracle ACFSファイルに割り当てられたタグ名をリストします。詳細は、「acfsutil tag info」を参照してください。  

構文 

sb8 acfslisttags(const oratext *path, oratext *list, size_t size, ub4 flags); 

表17-4に、acfslisttagsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-5 acfslisttagsコマンドのオプション 

オプション 説明 

path ファイルまたはディレクトリのパス名へのポインタを指定します。 

list Oracle ACFS タグ名のリストを含むメモリー・バッファへのポインタを指定します。 

size  戻された Oracle ACFS タグ名リストを保持するメモリー・バッファのサイズ(バイト)を指

定します。 

flags 将来の使用のために予約されています。0 に設定する必要があります。 

説明 

acfslisttagsライブラリ・コールは、Oracle ACFSファイルに割り当てられたすべてのタグ名を取得します。acfslisttagsは、

listメモリー・バッファにタグ名のリストを戻します。リスト内の各タグ名は、NULLで終了します。ファイルにタグ名がない場合、リ

フトは空になります。メモリー・バッファは、Oracle ACFSファイルに割り当てられたすべてのタグ名を保持するのに十分な大きさに

する必要があります。  

アプリケーションは、バッファを割り当て、Oracle ACFSファイルに割り当てられたすべてのタグ名を保持するのに十分なリスト・サ

イズの大きさを指定する必要があります。acfslisttagsを、バッファ・サイズをゼロ値、リスト・バッファをNULLで最初にコールす

ることによって、アプリケーションは、必要なリスト・バッファ・サイズを必要に応じて取得できます。アプリケーションは、ゼロ以外の正

のリスト・サイズの戻り値をチェックして、リスト・バッファを割り当て、acfslisttagsをコールして、実際のタグ名リストを取得します。  

成功すると、戻り値は、タグ名リストの正のバイト・サイズとなり、ファイルにタグ名がない場合は0になります。失敗した場合、戻り

値はACFS_TAG_FAILです。ACFS_TAG_FAILが戻されたときに取得する、オペレーティング・システム固有の詳細なエラー情報の

値の詳細は、「Oracle ACFSタグ付けのエラー値」を参照してください。  

例 

例17-5に、acfslisttagsファンクション・コールの使用例を示します。 

例17-5 ファイルのタグのリスト 

sb8 listsize; 

sb8 listsize2; 

const oratext *path = "/mnt/dir1/dir2/file2"; 

oratext *list; 

/* Determine size of buffer to store list */ 
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listsize = acfslisttags (path, NULL, 0, 0); 

if (listsize == ACFS_TAG_FAIL) 

/* retrieve the error code and return */ 

if (listsize) 

{ 

    list = malloc(listsize) 

    /* Retrieve list of tag names */ 

    listsize2 = acfslisttags (path, list, listsize, 0); 

    if (listsize2 == ACFS_TAG_FAIL) 

        /* check errno or GetLastError() to process error returns */ 

    if (listsize2 > 0) 

        /* file has a list of tag names to process */ 

    else 

        /* file has no tag names. */ 

} 

else 

/* file has no tag names. */

acfsremovetag 

目的 

Oracle ACFSファイルのタグ名を削除します。 

構文 

sb8 acfsremovetag(const oratext *path, const oratext *tagname, ub4 flags); 

表17-6に、acfsremovetagコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-6 acfsremovetagコマンドのオプション 

オプション 説明 

path ファイルまたはディレクトリのパス名へのポインタを指定します。 

tagname 通常のファイルまたはディレクトリに対する有効なタグ名の形式で、NULL で終了する

Oracle ACFS タグ名へのポインタを指定します。 

flags 将来の使用のために予約されています。0 に設定する必要があります。  

説明 

acfsremovetagライブラリ・コールは、Oracle ACFSファイルのタグ名を削除します。戻り値は、ACFS_TAG_SUCCESSまたは

ACFS_TAG_FAILです。ACFS_TAG_FAILが戻されたときに取得する、オペレーティング・システム固有の詳細なエラー情報の値の

詳細は、「Oracle ACFSタグ付けのエラー値」を参照してください。  

例 

例17-6に、acfsremovetagファンクション・コールの使用例を示します。 
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例17-6 ファイルのタグの削除 

sb8 rc; 

const oratext *path= "/mnt/dir1/dir2/file2"; 

const oratext *tagname = "patch_set_11_1"; 

rc = acfsremovetag (path, tagname, 0); 

If (rc == ACFS_TAG_FAIL) 

  /* check errno or GetLastError() to process error returns */

acfssettag 

目的 

Oracle ACFSファイルのタグ名を設定します。詳細は、「acfsutil tag set」を参照してください。  

構文 

sb8 acfssettag(const oratext *path, const oratext *tagname, oratext *value,  

               size_t size, ub4 flags); 

表17-7に、acfssettagコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-7 acfssettagコマンドのオプション 

オプション 説明 

path ファイルまたはディレクトリのパス名へのポインタを指定します。 

tagname 通常のファイルまたはディレクトリに対する有効なタグ名の形式で、NULL で終了する

Oracle ACFS タグ名へのポインタを指定します。 

value Oracle ACFS タグ値を設定するためのメモリー・バッファを指定します。 

size  Oracle ACFS タグ値のバイト・サイズを指定します。 

flags 将来の使用のために予約されています。0 に設定する必要があります。 

説明 

acfssettagライブラリ・コールは、Oracle ACFSファイルのタグ名を設定します。戻り値は、ACFS_TAG_SUCCESSまたは

ACFS_TAG_FAILです。ACFS_TAG_FAILが戻されたときに取得する、オペレーティング・システム固有の詳細なエラー情報の値の

詳細は、「Oracle ACFSタグ付けのエラー値」を参照してください。  

Oracle ACFSタグ名には、固定値文字列の0 (長さが1バイトの数字ゼロの文字)が現在使用されているため、valueは、

Oracle ACFSタグ名のすべてのエントリで同じです。  

例 

例17-7に、acfssettagファンクション・コールの使用例を示します。 
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例17-7 ファイルのタグの設定 

sb8 rc; 

size_t size; 

const oratext *value ; 

const oratext *path= "/mnt/dir1/dir2/file2"; 

const oratext *tagname = "patch_set_11_1"; 

value = "0"; /* zero */ 

size = 1; (byte) 

rc = acfssettag (path, tagname, (oratext *)value, size, 0); 

If (rc == ACFS_TAG_FAIL) 

  /* check errno and GetLastError() to process error returns */

Oracle ACFS診断コマンド 

このトピックでは、診断に使用するOracle ACFSコマンドライン・ユーティリティの概要を示します。 

Oracle ACFSでは、診断に使用する様々なacfsutilコマンドライン・ユーティリティを提供します。  

 

  
 

ノート: 

診断コマンドは、Oracle サポートが分析のために診断データを要求した場合にのみ実行します。 

次の表に、Oracle ACFSユーティリティと簡単な説明を示します。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。 

表17-8 Oracle ACFS診断コマンドの概要 

コマンド 説明 

acfsdbg Oracle ACFS ファイル・システムをデバッグします。 

acfsutil blog ブログ・ファイルにテキストを書込みます。 

acfsutil dumpstate Oracle ACFS の内部状態情報を収集します。 

acfsutil info ftrace オープン・ファイルのトレース・エントリを表示します。 

acfsutil lockstats ロック競合統計を表示します。 

acfsutil log メモリー診断ログ・ファイルおよびメッセージ・デバッグ設定を取得します。 

acfsutil meta Oracle ACFS ファイル・システムから別の出力ファイルにメタデータをコピーしま

す。 
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コマンド 説明 

acfsutil plogconfig Oracle ACFS の永続ロギング構成設定を管理します。 

acfsutil tune Oracle ACFS の調整可能パラメータを変更または表示します。 

advmutil tune Oracle ADVM パラメータを変更または表示します。 

acfsdbg 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムをデバッグします。 

構文および説明 

acfsdbg [-r] [-l] [-x] volume_device 

acfsdbg -h 

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

次の表に、acfsdbgコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-9 acfsdbgコマンドのオプション 

オプション 説明 

-h 使用方法のメッセージを出力して終了します。メッセージには、acfsdbg コマンドの起動

時に使用できる各種オプションが表示されます。  

-r 読取り専用モードで動作します。ファイル・システム上のデータは変更されません。また、

すべての書込みコマンドを無効にします。デバイスがどこかにマウントされている場合、

データはファイル・システム・マウントによってキャッシュされているものもあるため、acfsdbg

で最新データが表示されない場合があります。  

-l カーネル・ログ・ファイルを処理します。デフォルトでは、ログ・ファイルを処理しません。 

—x file_name acfsutil meta で収集されたアクセラレータ・データに対して指定します。このタイプの

データに対してのみ使用します。  

volume_device ボリュームのデバイス名を指定します。  

acfsdbgを実行するには、管理者またはOracle ASM管理者グループのメンバーであることが必要です。  

サブコマンド 

表17-10に、acfsdbgのサブコマンドを示します。 
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表17-10 acfsdbgのサブコマンド 

オプション 説明 構文 

calculate 単純な演算式を計算します。 

有効な演算子: +、-、*、/、%、&、|、^、~、

<<、>> 

新しい式は、空白で始めます。 

0-1 は、マイナス 1 を表します。 

calculate [-v] expr […]  

 -v: verbose モード  

 expr: 単純な 2+2 式  

cksum ヘッダーでチェックサムを生成して置換します。 

ヘッダー・オフセットは、calculate サブコマンドで使

用されるような式でもかまいません。  

新しいヘッダー・オフセットは、空白で始めます。 

このコマンドは、読取り専用モードでは無効です。 

cksum [-C | -CE] header_offset […]  

 -C: 通常の構造チェックサム用として再生成

します。  

 -CE: エクステント構造チェックサム用として再

生成します。  

 header_offset: ディスク構造ヘッダーのオフ

セット。この値は、calculate サブコマンドで

使用されるような式でもかまいません。  

close デバイスへのオープン・ハンドルを閉じます。 close 

echo コマンドラインのテキストを stdout にエコーします。 echo 

fenum 指定されたファイル・エントリ表(FETA)エントリを表

示します。 

fenum [-f | -e | -d] FETA_entry_number 

 -f: この構造に関連するディスク構造上のす

べてを表示します。  

 -e: この構造に関連するディスク・エクステント

情報のすべてを表示します。  

 -d: 構造をディレクトリとしてキャストし、そのコ

ンテンツを表示します。  

 FETA_entry_number: ファイル・システム上

のファイルを識別するために使用されるファイ

ル・エントリ表の番号。  

help ヘルプ・メッセージを表示します。 help 

offset ディスク・オフセットでの構造を表示します。 offset [-c cast] [-f | -d] disk_offset 

 -f: この構造に関連するディスク構造上のす
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オプション 説明 構文 

べてを表示します。  

 -d: 構造をディレクトリとしてキャストし、そのコ

ンテンツを表示します。  

 disk_offset: 表示するディスク・オフセット。

この値は、calculate サブコマンドで使用され

るような式でもかまいません。  

open デバイスへのハンドルを開きます。デフォルトは、コマ

ンドラインに入力されたボリューム・デバイス名です。 

open [volume_device]  

primary コマンドのコンテキストにプライマリ・ファイル・システム

を設定します。 

primary 

prompt プロンプトに指定された文字列を設定します。 prompt "prompt_string"  

quit acfsdbg デバッガ・コマンドを終了します。  quit 

read オフセットから値を読み取ります。  

読取りのデフォルト・サイズは、8 バイトです。 

読取りのデフォルト件数は、1 です。 

read [-1 | -2 | -4 | -8 | -s] [count] offset 

 -1: バイト値を読み取ります  

 -2: 2 バイト(short)値を読み取ります。  

 -4: 4 バイト(int)値を読み取ります。  

 -8: 8 バイト(long)値を読み取ります。  

 -s null で終了した文字列を読み取ります。  

 count: 読み取る値の数。指定しない場合、

デフォルト値は 1 です。  

 offset: 読み取るディスク・オフセット。この値

は、calculate サブコマンドで使用されるよう

な式でもかまいません。  

snapshot コマンドのコンテキストに指定されたスナップショット

を設定します。 

snapshot snapshot_name 

write 16 進数、8 進数または 10 進数の値をディスク・

オフセットに書き込みます。値のサイズまたは前ゼロ

付きの 16 進数値の桁数に基づいて書込みバイト

数を見積ります。 

ディスク・オフセットは、calculate サブコマンドで使

用されるような式でもかまいません。  

write [-1 | -2 | -4 | -8 | -c | -s] [-C | -CE] 

offset value 

 -1: バイト値を書き込みます  

 -2: 2 バイト(short)値を書き込みます。  

 -4: 4 バイト(int)値を書き込みます。  

 -8: 8 バイト(long)値を書き込みます。  

 -c テキスト(null 終了なし)を書き込みます。
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オプション 説明 構文 

数値は、calculate サブコマンドで使用されるよう

な式でもかまいません。  

このコマンドは、読取り専用モードでは無効です。 

文字列を一重引用符(')で囲みます。  

 -s : null で終了した文字列を書き込みま

す。文字列を引用符(")で囲みます。  

 -C: 通常の構造チェックサムを再生成しま

す。  

 -CE: エクステント構造チェックサムを再生成し

ます。  

 offset: 書き込むディスク・オフセット。この値

は、calculate サブコマンドで使用されるよう

な式でもかまいません。  

 value: 書き込む値。数値の場合、この値

は、calculate サブコマンドで使用されるよう

な式でもかまいません。  

例 

例17-8に、acfsdbgサブコマンドの使用を示します。 

例17-8 acfsdbgコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsdbg /dev/asm/voume1-123 

acfsdbg: version                   = 11.2.0.3.0 

Oracle ASM Cluster File System (ACFS) On-Disk Structure Version: 39.0 

The ACFS volume was created at  Mon Mar  2 14:57:45 2011 

acfsdbg>  

acfsbdg> calculate 60*1024 

    61,440 

    61440 

    61440 

    0xf000 

    0170000 

    1111:0000:0000:0000 

acfsdbg> prompt "acfsdbg test>" 

acfsdbg test> 

echo "offset 64*1024" | acfsdbg /dev/asm/volume1-123

acfsutil blog 

目的 

ブログ・ファイルにテキストを書込みます。 

構文および説明 

acfsutil [-h] blog 

acfsutil blog {-t text | -u} mount_point 

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  
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次の表に、acfsutil blogコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-11 acfsutil blogコマンドのオプション 

オプション 説明 

-t text 指定されたマウント・ポイントでブログ・ファイルにテキストを書込みます。 

-u dbg ファイルからブログ・デバッグ・レベルを更新します。  

mount_point マウント・ポイントを指定します。 

acfsutil blogコマンドを使用すると、ブログ・ファイルにテキストを書き込むことができます。  

. 

例 

次の例では、acfsutil blogコマンドの実行方法を示します。—hオプションを指定してacfsutil blogを実行すると、ヘルプが

表示されます。 

例17-9 acfsutil blogの使用方法 

$ /sbin/acfsutil -h 

$ /sbin/acfsutil -t "this is a blog test" blog my_mount_point 

$ /sbin/acfsutil -u blog my_mount_point

acfsutil dumpstate 

目的 

Oracleサポートによる診断のためにOracle ACFSの内部状態情報を収集します。 

構文および説明 

acfsutil [-h] dumpstate  

acfsutil dumpstate {acfs_path | [-d] [-z] [acfs_path]} 

acfsutil -h dumpstateは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

次の表に、acfsutil dumpstateコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-12 acfsutil dumpstateコマンドのオプション 

オプション 説明 

acfs_path Oracle ACFS ファイル・システムへのディレクトリ・パスを指定します。 
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オプション 説明 

-d 現在のディレクトリ内の acfs.dumpstats に統計をダンプします。  

-z 現在のすべての統計をクリアします。 

acfsutil dumpstateコマンドは、指定されたファイル・システムについてOracle ACFSの内部状態情報を収集します。状態

情報は、ロギング・ディレクトリのバイナリ・インシデント・ファイルに書き込まれます。バイナリ・ログ・インシデント・ファイルは、指定し

たパスでマウントされたファイル・システムに固有です。acfs.dumpstats統計ファイルには、Oracle ACFSカーネル・モジュール

全体の統計が含まれています。  

 

  
 

ノート: 

acfsutil dumpstate コマンドは、Oracle サポートが分析のために診断データおよびデバッグ・データを要求し

た場合にのみ実行します。  

例 

次に、acfsutil dumpstateコマンドの使用例を示します。 

例17-10 acfsutil dumpstateコマンドの使用方法 

次のコマンド実行は、指定したファイル・システムのバイナリ・インシデント・ファイルを作成します。 

$ /sbin/acfsutil dumpstate /acfsmounts/acfs1/ 

次のコマンド実行は、ファイル・システム統計をダンプし、指定したファイル・システムのバイナリ・インシデント・ファイルを作成します。 

$ /sbin/acfsutil dumpstate -d /acfsmounts/acfs1/ 

次のコマンド実行は、すべてのファイル・システムの統計をクリアします。 

$ /sbin/acfsutil dumpstate -z 

次のコマンド実行は、ファイル・システム統計をダンプし、バイナリ・インシデント・ファイルを作成し、指定したファイル・システムのす

べてのファイル・システム統計をクリアします。 

$ /sbin/acfsutil dumpstate -d -z /acfsmounts/acfs1/

acfsutil info ftrace 

目的 

マウント・ポイントで指定されたOracle ACFSファイル・システムに関連付けられているオープン・ファイルのトレース・エントリを表

示します。 

構文および説明 
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acfsutil info ftrace -h 

acfsutil info ftrace [-s] mount_point 

acfsutil info ftrace —hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

次の表に、acfsutil info ftraceコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-13 acfsutil info ftraceコマンドのオプション 

オプション 説明 

—s オープン・ファイルのファイル ID のみを表示します。 

mount_point このファイル・システムがマウントされるディレクトリを指定します。  

acfsutil info ftraceコマンドは、マウントされているOracle ACFSファイル・システムのオープン・ファイルのリストを表示します。  

Oracle ACFSカーネル・ドライバは、メモリーにロードされるファイルを追跡します。これらのファイルにはアクティブなオープンがなく、

キャッシュされるだけの場合があります。オープン・ファイル・トレースでは、キャッシュされたどのファイル・コントロール・ブロック(FCB)

にアクティブなオープンまたは参照があるかを判断できます。このコマンドの目的は、ファイル・システムのアンマウントを阻止する、

まだ参照されているファイルがあるかどうかを確認することです。 

acfsutil info ftraceコマンドは、初回実行時、参照されなくなったキャッシュ済ファイルをパージしようとします。この操作では、

各ファイルの変更済メタデータとユーザー・データをディスクにフラッシュする必要があるため、完了までに時間がかかる場合があり

ます。  

次に、acfsutil info ftraceコマンドの出力について説明します。ファイルは、通常のファイルまたはディレクトリを参照できます。  

出力の基本的な形式は次のとおりです。 

Fileid: %ID%, Pathname: %PATH% 

          [%OP%] Pid:  %PID% Ppid:   %PPID% Elapsed time: %TIME% Cmd: %CMD% 

          ... 

フィールドについては、次の一覧で説明します。 

 %ID%: 数値ファイル識別子。これは、acfsutil info idで使用されるものと同じ番号です。この値は、Linuxでは

inode番号とも呼ばれます。  

 %PATH%: %ID%に基づく、生成されたファイルのパス名。使用できない場合、N/Aと表示される場合があります。  

 %OP%: ファイルにアクセスした操作のタイプ。値は次のとおりです。  

 LOOKUP: 指定したプロセスが、パス名を介してこのファイルをルックアップしました。  

 CREATE: 指定したプロセスがファイルを作成しました。  

 NFS: NFSプロセスが、クライアントにかわってファイルにアクセスしました。  

 OPEN: 指定したプロセスがファイルを開きました。  
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 MAP: 指定したプロセスが、ファイルをメモリーにマップしました。  

 %PID%: プロセスID。%PPID%: 親プロセスID。この出力アイテムは使用できません。  

 %TIME%: 操作が発生した時点からの経過時間。形式: d(日), h(時間), m(分), s(秒)  

 %CMD%: 操作を実行したプロセスの名前。  

リストされる各ファイルには、システムのワークロードに応じて複数の操作がリストされます。メモリーを節約するため、表示される

操作の数は制限されます。Oracle ACFSドライバは、各操作のローテーション・ログを保持し、操作エントリはラップされる場合

があります。そのため、最も古い操作が最初に表示されるとはかぎりません。 

例 

次の例は、/mntマウント・ポイントで実行されるacfsutil info ftraceコマンドを示しています。 

例17-11 acfsutil info ftraceコマンドの使用方法 

$ acfsutil info ftrace /mnt 

Fileid: 42, Pathname: /mnt/yum.conf 

        [LOOKUP] Pid:  27009 Ppid:  14999 Elapsed time: 0d 00h 00m 03s Cmd: tail 

        [OPEN  ] Pid:  27009 Ppid:  14999 Elapsed time: 0d 00h 00m 03s Cmd: tail 

Fileid: 155, Pathname: /mnt/bash 

        [LOOKUP] Pid:   9731 Ppid:  19588 Elapsed time: 0d 00h 00m 08s Cmd: cp 

        [OPEN  ] Pid:   9731 Ppid:  19588 Elapsed time: 0d 00h 00m 08s Cmd: cp 

        [OPEN  ] Pid:   9735 Ppid:  19588 Elapsed time: 0d 00h 00m 05s Cmd: bash 

        [MAP   ] Pid:   9735 Ppid:  19588 Elapsed time: 0d 00h 00m 05s Cmd: bash 

        [MAP   ] Pid:   9735 Ppid:  19588 Elapsed time: 0d 00h 00m 05s Cmd: bash 

        [MAP   ] Pid:   9735 Ppid:  19588 Elapsed time: 0d 00h 00m 05s Cmd: bash 

Fileid: 43, Pathname: /mnt/dir1 

        [LOOKUP] Pid:  14485 Ppid:   7829 Elapsed time: 0d 12h 20m 13s Cmd: mkdir 

        [LOOKUP] Pid:   7829 Ppid:   7828 Elapsed time: 0d 12h 20m 06s Cmd: bash 

        [LOOKUP] Pid:   7829 Ppid:   7828 Elapsed time: 0d 12h 20m 06s Cmd: bash

acfsutil lockstats 

目的 

ロック競合統計を表示します。 

構文および説明 

acfsutil lockstats lh -h 

acfsutil lockstats lh [-b] [-e] [-z] [-t top_n] [-s sort_column] 

acfsutil lockstats lh —hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

次の表に、acfsutil lockstatsコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-14 acfsutil lockstatsコマンドのオプション 

オプション 説明 
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オプション 説明 

-b ロック統計の収集を開始(有効化)します。 

—e ロック統計の収集を停止(無効化)します。 

—z 収集された現在のロック統計をゼロアウト(クリア)します。 

—t top_n 上位 n 個のロック統計を表示します。  

—s sort_column 指定したソート列のロック統計をソートします。  

有効なソート列の値は、acquires、totalwait、maxwait です。  

デフォルトでは、統計は待機合計でソートされます。  

コマンドの出力は、4列の表形式で表示されます。  

 最初の列は、ロック階層グループ名です。 

 2番目の列は、その特定のグループで取得されたロックの数です。  

 3番目の列は、取得したすべてのロックの最大待機時間です。  

 4番目の列は、取得したすべてのロックの累積待機時間です。  

例 

次の例では、acfsutil lockstatsコマンドの複数の使用方法を示します。 

例17-12 acfsutil lockstatsコマンドの使用方法 

# Enable lock statistics collection in the kernel. No data is displayed. 

$ acfsutil lockstats lh -b 

# Zero out any and all the lock statistics collected. No data is displayed. 

$ acfsutil lockstats lh -z 

# Disable lock statistics collection in the kernel. No data is displayed. 

$ acfsutil lockstats lh -e 

# Displays all of the lock statistics, sorted on the total wait column. 

$ acfutil lockstats lh 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

|              Lock Type              |   Acquires   |  Max Wait  | Total Wait | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

| LH_MetabufLock                      |       608763 |          1 |        176 | 

| LH_FcbMCBLock                       |       605578 |          1 |         83 | 

| LH_IgnoreCompletely                 |      7002105 |          1 |         41 | 

| LH_SnapDIOCowLock                   |          295 |          6 |          6 | 

| LH_DLM_hash_chain_lock              |       312581 |          1 |          5 | 

| LH_OFSBUFHashChain                  |       610118 |          1 |          5 | 

| LH_SnapMapLockDLMLock               |          297 |          1 |          1 | 

| LH_RemapTableDLMLock                |            3 |          1 |          1 | 

| LH_TrackOnly                        |       348954 |          0 |          0 | 

| LH_KS_feature_lock                  |           12 |          0 |          0 | 
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| LH_DLM_rbld_stall_lock              |          199 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rsb_incarn_lock              |           68 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rsb_lock                     |           81 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_lkb_lock                     |           83 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_lkid_lock                    |          194 |          0 |          0 | 

| LH_KCSS_comm_lock                   |           11 |          0 |          0 | 

| LH_KSS_asm_exit_lock                |           10 |          0 |          0 | 

| LH_KCSS_rac_mode_lock               |           21 |          0 |          0 | 

| LH_ADVM_hd_lock                     |            1 |          0 |          0 | 

| LH_ADVM_rootSpin                    |           90 |          0 |          0 | 

| LH_ADVM_root_stateLock              |            1 |          0 |          0 | 

. 

. 

. 

| LH_GlobalMntResource                |            4 |          0 |          0 | 

| LH_KS_PlogConfigLock                |          587 |          0 |          0 | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

# Displays only the top 10 lock statistics. 

$ acfsutil lockstats lh -t 10 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

|              Lock Type              |   Acquires   |  Max Wait  | Total Wait | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

| LH_MetabufLock                      |       802244 |          1 |        230 | 

| LH_FcbMCBLock                       |       798135 |          1 |        113 | 

| LH_IgnoreCompletely                 |      9214061 |          1 |         54 | 

| LH_OFSBUFHashChain                  |       803599 |          1 |          7 | 

| LH_SnapDIOCowLock                   |          389 |          6 |          6 | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

# Displays all of the lock statistics, sorted on the ‘Acquires’ column. 

$ acfsutil lockstats -s acquires 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

|              Lock Type              |   Acquires   |  Max Wait  | Total Wait | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

| LH_IgnoreCompletely                 |      9263483 |          1 |         54 | 

| LH_OFSBUFHashChain                  |       807734 |          1 |          7 | 

| LH_MetabufLock                      |       806379 |          1 |        231 | 

| LH_FcbMCBLock                       |       802234 |          1 |        114 | 

| LH_TrackOnly                        |       461656 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_hash_chain_lock              |       312581 |          1 |          5 | 

| LH_DLMSpinLock                      |        15982 |          0 |          0 | 

| LH_AutoResizeLock                   |         3880 |          0 |          0 | 

| LH_SnapMapMetaDataLock              |         2725 |          0 |          0 | 

| LH_RecoverySpinLock                 |         2722 |          0 |          0 | 

| LH_clean_ofsBufl_lock               |         2580 |          0 |          0 | 

| LH_ResizeVOPsLock                   |         2333 |          0 |          0 | 

| LH_SBMetaDataLock                   |         2145 |          0 |          0 | 

| LH_SBDLMLock                        |         2145 |          0 |          0 | 

| LH_FcbListLock                      |         1980 |          0 |          0 | 

| LH_VcbDIOSpinLock                   |         1940 |          0 |          0 | 

| LH_McbLock                          |         1863 |          0 |          0 | 

| LH_UnmountFCBRefLock                |         1552 |          0 |          0 | 

| LH_AuditThreadResource              |          783 |          0 |          0 | 

| LH_KS_PlogConfigLock                |          779 |          0 |          0 | 

. 

. 

. 

| LH_ShrinkAccelLock1                 |            1 |          0 |          0 | 

| LH_ShrinkLock1                      |            1 |          0 |          0 | 
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| LH_VolResizeLock                    |            1 |          0 |          0 | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

# Displays all of the lock statistics, sorted on the ‘Max Wait’ column. 

$ acfsutil lockstats -s maxwait 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

|              Lock Type              |   Acquires   |  Max Wait  | Total Wait | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

| LH_SnapDIOCowLock                   |          397 |          6 |          6 | 

| LH_IgnoreCompletely                 |      9405112 |          1 |         55 | 

| LH_DLM_hash_chain_lock              |       312581 |          1 |          5 | 

| LH_OFSBUFHashChain                  |       820083 |          1 |          7 | 

| LH_FcbMCBLock                       |       814524 |          1 |        116 | 

| LH_MetabufLock                      |       818728 |          1 |        234 | 

| LH_SnapMapLockDLMLock               |          399 |          1 |          1 | 

| LH_RemapTableDLMLock                |            3 |          1 |          1 | 

| LH_TrackOnly                        |       468690 |          0 |          0 | 

| LH_KS_feature_lock                  |           12 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rbld_stall_lock              |          199 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rsb_incarn_lock              |           68 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rsb_lock                     |           81 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_lkb_lock                     |           83 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_lkid_lock                    |          194 |          0 |          0 | 

| LH_KCSS_comm_lock                   |           11 |          0 |          0 | 

. 

. 

. 

| LH_GlobalMntResource                |            4 |          0 |          0 | 

| LH_KS_PlogConfigLock                |          790 |          0 |          0 | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

# Displays all of the lock statistics, sorted on the ’Total Wait’ column. 

$ acfsutil lockstats -s total wait 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

|              Lock Type              |   Acquires   |  Max Wait  | Total Wait | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

| LH_MetabufLock                      |       608763 |          1 |        176 | 

| LH_FcbMCBLock                       |       605578 |          1 |         83 | 

| LH_IgnoreCompletely                 |      7002105 |          1 |         41 | 

| LH_SnapDIOCowLock                   |          295 |          6 |          6 | 

| LH_DLM_hash_chain_lock              |       312581 |          1 |          5 | 

| LH_OFSBUFHashChain                  |       610118 |          1 |          5 | 

| LH_SnapMapLockDLMLock               |          297 |          1 |          1 | 

| LH_RemapTableDLMLock                |            3 |          1 |          1 | 

| LH_TrackOnly                        |       348954 |          0 |          0 | 

| LH_KS_feature_lock                  |           12 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rbld_stall_lock              |          199 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rsb_incarn_lock              |           68 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_rsb_lock                     |           81 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_lkb_lock                     |           83 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_lkid_lock                    |          194 |          0 |          0 | 

| LH_KCSS_comm_lock                   |           11 |          0 |          0 | 

| LH_KSS_asm_exit_lock                |           10 |          0 |          0 | 

| LH_KCSS_rac_mode_lock               |           21 |          0 |          0 | 

| LH_ADVM_hd_lock                     |            1 |          0 |          0 | 

| LH_ADVM_rootSpin                    |           90 |          0 |          0 | 

| LH_ADVM_root_stateLock              |            1 |          0 |          0 | 

  .   

  . 

  . 
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| LH_GlobalMntResource                |            4 |          0 |          0 | 

| LH_KS_PlogConfigLock                |          587 |          0 |          0 | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

# Displays the top 10 lock statistics, sorted on the ’Acquires’ column. 

$ acfsutil lockstats lh -s acquires -t 10 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

|              Lock Type              |   Acquires   |  Max Wait  | Total Wait | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+ 

| LH_IgnoreCompletely                 |      9874904 |          1 |         58 | 

| LH_OFSBUFHashChain                  |       861237 |          1 |          8 | 

| LH_MetabufLock                      |       859882 |          1 |        248 | 

| LH_FcbMCBLock                       |       855493 |          1 |        127 | 

| LH_TrackOnly                        |       491920 |          0 |          0 | 

| LH_DLM_hash_chain_lock              |       312581 |          1 |          5 | 

| LH_DLMSpinLock                      |        16870 |          0 |          0 | 

| LH_AutoResizeLock                   |         4122 |          0 |          0 | 

| LH_SnapMapMetaDataLock              |         2898 |          0 |          0 | 

| LH_RecoverySpinLock                 |         2884 |          0 |          0 | 

+-------------------------------------+--------------+------------+------------+

acfsutil log 

目的 

メモリー診断ログ・ファイルおよびメッセージ・デバッグ設定を取得します。 

構文および説明 

acfsutil [-h] log 

acfsutil log [-f filename] [-s] [-r n{K|M|G|T|P}] [-p {avd|ofs|oks}] [-l debuglevel]  

         [-n consolelevel] [-o wait_time] [-q] [-c debugcontext] [-T file_type]  

         [-m mount_point] [-a] [-C] [-t] 

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

次の表に、acfsutil logコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-15 acfsutil logコマンドのオプション 

オプション 説明 

-f filename 指定されたファイルにインメモリー・ログを書き込みます。デフォルト・ファイルは、現行ディ

レクトリの oks.log です。  

-s インメモリー・ログ・ファイルのサイズを表示します。 

-r n{K|M|G|T|P} インメモリー・ログ・ファイルのサイズを設定します。 

-p {avd|ofs|oks} レベルまたは問合せの設定を設定する製品を指定します。デフォルトはすべての製品、

つまり Oracle ADVM (avd)、Oracle ACFS (ofs)および Oracle Kernel 

Services (oks)です。  
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オプション 説明 

-l debuglevel インメモリー・デバッグ・レベルを設定します。デフォルトのデバッグ・レベルは 2 です。有効

値は、0-6 です。  

-n consolelevel 永続ロギングのデバッグ・レベルを設定します。その他の永続ログ構成設定は、

acfsutil plogconfig コマンドで管理されます。  

-o wait_time ログ・サイズ、デバッグ・レベルおよび製品値をすべてのノードに設定し、wait_time で

指定された秒数の間待機し、すべてのノードのメモリー・ログにダンプを出力した後、デ

バッグ・レベルおよびログ・サイズをリセットします。  

-q 指定された製品のデバッグ設定を問い合せます。 

例: acfsutil log —p avd —q 

-c debugcontext デバッグ・コンテキストを設定します(内部のみ)。 

-T file_type デバッグ・ファイル・タイプを設定します(内部のみ)。 

—m mount_point 指定されたマウント・ポイントでファイル・システムのみをデバッグすることを指定します。 

-a すべてのファイル・システムについてログに記録するように、デバッグ・ロギングをリセットしま

す。 

-C すべてのクラスタ・ノードでメモリー・ログをダンプします。また、-t オプションに追加すること

もできます。  

-t すべてのハング・マネージャ・スレッド情報をインメモリー・ログおよび永続ログにダンプしま

す。 

acfsutil logコマンドを使用すると、メモリー診断ログ・ファイルを管理できます。オプションをなにも指定しないと、acfsutil 

logコマンドは、デフォルトで./oks.logメモリー・ログに対して取得および書込みを実行します。  

-oオプションは、次を実行します。  

1. すべてのノードのインメモリー・ログに対してログ・サイズを500M、ログ・レベルを5、製品をofs (acfs)にそれぞれ設定しま

す。  

2. 「180秒間ブロック中で、現在問題が再現しています」などの情報メッセージを表示します。  

3. 指定された秒数の間待機した後、「すべてのノードでログをダンプしています」と表示します。 

4. クラスタ規模のログのダンプを開始します。  
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5. ログ・レベルを2にリセットし、ログ・サイズをデフォルトにリセットします。  

-oオプションは、デフォルトの製品、デバッグ・レベルまたはログ・サイズの設定を変更する必要がある場合、-p、-lおよび-rの各

オプションと組み合せることができます。  

このコマンドを実行するには、rootユーザーまたはOracle ASM管理者ユーザーである必要があります。  

例 

次の例は、acfsutil logコマンドを実行する様々な方法を示しています。 

例17-13 acfsutil logの使用方法 

#increase internal log size to 100Mb 

$ acfsutil log -r 100M 

#increase log level for acfs to 5 

$ acfsutil log -l 5 -p ofs 

#increase log level for oks to 5 

$ acfsutil log -l 5 -p oks 

#collect in memory log and place it into /tmp/logfile 

$ acfsutil log -f /tmp/logfile 

#put trace level back to default, level 2 

$ acfsutil log -l 2 -p ofs 

$ acfsutil log -l 2 -p oks 

# increase log level to 5, wait 3 seconds, and then automatically dump a log on all nodes,  

# log will be in a dated file in directory specified by acfsutil plog -q 

$ acfsutil log -l 5 -o 3 

Blocking for 3 seconds, reproduce problem now 

Dumping log on all nodes 

# dump out the stacks of all acfs threads running on the system on all nodes into log files  

# in the directory specified by acfsutil plog -q 

$ acfsutil log -t 

$ acfsutil log -C

acfsutil meta 

目的 

Oracle ACFSファイル・システムから別の出力ファイルにメタデータをコピーします。 

構文および説明 

acfsutil meta -h 

acfsutil meta  [-v]  

               [-g]  

               [-g -O -C -S] 

               [-O] 

               [-C COW_filepath] 

               [-S COW_size] 

               [-q nn[K|M|G|T]]   

               [-l log_file_path]  

               [-o acfs_extent_offsets]       

               {-f record_oriented_metadata_output_file} [-a accel_device] volume_device 

acfsutil meta  {-e record_oriented_metadata_input_file [-i]} 

               {-f output_filesystem_meta_file_prefix_name} 
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acfsutil meta -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

次の表に、acfsutil metaコマンドで使用可能なオプションを示します。オプションはLinux形式(およびAIX形式とSolaris形

式)で表示されます。Windowsで実行されるコマンドは、オプションの前にハイフン(-)ではなくスラッシュ(/)を使用します。たとえ

ば、Linuxの場合は—f、Windowsの場合は/fを使用します。 

表17-16 acfsutil metaコマンドのオプション 

オプション 説明 

—f 

record_oriented_metadata_output_fi

le 

メタデータのコピー先となる出力ファイルのパス名を指定します。 

—g ブロック・スキャンは、ボリューム全体で失われたメタデータを検索するためには実

行しないでください。かわりに、既知のメタデータ・ブロックのみを読み取ってくださ

い。このオプションが推奨されるのは、良好な状態のファイル・システムのみです。 

—g -O -C -S Oracle ACFS オンライン・チェッカ(Linux では fsck)も実行する点以外は、-g

オプションと同じです。  

-O Oracle ACFS オンライン・チェッカ(Linux では fsck)を実行することを指定しま

す。  

-C COW_filepath Oracle ACFS オンライン・チェッカの Copy-On-Write(COW)ファイルへのパス

を指定します。パスは別の Oracle ACFS ファイル・システム上にある必要があり

ます。 

-S COW_size Oracle ACFS オンライン・チェッカの Copy-On-Write(COW)ファイルのサイズ

を指定します。サイズは、ファイル・システムの変更時に元のブロックを維持できる

規模の十分な大きさが必要です。 

volume_device コピーされるファイル・システムのボリューム・デバイス名を指定します。 

—v verbose モードを指定して追加の診断メッセージを生成します。 

—q nn[K|M|G|T] クイック・スキャン・モードでメタデータ・コレクタを起動します。ボリュームのスキャン

は、指定されたサイズで停止します。指定する数字は正の整数でなければなら

ず、値は、少なくとも 200M でなければなりません。  

単位は、K (KB)、M (MB)、G (GB)、または T (TB)です。単位インジケータ

を指定する場合は、整数の後に付ける必要があります。省略した場合、デフォル
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オプション 説明 

トの単位はバイトです。 

-l log_file_path ログ・ファイルのパスを指定します。指定しない場合、ログ・ファイルは現行ディレク

トリにデフォルト名の acfs.meta.log で生成されます。  

—o acfs_extent_offsets メタ・コレクタがデータを追加でコピーする元となるカンマ区切りのファイル・オフセッ

トのリストを指定します。 

—a accel_device ファイル・システムがアンマウントできない場合に使用される、関連付けられたアク

セラレータ・デバイスの場所を指定します。 

—e 

record_oriented_metadata_input_fil

e 

指定されたレコード指向メタデータ・ファイルを、fsck または acfschkdsk で使用

できるファイルに展開します。  

—i -i オプションを-e オプションとともに使用すると、各レコード指向メタデータ・ファイル

のメタデータ・レコード・ヘッダー(フラグ、ボリューム、オフセット、サイズ)がリストされ

ます。  

—f 

output_filesystem_meta_file_prefix

_name 

—e オプション操作の出力ファイルのパス名を指定します。  

acfsutil metaコマンドは、メタデータ・コレクタとして動作し、Oracle ACFSファイル・システムを別の指定されたレコード指向

出力ファイルに部分的にコピーします。メタデータ・コレクタは、Oracle ACFSファイル・システムのボリュームデバイス名で指定さ

れたファイル・システムのコンテンツを読み取ります。この入力ファイル・システムでOracle ACFSメタデータが検索され、見つかっ

たメタデータはすべて指定のレコード指向出力ファイルに書き込まれます。生成されたレコード指向出力ファイルは、容易に別の

システムに転送できます。そこで、顧客サイトにある元のファイル・システムに影響を与えることなく、診断および分析のために展

開できます。  

-gオプションは、既知の良好なメタデータのみを収集します。破損したファイル・システムを指定して-gオプションは使用しないでく

ださい。-gオプションは、失われたメタデータを検索しないためです。失われたメタデータは、ファイル・システムの破損の診断に重

要な場合があります。ファイル・システムが良好な状態の場合、-gオプションは、物理ボリューム全体をスキャンして失われたメタ

データ・ブロックを検索する必要がないため、より高速にメタデータを収集できます。  

Linuxでacfsutil meta -gコマンドを実行すると、Oracle ACFSオンライン・チェッカ(fsck)が自動的に実行されます。

acfsutil meta -gのかわりに実行されるOracle ACFSオンライン・チェッカは、メタデータ・オンディスク・ポインタを使用して

Oracle ACFSファイル・システム・メタデータをトラバースし、acfsutil meta-gメタデータ・コレクション・ファイルに読み込まれたメ

タデータを書き込みます。Linuxでのオンラインfsckコマンドの詳細は、Linux環境用のOracle ACFSコマンドライン・ツールを

参照してください。  
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acfsutil metaでファイル・システムの最適なコピーを取得するには、ファイル・システムをアンマウントしてからacfsutil metaを

実行します。ファイル・システムをアンマウントできない場合は、acfsutil metaを実行している間、コンテンツの変更またはボ

リュームのサイズ変更操作の実行を回避します。  

元のファイル・システムが非常に大規模な場合、出力ファイルも非常に大きくなる可能性があります。ストレージ領域および転送

時間を削減できる場合は、出力ファイルを圧縮します。 

ファイル・システムにアクセラレータ・デバイスが関連付けられている場合、acfsutil metaは、アクセラレータ・デバイス・データもレ

コード指向出力ファイルにコピーします。この動作は自動的に発生します。  

ほとんどの状況で、acfsutil metaは、アクセラレータ・デバイスをレコード指向出力ファイルに自動的にコピーします。しかし、メ

タ・コレクタが自力でアクセラレータ・デバイスを検出できないと考えられる場合、コマンドラインに-aオプションを使用して名前を指

定できます。たとえば、ファイル・システムが破損した場合にこのような状況が発生します。-aオプションを使用すると、メタ・コレク

タの自動的な動作がオーバーライドされるため、-aは慎重に使用する必要があります。  

メタデータ・コマンドが出力ファイルも処理する可能性があるため、出力ファイルは入力デバイスとして指定されるOracle ACFS

デバイスには配置しないでください。出力ファイルは、Oracle ACFS入力ボリューム・デバイスのサイズである出力ファイルをサ

ポートできるファイル・システムに配置する必要があります。ファイル・システムがいっぱいで、すべてのメタデータを含み、ユーザー・

データをほとんど含んでいない場合(このような状態が起こる可能性は低いですが、あり得ないことではありません)を除き、出力

ファイルにはそれほどのストレージは必要ないはずです。 

-qフラグは慎重に使用する必要があります。-qを指定すると、メタ・コレクタは入力ファイル・システム全体のスキャンおよびコピー

を実行しません。そのかわりに、事前決定されたバイト数および重要と見なされる特定のデータ構造のみをスキャンしてコピーしま

す。-qフラグは主に、メタデータ・コレクタのフルバージョンを実行する十分な時間がない状況で使用します。-qフラグは、問題を

調査しているサポート担当者が推奨しないかぎり使用しないでください。  

レコード指向出力ファイルの展開は、診断および分析を実行するシステムで行う必要があります。たとえば、次のコマンドは、十

分なストレージ領域がある別のファイル・システム上でレコード指向メタデータ・ファイルを展開します。 

acfsutil meta -e record_oriented_metadata_input_file -f output_filesystem_meta_file_prefix_name 

コマンドの出力は、fsckまたはacfschkdskでの使用に適したスパース・ファイルを提供します。レコード指向メタデータ入力ファイ

ルにアクセラレータ・ボリュームが含まれている場合は、.acc接尾辞が付加された同じ出力ファイル名接頭辞を使用して、2番

目のスパース出力ファイルが作成されます。展開されたファイルに使用されるファイル・システムは、スパース・ファイルをサポートし

ている必要があります。そうでない場合、結果として展開されたファイルは、無用のゼロを含む非常に大きなサイズになる可能性

があります。これは、スパースのホールによって領域を節約できる部分です。  

ほとんどの場合、acfsutil metaで展開された出力ファイルは、fsckコマンドで読み取ることができます。ただし、一部のOSプ

ラットフォームでOracle ACFS固有のfsckコマンドを使用すると、出力ファイルに正しくアクセスできないか、指定したフラグで機

能しないことがあります。このような場合、fsckコマンドの書式を少し変更して使用します。次に例を示します。  

 Linuxでは、—xフラグを使用している場合、次の書式でコマンドを実行します。  

/sbin/fsck.acfs -x filesystem_meta_file.acc filesystem_meta_file 

 Solarisでは、—o xフラグを使用している場合、次の書式でコマンドを実行します。  
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/usr/lib/fs/acfs/fsck -o x=filesystem_meta_file.acc filesystem_meta_file 

 AIXでは、次の書式でコマンドを実行します。 

/sbin/helpers/acfs/fsck filesystem_meta_file 

 Windowsでは、次の書式でコマンドを実行します。 

acfschkdsk filesystem_meta_file 

例 

例17-14は、メタデータをコピーして出力ファイルへと展開するためのacfsutil metaコマンドの使用方法を示しています。 

例17-14 acfsutil metaコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil meta -f /acfsmounts/critical_apps/record_oriented_metadata_file /dev/asm/volume1-123 

次に、診断および分析が実行されるシステムで出力ファイルを展開できます。 

$ /sbin/acfsutil meta -e record_oriented_metadata_file -f filesystem_meta_file

acfsutil plogconfig 

目的 

Oracle ACFSの永続ロギング構成設定を管理します。 

構文および説明 

acfsutil plogconfig [-h] [-d persistent_log_directory] [-t] [-q ] [-i seconds]  

                    [-s buffer_size] [-l low_water_percent] [-u high_water_percent]  

                    [-m max_logfile_size] [-n max_logfile_number] 

acfsutil -h plogconfigは、ヘルプを表示して終了します。  

Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

次の表に、acfsutil plogconfigコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-17 acfsutil plogconfigコマンドのオプション 

オプション 説明 

-d persistent_log_directory 代替ロギング・ディレクトリを指定します。指定しない場合、デフォルト・ディレクトリは

$ORACLE_BASE/crsdata/hostname/acfs です。  

-t ロギングを終了します。 

-q  永続ロギング構成設定を問い合せて、表示します。 
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オプション 説明 

-i seconds 間隔タイマーの秒数を指定します。 

-s buffer_size ログ・バッファ・サイズ(KB)を設定します。 

-l low_water_pecent ファイル書込みトリガーをパーセンテージで設定します。 

-u high_water_pecent ファイル書込みスロットルをパーセンテージで設定します。 

-m max_logfile_size ログ・ファイルの最大サイズ(MB)を設定します。 

-n max_logfile_number ログ・ファイルの最大数を設定します。 

acfsutil plogconfigコマンドは、永続ロギングの構成設定を管理するための診断ツールとなります。  

コマンド引数はすべてオプションですが、少なくとも1つ指定する必要があります。 

 

  
 

ノート: 

acfsutil plogconfig コマンドは、Oracle サポートが永続ロギング設定の構成を要求した場合にのみ実行

します。  

このコマンドを実行するには、rootユーザーまたはOracle ASM管理者ユーザーである必要があります。  

例 

次に、現在の構成設定を表示するacfsutil plogconfigコマンドの使用例を示します。 

例17-15 Oracle ACFS acfsutil plogconfigコマンドの使用方法 

# /sbin/acfsutil plogconfig -q 

Log Directory Name : /oracle/crsdata/my_host/acfs  

Buffer Size (KB) : 64 

Low Water Level (percent) : 50 

High Water Level (percent) : 75 

Timer Interval (Seconds) : 5 

Maximum Number of Log Files : 10 

Maximum Log File Size (MB) : 100

acfsutil tune 

目的 

acfsutil tuneコマンドは、Oracle ACFSの調整可能パラメータの値を表示または設定します。  

構文および説明 
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acfsutil tune -h 

acfsutil tune [tunable_name] 

acfsutil tune tunable_name=value 

acfsutil tune -hは、ヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、acfsutil tuneコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-18 acfsutil tuneコマンドのオプション 

オプション 説明 

tunable_name 調整可能パラメータの名前を指定します。  

value 調整可能パラメータの値を指定します。 

調整可能パラメータと値が指定されている場合、acfsutil tuneコマンドは、特定のノードに永続的な方法で調整可能パラ

メータの値を設定します。  

調整可能パラメータが値なしで指定されている場合、acfsutil tuneコマンドは、指定された調整可能パラメータに現在割り

当てられている値を表示します。  

オプションが指定されていない場合、acfsutil tuneコマンドは、現在割り当てられている調整可能パラメータの値を表示しま

す。  

Oracle ACFS調整可能パラメータAcfsMaxOpenFilesにより、WindowsおよびAIX上で開かれているOracle ACFSファイ

ルの数が制限されます。通常、この調整可能パラメータの値を変更する必要はありませんが、Oracle ACFSファイル・システム

で大きな作業ファイルを扱う場合、値を増やすことがあります。  

Oracle ACFS調整可能パラメータAcfsMaxCachedFilesにより、WindowsおよびAIXのメモリーにキャッシュされているクロー

ズ済ファイルの最大数が設定されます。通常、この調整可能パラメータの値を変更する必要はありませんが、パフォーマンスの向

上のために値を変更することがあります。  

調整可能パラメータを変更すると、ただちに有効になり、再起動されても効力は持続します。  

調整可能パラメータの値を変更するには、rootユーザーまたはWindowsのAdministratorであることが必要です。  

例 

最初のコマンドは、Oracle ACFSの調整可能パラメータとその値を表示します。2つ目のコマンドでは、

AcfsHMTimeOutIntervalSecsパラメータの値を変更します。 

例17-16 acfsutil tuneコマンドの使用方法 

$ /sbin/acfsutil tune 

AcfsHMTimeOutIntervalSecs   = 60 (0x3c) 

AcfsHMSilenceIntervalMins   = 240 (0xf0) 

# /sbin/acfsutil tune AcfsHMTimeOutIntervalSecs=120
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advmutil tune 

目的 

advmutil tuneは、Oracle ADVMのパラメータの値を表示または設定します。  

構文および説明 

advmutil -h 

advmutil tune [parameter] 

advmutil tune parameter=value 

advmutil -hはヘルプ・テキストを表示して終了します。  

次の表に、advmutil tuneコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表17-19 advmutil tuneコマンドのオプション 

オプション 説明 

parameter 値を設定または表示するパラメータを指定します。  

value 指定したパラメータの値を指定します。 

オプションが指定されていない場合、advmutil tuneコマンドは、現在割り当てられている値を表示します。  

パラメータに値が指定されていない場合、advmutil tuneコマンドは指定されたパラメータに現在割り当てられている値を表示

します。  

パラメータを設定するには、権限を持つユーザーである必要があります。 

 

  
 

ノート: 

パラメータの設定は注意して行う必要があり、通常は Oracle サポート・サービスのみが行います。 

例 

advmutil tuneで指定できるパラメータは、デッドロック・タイマー(deadlock_timer)の最大時間(分)です。この例の1つ目のコ

マンドは、deadlock_timerパラメータの最大時間(分)を変更します。2番目のコマンドは、Oracle ADVMパラメータの現在の

設定を表示します。 

例17-17 advmutil tuneの使用方法 

$ /sbin/advmutil tune deadlock_timer=20 

$ /sbin/advmutil tune 

deadlock_timer        = 20 (0x14) 

resilver_power        = 8 (0x8) 

resilver_regio        = 32 (0x20)
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Oracle ACFS I/O障害コンソール・メッセージの理解 

Oracle ACFSでは、オペレーティング・システム固有のシステム・イベント・ログにI/O障害の情報を記録します。  

コンソール・メッセージの書式は次のとおりです。 

[Oracle ACFS]: I/O failure (error_code) with device device_name during a operation_name op_type. 

file_entry_num Starting offset: offset. Length of data transfer: io_length bytes. 

Impact: acfs_type   Object: object_type   Oper.Context: operation_context  

Snapshot?: yes_or_no AcfsObjectID: acfs_object_id . Internal ACFS Location: code_location. 

コンソール・メッセージ構文のイタリック体の変数は、次のものに対応しています。 

 I/O障害 

Oracle ACFSによって見つかったI/O障害に対するオペレーティング・システム固有のエラー・コード(16進法)。これは

ハードウェアの問題を示す場合もあれば、他のなんらかの理由によるI/O開始の失敗を示す場合もあります。 

 デバイス 

関連するデバイス(通常はADVMデバイス・ファイル)。しかし、場合によっては、デバイスのマイナー番号を示す文字列

である可能性もあります。 

 操作名 

関連する操作の種類。  

user data、metadataまたはpaging 

 操作タイプ 

関連する操作のタイプ。  

synch read、synch write、asynch readまたはasynch write 

 ファイル・エントリ番号 

関連するファイル・システム・オブジェクトのOracle ACFSファイル・エントリ番号(10進数)。acfsutil info fileid

ツールにより対応するファイル名を見つけます。  

 オフセット 

I/Oのディスク・オフセット(10進数)。 

 I/Oの長さ 

I/Oの長さ(バイト単位、10進数)。 

 影響を受けるファイル・システム・オブジェクト 

関連するファイル・システム・オブジェクトがノードローカルか、クラスタ全体でアクセスされるリソースのいずれであるかの表

示。次に例を示します。 

Node or Cluster 

 影響を受けるオブジェクトのタイプ 

関連するファイル・システム・オブジェクトの種類を示す文字列(可能な場合)。次に例を示します。 
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Unknown、User Dir.、User Symlink、User File、Sys.Dir、Sys.FileまたはMetaData  

 Sys.Dir. 

表示可能なネームスペース内でOracle ACFSによって管理されるディレクトリ 

 sys.File 

表示可能なネームスペース内でOracle ACFSによって管理されるファイル 

 MetaData 

表示可能なネームスペース外でOracle ACFSに管理されるリソース 

 操作のコンテキスト 

I/Oを発行しているコード・コンテキストを示すよりレベルの高いビュー。これはOracleサポート・サービスで使用されます。

次に例を示します。 

Unknown、Read、Write、Grow、Shrink、CommitまたはRecovery 

 スナップショット 

判断できる場合は、関連するデータがスナップショットのものであったかどうかの表示。次に例を示します。 

Yes、Noまたは? 

 ファイル・システムのオブジェクト・タイプ 

ファイル・システム・オブジェクトのタイプの内部識別子。Oracleサポート・サービスで使用。 

 コードの場所 

このメッセージを発行している場所のコードの内部識別子。Oracleサポート・サービスで使用。 

次に、Linux環境での/var/log/messagesの例を示します。  

[Oracle ACFS]: I/O failure (0xc0000001) with device /dev/sdb during a metadata synch write . 

Fenum Unknown. Starting offset: 67113984. Length of data transfer: 2560 bytes. 

Impact: Node   Object: MetaData   Oper.Context: Write 

Snapshot?: ?  AcfsObjectID: 8  . Internal ACFS Location: 5 .  

Oracleパッチ適用とOracle ACFS 

この項では、グリッド・インフラストラクチャ環境でのOracle ACFSを使用したパッチ適用について説明します。 

 Oracle ACFSパッチ適用の概要 

 Oracle Grid Infrastructureファイルの更新 

 Oracle ACFSパッチ適用の検証 

Oracle ACFSパッチ適用の概要 

Oracle ACFSは、Oracle Grid Infrastructureの一部としてインストールされます。ただし、Oracle ACFSは、Linux上の

/lib/modulesや/sbinなどの様々なシステムの場所から実行されます。  

Oracle ACFSは、Oracle Grid Infrastructureの配信およびパッチ・メカニズム(OUIおよびOPatch)と統合されます。配

信メカニズム(Oracleリリース、Oracleパッチセット、Oracleリリース更新またはOracle個別パッチ)に関係なく、Oracle ACFS
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コンテンツはパッチで配信されます。 

Oracleゼロ・ダウンタイムのグリッド・インフラストラクチャ・パッチ適用を使用せずにOracle Grid Infrastructureを更新すると、

Oracle ACFSもシステムの場所で更新され、Oracle Gridソフトウェアのシームレスな操作が保証されます。更新時(リリース、

リリース更新、パッチセットまたは個別パッチに関係なく)、Oracle Clusterwareスタックはローカル・ノードで停止され、サービス

は他のノードに移行されます。その後、Oracle Gridソフトウェアにパッチが適用され、サービスがローカル・ノードで再起動されま

す。 

Oracleゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用を使用しないパッチ適用 

パッチ操作中、まずOracle ACFSソフトウェアはOPatchまたはOUIファイル配置操作によってGridホームで更新され、その後

Oracle Clusterwareの停止中に適切なシステムの場所に移動されてメモリーにロードされます。Oracle Clusterwareの

再起動には、オペレーティング・システム(OS)カーネルでOracle ACFSを更新できるように、OSカーネル参照を解放するという

副作用があります。 

ゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureを使用したパッチ適用 

ゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用を使用すると、Oracle Gridホーム内のOracle Grid 

Infrastructureユーザー領域バイナリのみにパッチが適用されます。Oracle Gridホームから実行されるコマンドは、すぐに最

新バージョンを使用します。ACFS、AFD、OLFS、OKA OSシステム・ソフトウェア(OSカーネル・モジュールおよびシステム・ツー

ル)など、Oracle Gridホーム外にインストールされるOracle Grid Infrastructureコンポーネントは、Gridホームで更新され

ますが、システムの場所にはインストールされません。パッチ・バージョンより前のバージョンが引き続き実行されます。パッチが適用

されると、OPatchインベントリにOPatchインベントリの新しいパッチ番号が表示されます。ただし、実行中のソフトウェアにはこれ

らの変更は含まれず、Gridホームで使用可能なソフトウェアのみが含まれます。新しく使用可能になったソフトウェアがメモリーに

ロードされ、付属するユーザー・ツールがシステムの場所にコピーされるまで、Oracle Grid Infrastructureホームにある使用

可能な修正は利用されません。 

実行およびインストールされているOracle ACFSシステム・ソフトウェアを確認するには、次のコマンドを使用できます。 

 crsctl query driver activeversion -all  

このコマンドは、クラスタのすべてのノード上のOracle ACFSのアクティブ・バージョンを表示します。アクティブ・バージョン

は、システムに現在ロードされて実行されているOracle ACFSドライバのバージョンです。これは、ACFSシステム・ツー

ルのバージョンも暗黙的に示します。18c以降で使用可能なcrsctl queryコマンドは、クラスタのすべてのノードのデー

タを表示します。  

次の例では、19.4がOracleホームで使用可能ですが、19.2が現在実行中のバージョンです。OPatch 

lsinventoryにより、19.4がパッチ適用済バージョンとしてレポートされます。Oracle Grid Infrastructure OSドラ

イバは19.2のみを実行しています。  

crsctl query driver activeversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200114 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.2.0.0.0) 

 crsctl query driver softwareversion -all  

このコマンドは、Oracle Gridホームに現在インストールされているOracle Grid Infrastructureソフトウェアの使用



784 

可能なソフトウェア・バージョン(および拡張機能別にOracle ACFSソフトウェアの使用可能なソフトウェア・バージョン)

を表示します。18c以降で使用可能なcrsctl queryコマンドは、クラスタのすべてのノードのデータを表示します。  

crsctl query driver softwareversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200628 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

 acfsdriverstate version -v 

このコマンドは、ローカル・ノードで実行中のOracle ACFSモジュールに関する全情報を表示します。ACFS-9548お

よびACFS-9547メッセージには、Oracle Grid Infrastructureホームで使用可能なOracle ACFSソフトウェアの

バージョンが表示されます。acfsdriverstateは、ローカル・ノードについてのみをレポートします。バグ番号は、個別

パッチの実行時にのみ使用可能です。  

acfsdriverstate version -v 

ACFS-9325: Driver OS kernel version = 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64. 

ACFS-9326: Driver build number = 200114. 

ACFS-9212: Driver build version = 19.0.0.0.0 (19.2.0.0.0). 

ACFS-9547: Driver available build number = 200628. 

ACFS-9548: Driver available build version = 19.0.0.0.0 (19.2.0.0.0) 

ACFS-9549: Kernel and command versions. 

Kernel: 

 Build version: 19.0.0.0.0 

 Build full version: 19.2.0.0.0 

 Build hash: 9256567290 

 Bug numbers: NoTransactionInformation 

Commands: 

 Build version: 19.0.0.0.0 

 Build full version: 19.2.0.0.0 

 Build hash: 9256567290 

 Bug numbers: NoTransactionInformation 

Oracle Grid Infrastructureファイルの更新 

Oracle Clusterwareスタックが停止し、Oracle ACFSドライバ・モジュールが更新されるまで、Oracle ACFSの修正はメモ

リーにロードされません。Oracle ACFSの修正をシステム・メモリーにロードするプロセスにより、Oracle ACFS操作に必要な

ツールもシステムの場所にインストールされます。 

次の手順のいずれかを実行できます。 

1. Oracle ACFSの修正をメモリーおよびシステムの場所にロードするには、ノードごとに次のコマンドを発行する必要があ

ります。  

 crsctl stop crs -f  

ローカル・ノード上のCRSスタックおよびすべてのアプリケーションを停止します 

 root.sh -updateosfiles  

システム上のOracle ACFSおよびその他のOracle Grid Infrastructureカーネル・モジュールを最新バー

ジョンに更新します 

 crsctl start crs -wait  
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ノードでCRSを再起動します 

2. あるいは、カーネル・バージョンを変更してノードを再起動すると、新しいドライバが自動的にロードされ、新しいシステ

ム・ツールがシステム・ディレクトリにインストールされます。クラスタ内のすべてのノードがカーネル・バージョンを同時に変

更するものとします。 

これらのイベントのいずれかが発生すると、crsctl query activeversionおよびcrsctl query softwareversionコマンドに

よって同じ情報がレポートされます。ロード済で実行中のオペレーティング・システム(OS)ソフトウェアは、Oracle Grid 

Infrastructureホームで使用可能な最新のものと同じです。Oracle ACFSパッチ適用の検証の説明に従って、他のOracle 

ACFSバージョンのコマンドを実行できます。  

Oracle ACFSパッチ適用の検証 

標準のOPatchパッチを使用してOracleリリース更新およびOracleパッチを適用する場合、インベントリにはGrid 

Infrastructureホームおよびシステムにインストールされている内容が正確に反映されます。次に例を示します。 

[grid@racnode1]$ opatch lsinventory 

... 

.. 

Oracle Grid Infrastructure 19c                                       19.0.0.0.0 

There are 1 products installed in this Oracle Home. 

Interim patches (5) : 

Patch  30501910: applied on Sat Mar 07 15:42:08 AEDT 2020 

Unique Patch ID:  23299902 

Patch description:  "Grid Infrastructure Jan 2020 Release Update : 19.4.0.0.200628 (30501910)" 

   Created on 28 Dec 2019, 10:44:46 hrs PST8PDT 

   Bugs fixed: 

lsinventoryの出力例では、OPatch RUおよび適用されるその他のパッチと、バグ番号およびその他の情報をリストしていま

す。これらのパッチはGrid Infrastructureホームに適用されます。通常のパッチ適用操作では、オペレーティング・システム

(OS)の場所にも適用され、メモリーにロードされるため、Oracle Grid InfrastructureのOSシステム・ソフトウェアの修正が

Grid Infrastructureホームと同期されます。ただし、ゼロ・ダウンタイムのグリッド・インフラストラクチャ・パッチ適用を使用する

場合、システムにインストールされているOracle Grid Infrastructureシステム・ソフトウェアの内容(Oracle ACFSなど)は同

時に更新されません。  

crsctl query driverおよびacfsdriverstateコマンドを使用して、インストールされているOracle Grid Infrastructure

システム・ソフトウェア・レベルがGrid Infrastructureホームのソフトウェア・レベルと同じかどうかを検証できます。Oracle 

ACFSパッチ適用の概要のゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用に関する説明を参照してください。  

ゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用を使用せずに適用されたパッチ適用および更新操作の場合、ア

クティブ・バージョンとソフトウェア・バージョンは常に同じである必要があります。 

更新されたOracle Grid Infrastructure OSシステム・ソフトウェアのインストールが必要な場合は、Oracle Grid 

Infrastructureファイルの更新の手順を参照してください。  

すべてのOracle Grid Infrastructure OSシステム・ソフトウェアが更新された後のバージョンは、Grid Infrastructureホー

ムへのパッチまたは更新について表示されるOpatch lsinventoryの出力と同じ(この場合は19.4.0.0.0)である必要があり

ます。また、使用可能でアクティブなOracle Grid Infrastructure OSシステム・ソフトウェアには、同じバージョン番号が表示
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されている必要があります。次に例を示します。  

Output from the lsinventory command:    

Patch description:  "Grid Infrastructure Jan 2020 Release Update : 19.4.0.0.0.200628 (30501910)" 

crsctl query driver activeversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200628 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

crsctl query driver softwareversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200628 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

acfsdriverstate versionコマンドを実行すると、コマンドやユーティリティに関する情報など、ローカル・ノード上のOracle 

ACFSの追加情報を取得できます。次に例を示します。  

acfsdriverstate version  

 ACFS-9325: Driver OS kernel version = 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64. 

 ACFS-9326: Driver build number = 200628. 

 ACFS-9212: Driver build version = 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

 ACFS-9547: Driver available build number = 200628. 

 ACFS-9548: Driver available build version = 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0). 
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18 Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの

構成  

Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションの要件については、この項で説明しています。 

この項では、リリース12.2以上で使用可能なOracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションを構成する方法について説

明します。リリース12.2より前のOracle ACFSレプリケーションのインストールと同様に、スナップショットベースのレプリケーション

の全体的な機能上の目標は、プライマリ・クラスタの更新がスタンバイ・クラスタにレプリケートされるようにすることです。ただし、ス

ナップショットベースのレプリケーション・テクノロジは、プライマリ・ストレージ・ロケーションのスナップショットを使用し、連続するスナッ

プショットの差分を、標準のsshコマンドを使用してスタンバイ・ストレージ・ロケーションに転送します。リリース12.2より前の

Oracle ACFSレプリケーション機能では、プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ間の接続性を確保するために、Network 

Foundation Technologies (NFT)を中心としてOracleネットワーキング・テクノロジを基に、絶えず変更をレプリケートしま

した。  

Oracle ACFSレプリケーションの設計および実装におけるこの変更により、レプリケーションの構成および使用方法に若干の相

違が発生しています。たとえば、sshを使用するには、レプリケーションを実行するプライマリ・ノードとスタンバイ・ノードでホスト・

キーおよびユーザー・キーを適切に設定する必要があります。  

Oracle ACFSレプリケーションには、ロール・リバーサルおよびフェイルオーバー機能が用意されています。この機能は、プライマリ・

クラスタとスタンバイ・クラスタの両方が必要に応じて相互に通信できるようにすることで構成できます。ロール・リバーサルでは、ス

タンバイがプライマリのロールを引き受け、プライマリがスタンバイになります。フェイルオーバーには、ロール・リバーサルまたは新しい

プライマリが使用する新しいスタンバイの確立が含まれる場合があります。 

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle ACFSレプリケーションで使用するためのsshの構成 

 WindowsでのsshおよびCygwinのインストール 

 Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションへのアップグレード 

Oracle ACFSレプリケーションの概要は、「Oracle ACFSレプリケーション」を参照してください。Oracle ACFSレプリケーショ

ン・コマンドの詳細は、「レプリケーション用のOracle ACFSコマンドライン・ツール」を参照してください。  

Oracle ACFSレプリケーションで使用するためのsshの構成 

このトピックでは、リリース12.2以上で使用可能なOracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションを使用するためにssh

を構成する方法について説明します。  

Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションでは、sshをプライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ間のトランスポートとし

て使用します。レプリケーションの全機能をサポートするには、クラスタ間のどちらの方向(プライマリ・クラスタからスタンバイ・クラス

タ、およびスタンバイからプライマリ)でもsshが使用可能である必要があります。  

このトピックの手順では、プライマリからスタンバイの単一方向でのレプリケーション用のsshの構成方法について説明します。ssh

を完全に構成するには、2回目にプライマリとスタンバイのロールを逆転して手順を実行する必要があります。1回目にステップを
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実行するときは、プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ用に記述されているステップを実行します。2回目には、プライマリ・ロー

ルとスタンバイ・ロールを入れ替えます。プライマリ・クラスタで必要と示されているステップをスタンバイ・クラスタで実行し、スタンバ

イ・クラスタで必要と示されているステップをプライマリ・クラスタで実行します。2回実行する必要がある手順は、以下で説明して

います。  

 Oracle ACFSレプリケーション・ユーザーの選択 

 Oracle ACFSレプリケーション用のキーの配布 

 プライマリ・クラスタからのrepluser用の公開キーの取得 

 スタンバイ・クラスタ用のホスト・キーの取得 

 ssh関連ファイルに対する権限に関するノート 

 sshdの構成に関するノート 

 ssh関連のキー構成の検証 

必要なすべての手順を完了したら、「ssh関連のキー構成の検証」の手順を使用して、両方向でsshが正しく構成されているこ

とを確認できます。 

Oracle ACFSレプリケーション・ユーザーの選択 

Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションでは、sshをプライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ間のトランスポートとし

て使用するため、スタンバイでレプリケーションを実行するユーザー・アイデンティティは慎重に管理する必要があります。レプリケー

ション・プロセスでは、レプリケーションが実行されているプライマリ・ノード上のレプリケーション・ユーザー(repluser)は、sshを使

用して、レプリケーションにかかわるスタンバイ・ノードにログインします。  

repluserとして選択したユーザーには、Oracle ASM管理権限が必要です。Oracleソフトウェアの初回インストール時に

Oracleインストーラに指定したユーザーは、通常、必要なグループに属するため、レプリケーション・ユーザーを選択するのが好都

合です。ここでの説明では、レプリケーション・ユーザーをrepluserとして識別しますが、選択した実際のユーザー名でrepluser

を置き換えます。Oracle ACFS acfsutilコマンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」

を参照してください。  

 

  
 

ノート: 

プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタの両方で、repluser に同じユーザーとグループのアイデンティティを指定する

必要があります。また、ユーザー名と数値の uids、およびグループ名と数値の gids との間のマッピングは、プライマリ・

クラスタとスタンバイ・クラスタの両方で同一である必要があります。 レプリケーションでの数値の転送はプライマリからス

タンバイに対してのみ行われるため、両方のクラスタで数値が同じように使用されるようにするためにはこれが必須で

す。  

Oracle ACFSレプリケーション用のキーの配布 

Oracle ACFSレプリケーション用のキーの配布プロセスには、プライマリ・クラスタからの公開キーの取得、スタンバイ・クラスタ用の

ホスト・キーの取得、ssh関連ファイル用に権限が正しく構成されていることの確認、必要に応じてsshdの構成、そして最後に

ssh構成の検証が含まれます。  
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ノート: 

ホスト・キーを作成するときは、必ず完全修飾ドメインホスト名とローカル・ホスト名の両方のキーを作成してくだ

さい。 

プライマリ・クラスタからのrepluser用の公開キーの取得  

プライマリ・クラスタの各ノードに定義されているrepluser用の公開キーを、スタンバイ・クラスタの各ノードのrepluserが認識し

ている必要があります。  

このキーを認識させるには、各スタンバイ・ノードに~repluser/.sshディレクトリが存在する必要があります。このディレクトリが存

在しない場合は、repluser専用のアクセス権で作成します。.sshディレクトリに対するlsコマンドの出力が次のようになっている

ことを確認します。  

repluser@standby $ ls -ld ~/.ssh 

drwx------ 2 repluser dba 4096 Jan 27 17:01 .ssh 

repluserの公開キー・ファイルが特定のプライマリノードに存在する場合は、レプリケーションが実行されるスタンバイの各ノードに

repluserとしてログインすることを承認された一連のキーに、その内容を追加します。各スタンバイ・ノードで、必要に応じて

~repluser/.ssh/authorized_keys2ファイルを作成し、その最後にキーを追加します。  

公開キー・ファイルが存在しない場合は、repluserとして次のコマンドを実行してプライマリで公開キーと秘密キーのペアを生成

します。  

$ ssh-keygen -t rsa 

コマンドから発行される各プロンプトに応えて、[Enter]キーを押します。結果として生成された.pubファイルを各スタンバイ・ノー

ドにコピーします。  

repluser用の同じ公開/秘密キーペアをプライマリ・クラスタ内のすべてのノードで共有することも、プライマリ・ノードごとに異なる

キー・ペアを設定することもできます。プライマリ・クラスタ内のすべてのノードで同じ公開キーがrepluserに対して有効な場合、

スタンバイ・クラスタの各ノードで、~repluser/.ssh/authorized_keys2ファイルにそのキーのみを追加する必要があります。各

プライマリ・ノードに独自のrepluser用の公開キーがある場合は、すべての公開キーをそのファイルに追加する必要があります。

いずれの場合も、スタンバイの特定のノードで更新したauthorized_keys2ファイルをクラスタの他のノードにコピーすることで、作

業を最小化できます。 

スタンバイ・クラスタ用のホスト・キーの取得 

レプリケーションが実行される各スタンバイ・ノード用のホスト・キーを、レプリケーションが実行される各プライマリ・ノードで認識させ

る必要があります。適切なキーを生成する方法の1つとして、各プライマリ・ノードから各スタンバイ・ノードに対してrepluserとし

て手動でsshを実行します。適切なホスト・キーがまだ認識されていない場合は警告が表示され、sshを有効にしてキーを追加

できます。  

次に、ホスト・キーを取得する例を示します。 

[repluser@primary data]$ ssh repluser@standby date 
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The authenticity of host 'standby (10.137.13.85)' can't be established. 

RSA key fingerprint is 1b:a9:c6:68:47:b4:ec:7c:df:3a:f0:2a:6f:cf:a7:0a. 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? 

yesと応答すると、sshの設定が完了します。ホスト・スタンバイ用のホスト・キーが、ホスト・プライマリのrepluserユーザー用の

known_hostsファイル(~repluser/.ssh/known_hosts)に格納されます。  

スタンバイ・ノードに対するホスト・キーの設定が特定のプライマリ・ノードで完了したら、仮想IPアドレス(VIP)を使用してスタンバ

イ・クラスタと通信する場合は、追加のステップを実行する必要があります。VIP名またはアドレスを、スタンバイ・クラスタ内のホス

トを参照するknown_hostsファイルの各行の先頭に追加する必要があります。たとえば、名前がstandby12_vipのVIPを使用

し、スタンバイを参照する次の2行がknown_hostsファイルに含まれる場合、  

standby1,10.242.20.22 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC3pM2YTd4UUiEWEoCKDGgaTgsmPkQToDrdtU+JtVIq/96muivU 

BaJUK83aqzeNIQkh+hUULsUdgKoKT5bxrWYqhY6AlTEqNgBHjBrJt9C73BbQd9y48jsc2G+WQWyuI/ 

+s1Q+hIJdBNMxvMBQAfisPWWUcaIx9Y/JzlPgF6lRP2cbfqAzixDot9fqRrAKL3G6A75A/6TbwmEW07d1zqOv 

l7ZGyeDYf5zQ72F/V0P9UgMEt/5DmcYTn3kTVGjOTbnRBe4A4lY4rVw5c+nZBDFre66XtORfQgwQB5ztW/Pi 

08GYbcIszKoZx2HST9AZxYIAgcrnNYG2Ae0K6QLxxxScP 

standby2,10.242.20.23 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDIszcjzNtKN03SY8Kl846skFTVP1HF/ykswbmkctEjL6KTWTW+NR 

U4MGbvkBqqdXxuPCR7aoGO2U3PEOg1UVf3DWUoux8IRvqKU+dJcdTibMFkDAIhTnzb14gZ/lRTjn+GYsuP5 

Qz2vgL/U0ki887mZCRjWVL1b5FNH8sXBUV2QcD7bjF98VXF6n4gd5UiIC3jv6l2nVTKDwtNHpUTS1dQAi+1D 

tr0AieZTsuxXMaDdUZHgKDotjciMB3mCkKm/u3IFoioDqdZE4+vITX9G7DBN4CVPXawp+b5Kg8X9P+08Eehu 

tMlBJ5lafy1bxoVlXUDLVIIFBJNKrsqBvxxxpS7 

VIPを使用できるようにするには、次のようにこの2行を変更します。 

standby12_vip,standby1,10.242.20.22 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC3pM2YTd4UUiEWEoCKDGgaTgsmPkQToDrdtU+JtVIq/96muivU 

BaJUK83aqzeNIQkh+hUULsUdgKoKT5bxrWYqhY6AlTEqNgBHjBrJt9C73BbQd9y48jsc2G+WQWyuI/ 

+s1Q+hIJdBNMxvMBQAfisPWWUcaIx9Y/JzlPgF6lRP2cbfqAzixDot9fqRrAKL3G6A75A/6TbwmEW07d1zqOv 

l7ZGyeDYf5zQ72F/V0P9UgMEt/5DmcYTn3kTVGjOTbnRBe4A4lY4rVw5c+nZBDFre66XtORfQgwQB5ztW/Pi 

08GYbcIszKoZx2HST9AZxYIAgcrnNYG2Ae0K6QLxxxScP 

standby12_vip,standby2,10.242.20.23 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDIszcjzNtKN03SY8Kl846skFTVP1HF/ykswbmkctEjL6KTWTW+NR 

U4MGbvkBqqdXxuPCR7aoGO2U3PEOg1UVf3DWUoux8IRvqKU+dJcdTibMFkDAIhTnzb14gZ/lRTjn+GYsuP5 

Qz2vgL/U0ki887mZCRjWVL1b5FNH8sXBUV2QcD7bjF98VXF6n4gd5UiIC3jv6l2nVTKDwtNHpUTS1dQAi+1D 

tr0AieZTsuxXMaDdUZHgKDotjciMB3mCkKm/u3IFoioDqdZE4+vITX9G7DBN4CVPXawp+b5Kg8X9P+08Eehu 

tMlBJ5lafy1bxoVlXUDLVIIFBJNKrsqBvxxxpS7 

最終的に、プライマリ・クラスタのこの1つ目のノードで実行されたホスト・キーの構成は、プライマリ・クラスタ内のすべてのノードで

実行する必要があります。前述の手順の結果またはそれに相当するものが各プライマリ・ノードに存在する必要があります。この

構成を実現するのに必要な手作業を最小化する方法の1つとして、プライマリ・クラスタのノードの1つでknown_hostsファイルを

更新した後、更新後のファイルをクラスタの他のノードにコピーします。  

 

  
 

ノート: 

デフォルトでは、レプリケーションにより、ssh による厳密なホスト・キー・チェックが有効になり、ssh の実行時にプライマ

リ・ノードが目的のスタンバイ・ノードまたはクラスタに必ず接続されます。しかし、プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラス

タがプライベート・ネットワークで通信する場合など、このチェックが確実に不要である場合は、ssh による厳密なホス
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ト・キー・チェックの使用を無効にできます。厳密なホスト・キー・チェックの無効化の詳細は、acfsutil repl init 

primary コマンドの-o sshStrictKey=no オプションを参照してください。厳密なホスト・キー・チェックが無効になって

いる場合、ホスト・キーの設定は不要です。acfsutil repl init コマンドの詳細は、「acfsutil repl init」を参照

してください。  

ssh関連ファイルに対する権限に関するノート 

設定したキーでsshが機能するには、repluserの.sshディレクトリおよびそのディレクトリ内にある一部のファイルについて、各ノー

ドで権限が適切に設定されていることを確認する必要があります。  

各.sshディレクトリとそのディレクトリ内のキー・ファイルに付与する必要がある権限の詳細は、ssh(1)マニュアル・ページのFILES

に関する項など、ssh実装のドキュメントを参照してください。 

sshdの構成に関するノート 

レプリケーションの使用を開始すると、sshがレプリケーション操作を実行するために頻繁に起動されます。一部のプラットフォーム

では、ssh接続が確立されるたびにsyslogまたは同様の機能を使用してメッセージを記録するように、ssh daemon sshdを

構成することもできます。これを回避するには、サーバー構成ファイル/etc/ssh/sshd_configを変更してロギングの頻度を低く

指定することができます。ロギングを制御するパラメータは、LogLevelです。接続メッセージは、INFOレベルで発行されます。

ERRORなど、頻度がより低いLogLevel設定にすると、それらのメッセージは抑制されます。たとえば、次の行をファイルに追加する

ことで、ログ・メッセージを抑制できます。  

LogLevel ERROR

ssh関連のキー構成の検証 

プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタの両方でssh用のホスト・キーおよびユーザー・キーを設定したら、acfsutil repl info 

-c -uコマンドを使用してキーを検証できます。このコマンドは、それぞれのクラスタの各ノードでrepluserとして実行します。ロー

カル・クラスタが今後のレプリケーションの実行に使用する可能性があるリモート・クラスタのすべてのホスト名またはアドレスを引数

として取ります。  

VIPを使用せずにリモート・クラスタに接続している場合は、特定のレプリケーション関係について、リモート・ホスト名またはリモー

ト・アドレスを1つのみacfsutil repl init primaryに指定します。ただし、関係に他のリモート・ホスト・アドレスが今後かかわ

る可能性がある場合は、acfsutil repl info -c -uコマンドの実行時に、全リモート・アドレスを指定します。  

VIPを使用してリモート・クラスタに接続している場合は、VIPがアクティブな全リモート・ホストの名前またはホスト固有のアドレス

を指定する必要があります。VIP名、またはVIPに関連付けられているアドレスを指定しないでください。レプリケーションでsshを

使用してVIPに接続する場合、戻されるホスト・キーは、VIPが現在アクティブなホストに関連付けられているキーです。この場

合のsshでは、個々のリモート・ノードのホスト名またはアドレスのみが使用されます。  

プライマリ・クラスタの各ノードで実行する検証コマンドの形式は次のとおりです。 

$ acfsutil repl info -c -u 

このコマンドで、standbynにはスタンバイ・クラスタのホスト名またはアドレスを指定します。検証コマンドは、ユーザーrepluserが

sshを使用して、レプリケーションの初期化と同じ方法で、指定された各スタンバイのホスト名またはアドレスに接続できることを
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確認します。standby12_vipなどのVIPを使用してクラスタに接続している場合は、同じコマンド形式を使用します。VIPの名

前を指定しないでください。  

厳密なホスト・キー・チェックを無効にする予定の場合は、-o sshStrictKey=noオプションをコマンドラインに追加して、この

チェックをスキップできます。  

プライマリ・クラスタの各ノードがスタンバイ・クラスタのすべてのノードに接続できることを確認したら、検証コマンドを再実行してくだ

さい。今度は、スタンバイ・クラスタの各ノードでコマンドを実行します。次の形式を使用して、プライマリ・クラスタのすべてのノード

のホスト名またはIPアドレスを指定します。 

$ acfsutil repl info -c -u repluser primary1 [primary2 ...] [snap_shot@]standby-mountpoint 

このコマンドで、primarynにはプライマリ・クラスタのホスト名またはアドレスを指定します。 

WindowsでのsshおよびCygwinのインストール 

この項では、Microsoft WindowsのホストでCygwinをインストールしてsshデーモンを開始する方法について説明します。こ

の情報は、WindowsホストでOracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションを使用する場合にのみ当てはまります。  

Oracle ACFSレプリケーションのCygwinの要件 

Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションでは、sshを使用してプライマリ・クラスタからスタンバイ・クラスタにレプリケー

ション関連のデータを転送します。Microsoft Windowsで稼働しているホストでレプリケーションを使用する場合は、この項の

説明に従って、ホストでCygwinをインストールしてsshデーモンを開始する必要があります。  

Cygwinは、基本的にMicrosoft WindowsホストにLinuxに類似の環境を提供するユーティリティです。Linux APIレイヤー

として機能し、多くのLinux API機能を提供するDLL(cygwin1.dll)です。Cygwinをインストールすると、ホストでsshデーモ

ンを構成できます。Oracle ACFSレプリケーションは、Cygwin 2.0で動作保証およびサポートされています。  

sshデーモンにより、Oracle ACFSレプリケーションでは、レプリケーションを実行しているプライマリ・クラスタからレプリケーションを

実行しているスタンバイ・クラスタへのssh接続を確立できます。  

 

  
 

ノート: 

ここでの ssh デーモンのインスール手順では、特定のユーザーrepluser としてログインし、コマンドを実行することにの

み使用可能なデーモンとなります。このデーモンは、他のユーザーとしてログインしてコマンドを実行したときに正しく機

能するものではありません。この制限は、次の 2 つの要因によるものです。  

 Oracle ACFS に定義されたユーザーはドメインベースのユーザーである必要があります。 

 ドメインベースのユーザーに対して汎用の ssh デーモンを有効にするには、Trusted Computing Base

の一部としてユーザーが動作できる SeTcbPrivilege など、なんらかの非常に強力な権限をそのユーザー

に付与するデーモン・ポリシーを作成する必要があります。このようなポリシーを作成することは、ほとんどの企

業の環境で許可される可能性は低いため、このようなポリシーの使用はここでの手順に含まれていません。  
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Cygwinをインストールする前のステップ 

sshの設定から始める前に、次のステップでチェックを実行してOpenSSHおよびMKSNTを使用していないことを確認します。  

この項で説明するナビゲーションのステップは、Microsoft Windowsオペレーティング・システムによって異なります。 

1. OpenSSH\binおよびmksnt実行可能ファイルが格納されているディレクトリがPATH環境変数にないことを確認します。

ある場合は、次の手順を実行してPATH文字列から削除します。  

a. 「マイ コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。  

b. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「詳細設定」をクリックします。  

c. このタブで、「環境変数」をクリックします  

d. PATHシステム変数を検索して選択し、OpenSSH\binまたはmksnt関連の値がPATH文字列に含まれている場

合は、「編集」をクリックします。  

e. 「システム変数の編集」ダイアログ・ボックスで、これらの値をPATH文字列から削除し、「OK」をクリックします。  

2. OpenSSH、MKSまたはその他のソースから実行されている場合は、ssh daemonを停止して無効にします。sshデーモンが

実行中の場合、次の手順を実行して停止し、無効にします。  

a. 「マイ コンピュータ」を右クリックし、「管理」を選択します。  

b. 「コンピュータの管理」ウィンドウの左側のペインで、「サービスとアプリケーション」を展開し、「サービス」を選択し

ます。  

 右側のペインで、ssh daemon/MKS Secure Shellサービスを右クリックし、表示されたメニューで

「停止」エントリをクリックします。  

 同じペインで、ssh daemon/MKS Secure Shellサービスを右クリックし、表示されたメニューで「プ

ロパティ」エントリをクリックします。開いたダイアログ・ボックスで、「スタートアップの種類」として「無効」を

選択し、「OK」をクリックします。  

Cygwinのインストール 

Microsoft WindowsホストにCygwinをインストールするには、次のステップを実行します。  

1. 次のURLにアクセスして、「Install Cygwin」をクリックします。  

http://www.cygwin.com/  

2. 実行しているMicrosoft Windowsのバージョンに応じて、32ビット・バージョンまたは64ビット・バージョンのCygwin

セットアップ実行可能ファイルをダウンロードします。 

3. 実行ファイルを実行し、「Next」をクリックして続行します。  

4. 「Choose Installation Type」画面で、「Install from Internet」を選択して「Next」をクリックします。  

5. 「Choose Installation Directory」画面で、「Root Directory」にC:\cygwinと入力し、「Next」をクリックします。  

6. 「Select Local Package Directory」画面で、ダウンロードしたインストール・ファイルを格納するローカル・マシン上

のディレクトリを選択し、「Next」をクリックします。  

7. 「Select Connection Type」画面で、インターネットに接続するための適切な設定を選択し、「Next」をクリックしま

す。  
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8. 「Choose Download Site(s)」画面で、利用可能リストから任意のサイトを選択し、「Next」をクリックします。  

9. パッケージの選択画面で、次のパッケージを選択し、「Next」をクリックします。「アーカイブ」カテゴリから、unzipとzipを

選択します。「Net」カテゴリから、opensshおよびopensslを選択します。パッケージを選択して「Next」をクリックする

と、「Resolving Dependencies」画面が表示されます。「次へ」をクリックして次に進みます。  

10. 「Installation Status and Create Icons」画面では、変更しません。「Finish」をクリックして、インストー

ル・プロセスを終了します。  

sshの構成 

この項では、ホストにCygwinをインストールした後に、Oracle ACFSレプリケーション用にsshを構成する方法について説明し

ます。  

レプリケーション・ユーザーの選択 

Oracle ACFSレプリケーションでは、sshをプライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ間のトランスポートとして使用するため、レプリ

ケーションを実行するユーザー・アイデンティティは明示的に指定する必要があります。レプリケーション・プロセスでは、プライマリ・

ノードの特権ユーザーはsshを使用してレプリケーションにかかわるスタンバイ・ノードにログインします。sshで特権ユーザーとしてス

タンバイ・ノードにログインすることは望ましくありません。かわりに、最小限の権限を持つユーザー・アイデンティティを使用してくださ

い。選択するユーザーは、ドメインベースのユーザーであり、ORA_ASMADMINグループのメンバーである必要があります。  

ここでの説明では、repladminおよびrepluserを使用してレプリケーション・ユーザーを指していますが、選択した実際のユー

ザー名でrepladminおよびrepladminを置き換えます。repladminユーザーは、プライマリとスタンバイの両方でacfsutil 

repl initコマンドを実行するユーザーを指します。このユーザーは、Administratorsグループのメンバーである必要があります。

repluserユーザーは、スタンバイにログインするためにsshで使用するユーザーを指します。このユーザーは、ドメインベースのユー

ザーであり、ORA_ASMADMINグループのメンバーである必要がありますが、Administratorsグループのメンバーではありません。

Oracle RACの使用に適したユーザーがすでに存在する場合は、そのユーザーをrepluserとして使用する必要があります。  

Oracle ASMのユーザー権限の詳細は、「Oracle ASMの権限について」を参照してください。Oracle ACFS acfsutilコマ

ンドの実行の詳細は、「Oracle ACFSコマンドライン・ツールの使用について」を参照してください。  

構成ステップ 

sshを構成する場合、状況によってはcygwin.batスクリプトを実行する必要があります。Microsoft Windows Server 

2008およびMicrosoft Windows Vistaでcygwin.batを実行する場合は、必ず管理者モードでバッチ・ファイルを起動しま

す。これを行うには、cygwin.batファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します  

sshを構成してCygwinの設定をテストするには、次のステップを実行します。  

1. Cygwinのインストール後、C:\cygwinディレクトリに移動し、任意のエディタを使用して編集モードでCygwin.batファ

イルを開き、bashシェルを起動する前に次の行を追加します。  

set CYGWIN=binmode ntsec 

前述の行を追加した後のCygwin.batファイルの内容は、次のようになります。  

@echo off   

C:  

chdir C:\cygwin\bin  
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set CYGWIN=binmode ntsec bash --login –i 

2. Cygwin (cygrunsrv)が正しくインストールされているかどうかを確認するには、C:\cygwin\Cygwin.batを実行し、

次のコマンドを実行します。  

cygrunsrv –h 

Cygwinが正しくインストールされている場合、すべてのCygwinヘルプ・オプションが画面に表示されます。このコマンド

でエラー・メッセージが戻された場合は、状況に応じてCygwinを再インストールする必要があります。 

3. repladminおよびrepluserの各アイデンティティをWindowsレベルで定義します。  

これらのロールに対して、かわりに既存のユーザーを使用することもできます。これらのロールに新しいアイデンティティを定

義する場合は、次の点に注意してください。 

 repladminユーザーは、Administratorsグループのメンバーである必要があります。repladminは、ドメイ

ンベースのユーザーでもあるようにしてください。repladminがローカル・ユーザーの場合、すべてのプライマリ・

ノードで同じグループ・メンバーシップを使用して定義する必要があります。  

 repluserユーザーは、ドメインベースのユーザーであり、ORA_ASMADMINグループのメンバーである必要がありま

す。  

4. sshdサービスを構成します。C:\cygwin\Cygwin.bat,を実行し、次のコマンドを実行します。  

ssh-host-config 

コマンドを実行すると、次のプロンプトが表示されます。該当するレスポンスは太字で示されています。その他の出力も

表示されることがありますが、ここでは省略します。 

*** Query: Should StrictModes be used? (yes/no) yes 

*** Query: Should privilege separation be used? <yes/no>: yes 

*** Query: New local account ’sshd’? <yes/no>: yes 

*** Query: Do you want to install sshd as a service? 

*** Query: <Say "no" if it is already installed as a service> <yes/no>: yes 

*** Query: Enter the value of CYGWIN for the daemon: [] binmode ntsec 

ここで、ssh-host-configから、パスワードなしログインを使用するのに必要なユーザー・アカウントに関するノート情報

がいくつか出力されます。この機能は、Oracle ACFSレプリケーションで必要となります。repluserアカウントは、このア

カウントとして指定する必要があります。  

*** Info: The following privileged accounts were found: 'cyg_server' . 

*** Info: This script plans to use 'cyg_server'. 

*** Info: 'cyg_server' will only be used by registered services. 

*** Query: Do you want to use a different name? (yes/no) yes 

プロンプトにyesと応答し、sshdを実行する名前でrepluserを指定します。すると、次のプロンプトが表示されます。  

*** Query: Enter the new user name: repluser 

*** Query: Reenter: repluser 

***Warning: The specified account 'repluser' does not have the 

***Warning: required permissions or group memberships.  This may 

***Warning: cause problems if not corrected; continuing... 

*** Query: Please enter the password for user 'repluser': 

*** Query: Reenter: 

前述では、ユーザーrepluserがすでに存在することを前提としています。権限またはグループ・メンバーシップがないこと
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に関する警告の出力は無視してもかまいません。構成が成功した場合は、次のメッセージが表示されます。  

Host configuration finished. Have fun! 

5. /var/emptyディレクトリが存在し、repluserが所有していることを確認します。  

6. repluserユーザーとrepladminユーザーがCygwinで認識されていることを確認します。  

c:\cygwin\etc\passwdファイルをバックアップし、編集モードでファイルを開きます。repladminユーザーまたは

repluserユーザーを参照している行をすべてこのファイルから削除します。ユーザーごとに、次のコマンドを実行します。

どちらのユーザーもドメインベースのユーザーであることを前提としています。  

/bin/mkpasswd -d -u repladmin >> /etc/passwd 

ユーザーごとに名前が付いたホーム・ディレクトリが/etc/passwdに存在することを確認します。必要に応じて作成しま

す。たとえば、/home/repladminがユーザーrepladminに表示されるディレクトリの場合、次を実行して必要なディレ

クトリを作成します。  

mkdir -p /home/repladmin 

chown repladmin /home/repladmin 

7. sshデーモンが開始していることを確認し、自動的に開始するように構成します。  

 「マイ コンピュータ」を右クリックし、「管理」を選択します。  

 「コンピュータの管理」ウィンドウの左側のペインで、「サービスとアプリケーション」を展開し、「サービス」を選択し

ます。  

 右側のペインで、CYGWIN sshdサービスを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」エントリをクリックし

ます。開いたダイアログ・ボックスで、「スタートアップの種類」として「自動」を選択し、「OK」をクリックします。  

sshデーモンが開始していない場合、起動プロセスの障害に関する情報がないかc:\cygwin\var\log\sshd.logファイルを調

べます。  

プライマリからのrepladmin用の公開キーの取得 

プライマリ・クラスタの各ノードに定義されているrepladmin用の公開キーを、スタンバイ・クラスタの各ノードのrepluserが認識

している必要があります。  

キーを認識させるには、各スタンバイ・ノードに~repluser/.sshディレクトリが存在する必要があります。このディレクトリが存在し

ない場合は、repluser専用のアクセス権で作成します。.sshディレクトリに対するlsコマンドの出力が次のようになっていること

を確認します。  

repluser@standby $ ls -ld ~/.ssh 

drwx------+ 1 repluser Domain Users 4096 2016-02-23 11:27 .ssh 

repladmin用の公開キーが特定のプライマリ・ノードに定義されている場合、~repladmin/.ssh/id_rsa.pubなどの.pubファ

イル内にあります。公開キー・ファイルが存在する場合は、レプリケーションが実行されるスタンバイの各ノードにrepluserとしてロ

グインすることを認可された一連のキーに、その内容を追加します。各スタンバイ・ノードで、必要に応じて

~repluser/.ssh/authorized_keys2ファイルを作成し、その最後にキーを追加します。  

公開キー・ファイルが存在しない場合は、repladminとして次のコマンドを実行してプライマリで公開キーと秘密キーのペアを生

成します。  
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# ssh-keygen -t rsa 

コマンドから発行される各プロンプトに応えて、[Enter]キーを押します。結果として生成された.pubファイルを各スタンバイ・ノー

ドにコピーします。  

repladmin用の同じ公開/秘密キーペアをプライマリ・クラスタ内のすべてのノードで共有することも、プライマリ・ノードごとに異な

るキー・ペアを設定することもできます。プライマリ・クラスタ内のすべてのノードで同じ公開キーがrepladminに対して有効な場

合、スタンバイ・クラスタの各ノードで、~repluser/.ssh/authorized_keys2ファイルにそのキーのみを追加する必要があります。

各プライマリ・ノードに独自のrepladmin用の公開キーがある場合は、すべての公開キーをそのファイルに追加する必要がありま

す。いずれの場合も、スタンバイの特定のノードで更新したauthorized_keys2ファイルをクラスタの他のノードにコピーすることで、

作業を最小化できます。  

スタンバイのホスト・キーの取得 

レプリケーションが実行される各スタンバイ・ノード用のホスト・キーを、レプリケーションが実行される各プライマリ・ノードで認識させ

る必要があります。適切なキーを生成する方法の1つとして、各プライマリ・ノードから各スタンバイ・ノードに対してrepladmin

ユーザーとして手動でsshを実行します。適切なホスト・キーがまだ認識されていない場合は警告が表示され、sshを有効にして

キーを追加できます。  

ssh接続には2人のユーザーがかかわります。プライマリ・ノードではsshはスタンバイ・ノードにrepladminとして接続する一方、ス

タンバイ・ノードではsshはrepluserとしてログインします。スタンバイでsshによって実行されるコマンドは、repladmin権限では

なく、repluserの権限で実行されます。  

プライマリ・ノードはスタンバイ・ノードにrepladminユーザーとして接続するため、スタンバイ・ノード用のホスト・キーをrepluser

用のファイルではなく、repladminユーザーのknown_hostsファイルに追加する必要があります。次に、ホスト・キーを取得する

例を示します。  

[repladmin@primary usm]# ssh repluser@standby date 

The authenticity of host 'standby (10.137.13.85)' can't be established. 

RSA key fingerprint is 1b:a9:c6:68:47:b4:ec:7c:df:3a:f0:2a:6f:cf:a7:0a. 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? 

yesと応答すると、sshの設定が完了します。ホスト・スタンバイ用のホスト・キーが、ホスト・プライマリのrepladminユーザー用の

known_hostsファイル(~repladmin/.ssh/known_hosts)に格納されます。  

スタンバイ・ノードに対するホスト・キーの設定が特定のプライマリ・ノードで完了したら、仮想IPアドレス(VIP)を使用してスタンバ

イ・クラスタと通信する場合は、追加のステップを実行する必要があります。VIP名またはアドレスを、スタンバイ・クラスタ内のホス

トを参照するknown_hostsファイルの各行の先頭に追加する必要があります。たとえば、名前がstandby12_vipのVIPを使用

し、スタンバイを参照する次の2行がknown_hostsファイルに含まれる場合、  

standby1,10.242.20.22 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC3pM2YTd4UUiEWEoCKDGgaTgsmPkQToDrdtU+JtVIq/96muivU 

BaJUK83aqzeNIQkh+hUULsUdgKoKT5bxrWYqhY6AlTEqNgBHjBrJt9C73BbQd9y48jsc2G+WQWyuI/ 

+s1Q+hIJdBNMxvMBQAfisPWWUcaIx9Y/JzlPgF6lRP2cbfqAzixDot9fqRrAKL3G6A75A/6TbwmEW07d1zqOv 

l7ZGyeDYf5zQ72F/V0P9UgMEt/5DmcYTn3kTVGjOTbnRBe4A4lY4rVw5c+nZBDFre66XtORfQgwQB5ztW/Pi 

08GYbcIszKoZx2HST9AZxYIAgcrnNYG2Ae0K6QLxxxScP 

standby2,10.242.20.23 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDIszcjzNtKN03SY8Kl846skFTVP1HF/ykswbmkctEjL6KTWTW+NR 
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U4MGbvkBqqdXxuPCR7aoGO2U3PEOg1UVf3DWUoux8IRvqKU+dJcdTibMFkDAIhTnzb14gZ/lRTjn+GYsuP5 

Qz2vgL/U0ki887mZCRjWVL1b5FNH8sXBUV2QcD7bjF98VXF6n4gd5UiIC3jv6l2nVTKDwtNHpUTS1dQAi+1D 

tr0AieZTsuxXMaDdUZHgKDotjciMB3mCkKm/u3IFoioDqdZE4+vITX9G7DBN4CVPXawp+b5Kg8X9P+08Eehu 

tMlBJ5lafy1bxoVlXUDLVIIFBJNKrsqBvxxxpS7 

VIPを使用できるようにするには、次のようにこの2行を変更します。 

standby12_vip,standby1,10.242.20.22 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC3pM2YTd4UUiEWEoCKDGgaTgsmPkQToDrdtU+JtVIq/96muivU 

BaJUK83aqzeNIQkh+hUULsUdgKoKT5bxrWYqhY6AlTEqNgBHjBrJt9C73BbQd9y48jsc2G+WQWyuI/ 

+s1Q+hIJdBNMxvMBQAfisPWWUcaIx9Y/JzlPgF6lRP2cbfqAzixDot9fqRrAKL3G6A75A/6TbwmEW07d1zqOv 

l7ZGyeDYf5zQ72F/V0P9UgMEt/5DmcYTn3kTVGjOTbnRBe4A4lY4rVw5c+nZBDFre66XtORfQgwQB5ztW/Pi 

08GYbcIszKoZx2HST9AZxYIAgcrnNYG2Ae0K6QLxxxScP 

standby12_vip,standby2,10.242.20.23 ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDIszcjzNtKN03SY8Kl846skFTVP1HF/ykswbmkctEjL6KTWTW+NR 

U4MGbvkBqqdXxuPCR7aoGO2U3PEOg1UVf3DWUoux8IRvqKU+dJcdTibMFkDAIhTnzb14gZ/lRTjn+GYsuP5 

Qz2vgL/U0ki887mZCRjWVL1b5FNH8sXBUV2QcD7bjF98VXF6n4gd5UiIC3jv6l2nVTKDwtNHpUTS1dQAi+1D 

tr0AieZTsuxXMaDdUZHgKDotjciMB3mCkKm/u3IFoioDqdZE4+vITX9G7DBN4CVPXawp+b5Kg8X9P+08Eehu 

tMlBJ5lafy1bxoVlXUDLVIIFBJNKrsqBvxxxpS7 

最終的に、プライマリ・クラスタのこの1つ目のノードで実行されたホスト・キーの構成は、プライマリ・クラスタ内のすべてのノードで

実行する必要があります。前述の手順の結果またはそれに相当するものが各プライマリ・ノードに存在する必要があります。この

構成を実現するのに必要な手作業を最小化する方法の1つとして、プライマリ・クラスタのノードの1つでknown_hostsファイルを

更新した後、更新後のファイルをクラスタの他のノードにコピーします。  

 

  
 

ノート: 

デフォルトでは、レプリケーションにより、ssh による厳密なホスト・キー・チェックが有効になり、ssh の実行時にプライマ

リ・ノードが目的のスタンバイ・ノードまたはクラスタに必ず接続されます。しかし、プライマリ・クラスタとスタンバイ・クラス

タがプライベート・ネットワークで通信する場合など、このチェックが確実に不要である場合は、ssh による厳密なホス

ト・キー・チェックの使用を無効にできます。厳密なホスト・キー・チェックの無効化の詳細は、acfsutil repl init 

primary コマンドの/o sshStrictKey=no オプションを参照してください。厳密なホスト・キー・チェックが無効になって

いる場合、ホスト・キーの設定は不要です。acfsutil repl init コマンドの詳細は、「acfsutil repl init」を参照

してください。  

SYSTEMユーザー用のキーの追加 

Oracle ACFSレプリケーションでは、プライマリ・クラスタのノードで稼働しているデーモンを使用してレプリケーションの進行状況を

制御します。このデーモンは、アイデンティティNT_AUTHORITY\SYSTEMを使用して自動的に開始されます。このデーモンにより、

sshを使用しているレプリケーションでは、プライマリ・データをスタンバイ・サイトに転送して適用できます。  

デーモンによって開始されるプロセスは、デーモンのアイデンティティを保持します。ユーザーがNT_AUTHORITY\SYSTEM (sshを介

してスタンバイと実際にやり取りするユーザー)である場合、sshはSYSTEMユーザーのホーム・ディレクトリでスタンバイに渡す公開

キーを探し、そこでスタンバイが渡したホスト・キーを確認します。  

デーモンでsshを正常に使用できるようにするには、プライマリのrepladmin用に設定した.sshディレクトリの内容をSYSTEMの

ホーム・ディレクトリ内の.sshディレクトリにコピーする必要があります。このディレクトリには、他のホーム・ディレクトリに使用されて

いる場所と対応する場所を使用します。  
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たとえば、ユーザーrepladminのホーム・ディレクトリが/home/repladminの場合は、/home/SYSTEMをSYSTEMのホーム・ディレ

クトリとして使用します。このような.sshディレクトリは、repladminとしてログインして作成します。  

まず、SYSTEMのホーム・ディレクトリが存在しない場合は、それを作成します。  

$ mkdir /home/SYSTEM 

次に、repladmin用の.sshディレクトリをSYSTEM用のディレクトリにコピーします。  

 $ cd  $HOME 

 $ cp -p -R .ssh /home/SYSTEM 

Cygwinの設定のテスト 

ここで、Cygwinの設定をテストします。使用可能なsshクライアントがある別のコンピュータを使用して、次のコマンドをユーザー

repladminとして実行します。  

ssh -l repluser host-address date 

host-addressは、sshを構成したばかりのホストを指します。次に例を示します。  

ssh -l repluser standby1.us.example.com date 

インストールおよび構成ステップが正常に完了した場合、このコマンドはパスワードの入力要求なしに実行されます。  

sshの構成後に、プロセス分岐化の失敗、メモリー・リーク・エラーまたはファイル・アクセス・エラーが発生した場合、次のリンクをア

クセスして解決策を確認してください。  

http://cygwin.com/faq.html 

問題の解決策が見つからない場合は、次のリンクを使用してCygwinコミュニティにその問題をレポートしてください。  

http://cygwin.com/problems.html 

Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションへのアップグレード 

この項では、Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションへのアップグレードについて説明します。Oracle Grid 

Infrastructure 12cリリース2 (12.2)では、Oracle ACFSスナップショットベースのレプリケーションは、サポート対象の

Oracle ACFSレプリケーション実装となります。12.2より前のリリースのレプリケーション環境がある場合、Oracle Grid 

Infrastructure 12cリリース2 (12.2)にアップグレードする際に、既存のレプリケーション・インストールをスナップショットベース

のレプリケーションにアップグレードする必要があります。  

 

  
 

ノート: 

 レプリケーション・アップグレード・プロセスは、開始したら完了する必要があります。このプロセスは、ロール

バックできません。 

 スナップショットベースのレプリケーションにアップグレードする前に、Oracle Flex ASM は有効になってお
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り、必要であれば、パスワード・ファイルの変換を実行しておく必要があります。 

インスタンスをOracle Grid Infrastructure 12cリリース2 (12.2)にアップグレードする際、Oracle Flex ASMは既存のイ

ンスタンスに対して有効になっている必要があります。レプリケーションをサポートするインスタンスにパスワード・ファイルが存在する

場合は、そのファイルを新しいOracle Flex ASMインスタンスで使用できるようにする必要があります。たとえば、インスタンスで

前のORACLE_SIDをASMに設定し、現在のORACLE_SIDをAPX1に設定した場合、次のステップを実行する必要があります。  

1. 既存のorapw+ASMファイルを+APX1バージョンにコピーします。  

$ cp /oraroot/app/12.2.0/has0626/dbs/orapw+ASM /oraroot/app/12.2.0/has0626/dbs/orapw+APX1  

2. init+APX1.oraという名前の新しいテキスト・ファイルをdbsディレクトリに作成し、次の行のみを新しいファイルに追加し

ます。 

remote_login_passwordfile = exclusive  

3. Oracle ASMプロキシ(APX)インスタンスを再起動します。 

$ asmcmd shutdown --target APX --immediate 

環境変数ORACLE_SIDがOracle ASMプロキシ(APX)インスタンスに設定されていることを確認します。その後、インス

タンスを再起動してください。  

$ asmcmd startup --pfile init+APX1.ora 

スナップショットベースのレプリケーションでは、sshをプライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ間のトランスポートとして使用します。

アップグレード・プロセスの開始前に、「Oracle ACFSレプリケーションで使用するためのsshの構成」の説明に従ってsshを構成

する必要があります。  

スナップショットベースのレプリケーションにアップグレードする前に、スタンバイ・クラスタ・システムをOracle Grid Infrastructure 

12cリリース2 (12.2)にアップグレードする必要があります。このクラスタ・アップグレードは、24時間以内に完了してください。スタ

ンバイ・クラスタは、このアップグレード・プロセスの間、既存のレプリケーションを実行し続けます。次に、プライマリ・クラスタで

Oracle Grid Infrastructure 12cリリース2 (12.2)にアップグレードします。このアップグレードも24時間以内に完了してくだ

さい。このアップグレードの間、プライマリ・クラスタは、12.2より前にインストールされた既存のレプリケーションを実行し続けます。

スタンバイ・クラスタとプライマリ・クラスタのOracle Grid Infrastructure 12cリリース2 (12.2)へのアップグレードが完了する

と、12.2より前にインストールされた既存のレプリケーション実装はサポートされません。  

2つのクラスタのアップグレードに続いてすぐに、レプリケーションにかかわるファイル・システムに関連付けられている

COMPATIBLE.ADVMディスク・グループ属性を12.2.0.0.0に設定する必要があります。これで、スナップショットベースのレプリケー

ションに移行する準備ができました。この移行は、次のいずれかのオプションを使用して実行できます。  

 既存のレプリケーションを終了し、スナップショットベースのレプリケーションを使用するように初期化します。このオプション

は、レプリケート対象のデータ量が少ない(数百GB未満)場合にお薦めします。また、このオプションは、1つのノードにの

みマウントされるようにプライマリ・ファイル・システムを簡単に制限できない場合や、プライマリでアクティビティを簡単に停

止できない場合には、好ましいオプションです。 

 acfsutil repl upgradeコマンドを実行して、レプリケーションを終了および初期化せずに、既存のレプリケーション環

境をアップグレードします。このオプションは、スナップショットベースのレプリケーションが既存のレプリケーションが停止した

ポイントから続行できることで、プライマリ・ファイル・システムのコンテンツ全体をスタンバイに転送する必要がありません。
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このオプションは、大量のデータをレプリケートする場合に便利です。アップグレード・プロセスではデータがほとんど転送さ

れないため、プロセスはすぐに完了すると考えられます。  

次に、acfsutil repl upgradeコマンド・オプションを実行してスナップショットベースのレプリケーションにアップグレードする方法

の詳細を示します。  

 レプリケーション・アップグレード・プロセスを開始する前に、プライマリ・ファイル・システムがプライマリ・クラスタの1つのノード

にのみマウントされていることを確認する必要があります。さらに、プライマリ・ファイル・システムに対するアプリケーションの

更新をすべて停止してから、acfsutil repl sync applyをもう一度実行して、プライマリでの変更がすべてレプリケー

トされるようにすることをお薦めします。  

 アップグレード・プロセスの最初のステップは、プライマリ・クラスタでacfsutil repl upgrade prepareコマンドを実行し

ます。このコマンドは、スナップショットベースのレプリケーションに使用されるユーザー名およびホスト名またはインタフェース

名の他、プライマリ・マウント・ポイントも指定します。ユーザー名およびホスト名は、スナップショットベースのレプリケーショ

ンに使用されるacfsutil repl init primaryコマンドのオプションと同様に、—sオプションを使用して指定します。  

 プロセスの次のステップは、acfsutil repl upgrade standbyコマンドを実行して、スタンバイ・クラスタでレプリケーショ

ンをアップグレードします。このコマンドは、スナップショットベースのレプリケーションに使用されるユーザーの他、スタンバイ・

マウント・ポイントも指定します。ユーザー名は、スナップショットベースのレプリケーションに使用されるacfsutil repl 

init standbyコマンドのオプションと同様に、-uオプションを使用して指定します。  

 プロセスの最後のステップは、プライマリ・クラスタでacfsutil repl upgrade primaryコマンドを実行します。これは、

前のレプリケーション・デプロイメントを自動的に終了し、スナップショットベースのレプリケーションを開始するコマンドです。

このコマンドは、acfsutil repl init primaryコマンドで受け入れられたスナップショットベースのレプリケーション用のコ

マンドライン・オプションを受け入れます(ただし、現在終了している前のレプリケーション環境から情報が取得されるため、

-mオプションおよび-sオプションを除きます)。  

 acfsutil repl upgrade primaryコマンドが完了すると、12.2リリースのスナップショットベースのレプリケーションで

acfsutil repl initコマンドを実行していたかのように、影響を受けたプライマリ・クラスタとスタンバイ・クラスタ間でス

ナップショットベースのレプリケーションがアクティブになっています。acfsutil repl info -cコマンドをプライマリ・クラスタ

とスタンバイ・クラスタの両方で使用し、各クラスタのレプリケーションの状態を確認できます。  

 

  
 

ノート: 

acfsutil repl upgrade standby または acfsutil repl upgrade primary の実行中にエラーが発生した場

合は、次の点を検討します。  

 エラーによっては、アップグレード・コマンドが正常に完了するまで、(acfsutil repl info の出力では)レ

プリケーションが初期化されていないように見えることがあります。  

 アップグレードを続行するには、失敗したアップグレード・コマンドが示したエラーをすべて修正してから、失

敗したコマンドを再度発行します。コマンドを何度も再発行することもあり得ます。 
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19 Oracleパッチ適用とOracle ACFS  

この項では、グリッド・インフラストラクチャ環境でのOracle ACFSを使用したパッチ適用について説明します。 

 Oracle ACFSパッチ適用の概要 

 Oracle Grid Infrastructureファイルの更新 

 Oracle ACFSパッチ適用の検証 

Oracle ACFSパッチ適用の概要 

Oracle ACFSは、Oracle Grid Infrastructureの一部としてインストールされます。ただし、Oracle ACFSは、Linux上の

/lib/modulesや/sbinなどの様々なシステムの場所から実行されます。  

Oracle ACFSは、Oracle Grid Infrastructureの配信およびパッチ・メカニズム(OUIおよびOPatch)と統合されます。配

信メカニズム(Oracleリリース、Oracleパッチセット、Oracleリリース更新またはOracle個別パッチ)に関係なく、Oracle ACFS

コンテンツはパッチで配信されます。 

Oracleゼロ・ダウンタイムのグリッド・インフラストラクチャ・パッチ適用を使用せずにOracle Grid Infrastructureを更新すると、

Oracle ACFSもシステムの場所で更新され、Oracle Gridソフトウェアのシームレスな操作が保証されます。更新時(リリース、

リリース更新、パッチセットまたは個別パッチに関係なく)、Oracle Clusterwareスタックはローカル・ノードで停止され、サービス

は他のノードに移行されます。その後、Oracle Gridソフトウェアにパッチが適用され、サービスがローカル・ノードで再起動されま

す。 

Oracleゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用を使用しないパッチ適用 

パッチ操作中、まずOracle ACFSソフトウェアはOPatchまたはOUIファイル配置操作によってGridホームで更新され、その後

Oracle Clusterwareの停止中に適切なシステムの場所に移動されてメモリーにロードされます。Oracle Clusterwareの

再起動には、オペレーティング・システム(OS)カーネルでOracle ACFSを更新できるように、OSカーネル参照を解放するという

副作用があります。 

ゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureを使用したパッチ適用 

ゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用を使用すると、Oracle Gridホーム内のOracle Grid 

Infrastructureユーザー領域バイナリのみにパッチが適用されます。Oracle Gridホームから実行されるコマンドは、すぐに最

新バージョンを使用します。ACFS、AFD、OLFS、OKA OSシステム・ソフトウェア(OSカーネル・モジュールおよびシステム・ツー

ル)など、Oracle Gridホーム外にインストールされるOracle Grid Infrastructureコンポーネントは、Gridホームで更新され

ますが、システムの場所にはインストールされません。パッチ・バージョンより前のバージョンが引き続き実行されます。パッチが適用

されると、OPatchインベントリにOPatchインベントリの新しいパッチ番号が表示されます。ただし、実行中のソフトウェアにはこれ

らの変更は含まれず、Gridホームで使用可能なソフトウェアのみが含まれます。新しく使用可能になったソフトウェアがメモリーに

ロードされ、付属するユーザー・ツールがシステムの場所にコピーされるまで、Oracle Grid Infrastructureホームにある使用

可能な修正は利用されません。 

実行およびインストールされているOracle ACFSシステム・ソフトウェアを確認するには、次のコマンドを使用できます。 
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 crsctl query driver activeversion -all  

このコマンドは、クラスタのすべてのノード上のOracle ACFSのアクティブ・バージョンを表示します。アクティブ・バージョン

は、システムに現在ロードされて実行されているOracle ACFSドライバのバージョンです。これは、ACFSシステム・ツー

ルのバージョンも暗黙的に示します。18c以降で使用可能なcrsctl queryコマンドは、クラスタのすべてのノードのデー

タを表示します。  

次の例では、19.4がOracleホームで使用可能ですが、19.2が現在実行中のバージョンです。OPatch 

lsinventoryにより、19.4がパッチ適用済バージョンとしてレポートされます。Oracle Grid Infrastructure OSドラ

イバは19.2のみを実行しています。  

crsctl query driver activeversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200114 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.2.0.0.0) 

 crsctl query driver softwareversion -all  

このコマンドは、Oracle Gridホームに現在インストールされているOracle Grid Infrastructureソフトウェアの使用

可能なソフトウェア・バージョン(および拡張機能別にOracle ACFSソフトウェアの使用可能なソフトウェア・バージョン)

を表示します。18c以降で使用可能なcrsctl queryコマンドは、クラスタのすべてのノードのデータを表示します。  

crsctl query driver softwareversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200628 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

 acfsdriverstate version -v 

このコマンドは、ローカル・ノードで実行中のOracle ACFSモジュールに関する全情報を表示します。ACFS-9548お

よびACFS-9547メッセージには、Oracle Grid Infrastructureホームで使用可能なOracle ACFSソフトウェアの

バージョンが表示されます。acfsdriverstateは、ローカル・ノードについてのみをレポートします。バグ番号は、個別

パッチの実行時にのみ使用可能です。  

acfsdriverstate version -v 

ACFS-9325: Driver OS kernel version = 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64. 

ACFS-9326: Driver build number = 200114. 

ACFS-9212: Driver build version = 19.0.0.0.0 (19.2.0.0.0). 

ACFS-9547: Driver available build number = 200628. 

ACFS-9548: Driver available build version = 19.0.0.0.0 (19.2.0.0.0) 

ACFS-9549: Kernel and command versions. 

Kernel: 

 Build version: 19.0.0.0.0 

 Build full version: 19.2.0.0.0 

 Build hash: 9256567290 

 Bug numbers: NoTransactionInformation 

Commands: 

 Build version: 19.0.0.0.0 

 Build full version: 19.2.0.0.0 

 Build hash: 9256567290 

 Bug numbers: NoTransactionInformation 
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Oracle Grid Infrastructureファイルの更新 

Oracle Clusterwareスタックが停止し、Oracle ACFSドライバ・モジュールが更新されるまで、Oracle ACFSの修正はメモ

リーにロードされません。Oracle ACFSの修正をシステム・メモリーにロードするプロセスにより、Oracle ACFS操作に必要な

ツールもシステムの場所にインストールされます。 

次の手順のいずれかを実行できます。 

1. Oracle ACFSの修正をメモリーおよびシステムの場所にロードするには、ノードごとに次のコマンドを発行する必要があ

ります。  

 crsctl stop crs -f  

ローカル・ノード上のCRSスタックおよびすべてのアプリケーションを停止します 

 root.sh -updateosfiles  

システム上のOracle ACFSおよびその他のOracle Grid Infrastructureカーネル・モジュールを最新バー

ジョンに更新します 

 crsctl start crs -wait  

ノードでCRSを再起動します 

2. あるいは、カーネル・バージョンを変更してノードを再起動すると、新しいドライバが自動的にロードされ、新しいシステ

ム・ツールがシステム・ディレクトリにインストールされます。クラスタ内のすべてのノードがカーネル・バージョンを同時に変

更するものとします。 

これらのイベントのいずれかが発生すると、crsctl query activeversionおよびcrsctl query softwareversionコマンドに

よって同じ情報がレポートされます。ロード済で実行中のオペレーティング・システム(OS)ソフトウェアは、Oracle Grid 

Infrastructureホームで使用可能な最新のものと同じです。Oracle ACFSパッチ適用の検証の説明に従って、他のOracle 

ACFSバージョンのコマンドを実行できます。  

Oracle ACFSパッチ適用の検証 

標準のOPatchパッチを使用してOracleリリース更新およびOracleパッチを適用する場合、インベントリにはGrid 

Infrastructureホームおよびシステムにインストールされている内容が正確に反映されます。次に例を示します。 

[grid@racnode1]$ opatch lsinventory 

... 

.. 

Oracle Grid Infrastructure 19c                                       19.0.0.0.0 

There are 1 products installed in this Oracle Home. 

Interim patches (5) : 

Patch  30501910: applied on Sat Mar 07 15:42:08 AEDT 2020 

Unique Patch ID:  23299902 

Patch description:  "Grid Infrastructure Jan 2020 Release Update : 19.4.0.0.200628 (30501910)" 

   Created on 28 Dec 2019, 10:44:46 hrs PST8PDT 

   Bugs fixed: 

lsinventoryの出力例では、OPatch RUおよび適用されるその他のパッチと、バグ番号およびその他の情報をリストしていま

す。これらのパッチはGrid Infrastructureホームに適用されます。通常のパッチ適用操作では、オペレーティング・システム

(OS)の場所にも適用され、メモリーにロードされるため、Oracle Grid InfrastructureのOSシステム・ソフトウェアの修正が
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Grid Infrastructureホームと同期されます。ただし、ゼロ・ダウンタイムのグリッド・インフラストラクチャ・パッチ適用を使用する

場合、システムにインストールされているOracle Grid Infrastructureシステム・ソフトウェアの内容(Oracle ACFSなど)は同

時に更新されません。  

crsctl query driverおよびacfsdriverstateコマンドを使用して、インストールされているOracle Grid Infrastructure

システム・ソフトウェア・レベルがGrid Infrastructureホームのソフトウェア・レベルと同じかどうかを検証できます。Oracle 

ACFSパッチ適用の概要のゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用に関する説明を参照してください。  

ゼロ・ダウンタイムのOracle Grid Infrastructureパッチ適用を使用せずに適用されたパッチ適用および更新操作の場合、ア

クティブ・バージョンとソフトウェア・バージョンは常に同じである必要があります。 

更新されたOracle Grid Infrastructure OSシステム・ソフトウェアのインストールが必要な場合は、Oracle Grid 

Infrastructureファイルの更新の手順を参照してください。  

すべてのOracle Grid Infrastructure OSシステム・ソフトウェアが更新された後のバージョンは、Grid Infrastructureホー

ムへのパッチまたは更新について表示されるOpatch lsinventoryの出力と同じ(この場合は19.4.0.0.0)である必要があり

ます。また、使用可能でアクティブなOracle Grid Infrastructure OSシステム・ソフトウェアには、同じバージョン番号が表示

されている必要があります。次に例を示します。  

Output from the lsinventory command:    

Patch description:  "Grid Infrastructure Jan 2020 Release Update : 19.4.0.0.0.200628 (30501910)" 

crsctl query driver activeversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200628 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

crsctl query driver softwareversion -all 

Node Name : node1 

Driver Name : ACFS 

BuildNumber : 200628 

BuildVersion : 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

acfsdriverstate versionコマンドを実行すると、コマンドやユーティリティに関する情報など、ローカル・ノード上のOracle 

ACFSの追加情報を取得できます。次に例を示します。  

acfsdriverstate version  

 ACFS-9325: Driver OS kernel version = 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64. 

 ACFS-9326: Driver build number = 200628. 

 ACFS-9212: Driver build version = 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0) 

 ACFS-9547: Driver available build number = 200628. 

 ACFS-9548: Driver available build version = 19.0.0.0.0 (19.4.0.0.0). 
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20 Oracle Flex ASMの管理  

Oracle Flex ASMを使用すると、データベース・サーバーとは異なる物理サーバーでOracle ASMインスタンスを実行できます。 

この項では、Oracle Flex ASMについて説明します。内容は次のとおりです。 

 Oracle Flex ASMの概要 

 Oracle Flex ASMの設定について 

 Oracle Flex ASMの管理 

 

関連項目: 

 Oracle Flex Clusterのサポートの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してく

ださい。  

 Oracle ASMおよびOracle ACFSを使用してOracle Flex ASMを構成する方法の詳細は、My Oracle 

Support (https://support.oracle.com)の記事を参照してください。  

 メンバー・クラスタを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド」  

 Oracle Grid Infrastructureのインストールおよびアップグレードの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインス

トレーションおよびアップグレード・ガイド』  

Oracle Flex ASMの概要 

Oracle Flex ASMを使用すると、データベース・サーバーとは異なる物理サーバーでOracle ASMインスタンスを実行できます。

このデプロイでは、システム全体におけるOracle ASMのフットプリントを削減しながら、Oracle ASMインスタンスの大規模なク

ラスタでより多くのデータベース・クライアントをサポートできます。 

Oracle Flex ASMを使用している場合、Oracle ASMクライアントはストレージへの直接アクセスで構成されます。 

Oracle Flex ASMを使用すると、すべての記憶域の要件を、ディスク・グループの単一のセットに統合できます。これらのすべて

のディスク・グループを、単一のクラスタで実行中のOracle ASMインスタンスの小さいセットでマウントおよび管理します。カーディ

ナリティ設定で、Oracle ASMインスタンスの数を指定できます。デフォルトは、3インスタンスです。 

クラスタは、グループ・メンバーシップ・サービスを提供するノードのセットです。各クラスタの名前は、グローバルに一意です。各クラ

スタには、1つ以上のハブ・ノードがあります。ハブ・ノードは、Oracle ASMディスクにアクセスできます。すべてのクラスタには、少

なくとも1つのプライベート・ネットワークおよびパブリック・ネットワークがあります。クラスタが格納のためにOracle ASMを使用する

場合、少なくとも1つのOracle ASMネットワークがあります。1つのネットワークを、プライベート・ネットワークおよびOracle ASM

ネットワークの両方として使用できます。セキュリティ上の理由で、Oracle ASMネットワークはパブリックにしないでください。クラス

タ内で実行中のOracle Flex ASM構成は、1つのみ指定できます。 

Oracle ASMインスタンスは、Oracle Flex ASMでの様々な構成で動作できます。 

 Oracle ASMディスク(標準Oracle ASMクラスタ)に直接アクセスできるローカルOracle ASMクライアント 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92401
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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 Oracle ASMディスクに直接アクセスできるOracle Flex ASMクライアント 

 Oracle ASMプロキシ・インスタンスを介したOracle ACFSアクセス 

 Oracle IOServer (IOS)によるOracle ASMディスク・グループへのネットワークベースの接続 

これらの構成を図20-1、図20-2および図20-3に示します。  

Oracle ASMディスク(標準Oracle ASMクラスタ)に直接アクセスできるローカルOracle ASMクライアント 

このモード(図20-1のハブ・ノードA)の場合、Oracle ASMは、データベース・クライアントが同じホスト・コンピュータ上でOracle 

ASMインスタンスとともに稼働している既存の標準アーキテクチャを引き続きサポートします。ローカル・クライアント・アーキテク

チャのみが、ハブ・ノードでサポートされます。 

図20-1 Oracle Flex ASMクライアント構成 

 

この構成では、データベース・インスタンスはOracle ASMインスタンスとして同じハブ・ノードに存在し、ローカルOracle ASMク

ライアント・インスタンスとして参照されます。Oracle ASMメタデータは、Oracle ASMとデータベース・インスタンス間で移動しま

す。このクライアントは、Oracle ASMディスクに直接I/Oアクセスできます。  

ローカル・モードはOracle Flex ASMを使用しないため、ローカルOracle ASMで構成されたクラスタはOracle ASMネット

ワークが必要なく、他のOracle Flex ASMサービスも含まれません。 

Oracle ASMディスクに直接アクセスできるOracle Flex ASMクライアント 

このモード(図20-1のハブ・ノードB)の場合、Oracle ASMクラスタのハブ・ノードで稼働しているデータベース・クライアントは、メ

タデータのためにOracle ASMにリモートでアクセスしますが、Oracle ASMディスクへのI/Oのブロック操作を直接実行します。

Oracle ASMサーバーを実行しているホストとリモート・データベース・クライアントは、どちらもハブ・ノードであることが必要です。

ハブ・ノードは、他のサーバーと緊密に接続し、共有ディスクに直接アクセスするOracle ASMクラスタ内のノードです。  
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この構成では、データベース・インスタンスは周辺のOracle ASMインスタンス(図20-1のハブ・ノードC)と異なるホスト・コン

ピュータ上に存在し、Oracle ASMクライアント・インスタンスと呼ばれます。  

データベースはOracle ASMインスタンスと同じOracle ASMクラスタ内にあり、データベース・インスタンスはハブ・ノード上にあり

ます。Oracle ASMメタデータは、Oracle ASMとデータベース・インスタンス間で移動します。このクライアントは、Oracle 

ASMディスクに直接I/Oアクセスできます。  

データベース・インスタンスとOracle ASMインスタンスの分散に応じて、データベース・クライアントは、同じノード上でOracle 

ASMにローカルにアクセスするか、またはOracle ASMネットワーク上でリモートにアクセスします。この操作のモードは、Oracle 

ASMクラスタ内のハブ・ノード上のデータベース・クライアントによって使用されます。直接アクセス・モードも、Oracle ASMクラス

タ・ファイル・システムによってサポートされる唯一のOracle Flex ASM構成です。 

Oracle ASMプロキシ・インスタンスを介したOracle ACFSアクセス 

Oracle ASMプロキシ・インスタンスは、直接Oracle ASMクライアントとともにハブ・ノードで実行中のOracleインスタンスです。

Oracle ASMプロキシ・インスタンスでは、Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイル・システム(Oracle 

ACFS)およびOracle ASM動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)がサポートされます。 

図20-2は、Oracle Flex ASMでのOracle ASMプロキシ・サーバーを使用したOracle ACFSおよびOracle ADVMの構

成を示しています。 

図20-2 Oracle Flex ASMでのOracle ACFSおよびOracle ADVMの構成 

 

Oracle ASMプロキシ・インスタンスのINSTANCE_TYPE初期化パラメータは、ASMPROXYに設定されます。  

Oracle ACFSは、間接ストレージ・メンバー・クラスタのストレージ・アクセスの方法としても使用できます。詳細は、「クラスタ・ド

メイン内のOracle ACFSについて」を参照してください。  
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Oracle IOServer (IOS)によるOracle ASMディスク・グループへのネットワークベースの接続 

Oracle IOServer (IOS)インスタンスは、Oracle ASM管理対象ディスクに接続できないOracleメンバー・クラスタのノード

上のOracle DatabaseインスタンスにOracle ASMファイル・アクセスを提供します。Oracle ASM管理対象ディスクへの接

続があるメンバー・クラスタの場合、IOServerを障害発生時のバックアップとして構成できます。Oracle IOServerインスタン

スは、Oracleメンバー・クラスタでのみ使用されます。  

図20-3は、Oracle IOServerとメンバー・クラスタ内のOracle Databaseの関係を示しています。 

図20-3 Oracle IOServerの構成 

 

さらに、IOSを使用すると、そのようなノードでクライアント・クラスタを構成できます。ストレージ・クラスタでは、IOServerインスタ

ンスがクライアントによるIOの送信先であるネットワーク・ポートを開きます。IOServerインスタンスは、データ・パケットをクライア

ントから受信し、他のデータベース・クライアントと同様、Oracle ASMディスクへの適切なIOを実行します。クライアント側では、

データベースはdNFSを使用してIOServerインスタンスと通信できます。しかし、クライアント側の構成がないため、サーバーIPア

ドレスや追加の構成情報を指定する必要がありません。IOServer経由でOracle ASMファイルにアクセスするように構成され

たノードおよびクラスタでは、Oracle IOSインスタンスの検出が自動的に行われます。  

IOSインスタンスには、次のプロセスが含まれます。 

 ネットワーク・プロセス: このプロセスでは、ネットワーク・ポートを開き、クライアント側からのdNFSリクエストを受信します。

このようなリクエストは、IOプロセスおよび識別プロセスが受け取って処理するように、キューに入れられます。また、ネット

ワーク・プロセスでは、他のタイプのプロセスからのレスポンスを受け取って、そのレスポンスをクライアントに返信します。 

 識別プロセス: このプロセスは、dNFSリクエストを受け取り、Oracle ASMファイルの作成、削除、識別、識別解除お

よびサイズ変更を行います。 
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 IOプロセス: このプロセスでは、ローカルIOSインスタンスによって識別されたファイルに対して実際のIOを実行します。 

ASM_IO_PROCESSES初期化パラメータでは、Oracle IOサーバー・インスタンスで開始されるIOワーカー・プロセスの数を指定し

ます。ASM_IO_PROCESSES初期化パラメータの詳細は、「ASM_IO_PROCESSES」を参照してください。  

Oracle Flex ASMの設定について 

Oracle Flex ASMデプロイメントをインストールするには、ネットワークを分類し、Oracle ASMネットワークとして使用するため

のネットワークのリストを選択します。 

新しくインストールする際にOracle Flex ASMを選択した場合、OUIによって、Oracle ASMネットワークを選択するよう求め

られます。 

Oracle ASMリスナー・リソースは、各Oracle ASMネットワークに対して自動的に作成され、すべてのノードで起動されます。 

 

関連項目: 

Oracle Clusterwareのインストールの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーション・ガイド』を参照してくださ

い。  

Oracle Flex ASMの管理 

Oracle Flex ASMコンポーネントは、ASMCA、ASMCMDのCRSCTL、SQL*Plus、およびSRVCTLを使用して管理され

ます。さらに、Oracle Flex ASMで使用するために、INSTANCE_TYPE初期化パラメータを特定のインスタンス・タイプに設定で

きます。  

 Oracle Flex ASMに関する情報の表示 

 Oracle Flex ASMを管理するためのSRVCTLコマンドおよびCRSCTLコマンド 

 ALTER SYSTEMを使用したクライアントの再配置 

 メンバー・クラスタを管理するためのASMCMDコマンド 

 Oracle Flex ASMの初期化パラメータ

Oracle Flex ASMに関する情報の表示 

ASMCMD showclustermodeコマンドを使用して、Oracle Flex ASMが有効であるかどうかを確認できます。次に例を示し

ます。  

$ asmcmd showclustermode 

ASM cluster : Flex mode enabled  

SQL*PlusおよびASMCMDコマンドを使用して、Oracle Flex ASM接続を表示できます。たとえば、次のようになります。 

SQL> SELECT instance_name, db_name, status FROM V$ASM_CLIENT; 

INSTANCE_NAME   DB_NAME  STATUS 

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

+ASM1           +ASM     CONNECTED 

orcl1           orcl     CONNECTED 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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orcl2           orcl     CONNECTED 

$ asmcmd lsct data 

DB_Name  Status    Software_Version  Compatible_version  Instance_Name  Disk_Group 

+ASM     CONNECTED       19.0.0.0.0          19.0.0.0.0  +ASM           DATA 

orcl     CONNECTED       19.0.0.0.0          19.0.0.0.0  orcl1          DATA 

orcl     CONNECTED       19.0.0.0.0          19.0.0.0.0  orcl2          DATA

Oracle Flex ASMを管理するためのSRVCTLコマンドおよびCRSCTLコマンド 

SRVCTLは、管理者がOracle Clusterwareリソースの属性を作成または変更できるように拡張されます。SRVCTLを使用

して、Oracle Flex ASM構成でのインスタンスのステータスを決定できます。次に例を示します。 

$ srvctl status asm -detail 

ASM is running on mynoden02,mynoden01 

ASM is enabled. 

SRVCTLを使用して、Oracle Flex ASMが有効であるかどうかを確認することもできます。有効である場合、srvctl config 

asmは、Oracle Flex ASM構成で使用するために指定されているOracle ASMインスタンスの数を表示します。次に例を示し

ます。  

$ srvctl config asm 

ASM instance count: 3 

SRVCTLのmodify asmコマンドを使用して、Oracle ASMインスタンス数(カーディナリティ)を変更できます。次に例を示します。  

$ srvctl modify asm -count 4 

$ srvctl modify asm -count ALL 

Oracle ASMインスタンスが失敗した場合、クライアントは自動的に別のインスタンスに再配置されます。必要に応じて、クライ

アントを手動で再配置できます。 

SRVCTL UPDATE INSTANCEコマンドおよびSRVCTL UPDATE IOSERVERコマンドは、データベースのOracle ASMインスタンス、

データベースのOracle IOServerインスタンスまたはOracle IOServerのOracle ASMインスタンスを変更できます。次に例

を示します。  

$ srvctl update instance -db my_orcl_db -instance my_instance_1 -targetinstance my_asm_instance_1 

$ srvctl update ioserver -instance my_instance_2 -targetinstance my_asm_instance_2 

-detailオプションを指定してSRVCTL STATUSコマンドを実行し、各クライアントの接続先であるOracle ASMインスタンスまた

はOracle IOserverインスタンスを表示できます。  

すべてのデータベース・ユーザーは、Oracle ASMに接続する資格証明を含むウォレットを持つ必要があります。データベース・

ユーザーは、CRSCTLコマンドを使用して、このウォレットを管理できます。すべてのOracle ASMユーザー名およびパスワードは、

システムで生成されます。 

SRVCTLコマンドを実行して、Oracle ASMのネットワークとリスナーを管理できます。たとえば、rootユーザーとして、オプション

のネットワーク・マスクの有無にかかわらず、srvctl add asmnetworkを使用してOracle ASMネットワークを追加できます。  

# srvctl add asmnetwork -netnum 1 -subnet nnn.nn.nn.n/255.255.255.0 

# srvctl add asmnetwork -netnum 2 -subnet nnn.nn.nn.n 
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rootユーザーまたはCRSユーザーとして、ステータスをチェックするか、srvctl config asmnetworkを使用してOracle ASM

ネットワークを構成できます。  

$ srvctl config asmnetwork 

ASM network 1 exists 

Subnet IPv4: nnn.nn.nn.n/255.255.255.0/ 

Subnet IPv6: 

Network is enabled 

Network is individually enabled on nodes: 

Network is individually disabled on nodes: 

ASM network 2 exists 

Subnet IPv4: nnn.nn.nn.n// 

Subnet IPv6: 

Network is enabled 

Network is individually enabled on nodes: 

Network is individually disabled on nodes: 

CRSユーザーとして、srvctl add listenerを使用してOracle ASMリスナーを追加できます。デフォルトのリスナー名

(LISTENER_ASM)を使用するか、リスナーの名前を指定できます。  

$ srvctl add listener -asmlistener -netnum 1 

$ srvctl add listener -asmlistener -netnum 2 -listener listener2 

Oracle ASMリスナーのステータスは、srvctl config listenerで確認できます。  

$ srvctl config listener -asmlistener 

Name: LISTENER2_ASM 

Type: ASM Listener 

Owner: msmith 

Subnet: nnn.nn.nn.n 

Home: <CRS home> 

End points: TCP:1526 

Listener is enabled. 

Listener is individually enabled on nodes: 

Listener is individually disabled on nodes: 

Name: LISTENER_ASM 

Type: ASM Listener 

Owner: msmith 

Subnet: nnn.nn.nn.n 

Home: CRS_hOME 

End points: TCP:1525 

Listener is enabled. 

Listener is individually enabled on nodes: 

Listener is individually disabled on nodes: 

rootユーザーとして、-deptypeオプションを指定してsrvctl modify asmnetworkコマンドを実行し、Oracle ASMネットワーク

の依存タイプ(mandatoryまたはoptional)を指定できます。-deptype設定を使用すると、ネットワークが利用できない状態を

許容するかどうかを決定できます。  

 -deptype mandatoryオプションは、Oracle ASMネットワークに対する必須の依存性を指定します。これは、システム

がそのネットワークを失うことを許容しないことを意味します。Oracle ASMネットワークのいずれかのみがクラスタ・ノード

とOracle ASMクライアント・クラスタの両方に接続されている場合、そのネットワークが使用できなくなるとOracle 

ASMクライアント・クラスタは実行できないため、そのネットワークをmandatoryとして指定する必要があります。次に例を

示します。  
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# srvctl modify asmnetwork -netnum 2 -deptype mandatory 

 -deptype optionalオプションは、Oracle ASMネットワークでのオプションの依存性を指定します。これは、システム

がそのネットワークを失うことを許容することを意味します。クラスタ・ノードにのみ接続するOracle ASMネットワークが

複数ある場合は、それらをoptionalとして指定し、いずれかのネットワーク・ノードの障害を許容できます。optional

値は、Oracle ASM 19cの-deptypeのデフォルト設定です。次に例を示します。  

# srvctl modify asmnetwork -netnum 2 -deptype optional

ALTER SYSTEMを使用したクライアントの再配置 

ALTER SYSTEM RELOCATE CLIENTコマンドを使用して、クライアントを再配置できます。次に例を示します。  

SQL> ALTER SYSTEM RELOCATE CLIENT 'client-id'; 

以前のSQL文では、client-idは、instance_name:db_nameの形式です。INSTANCE_NAMEおよびDB_NAME列は、

V$ASM_CLIENTビューに含まれています。SQL文を実行するには、SYSASMとしてOracle ASMインスタンスに接続する必要があ

ります。この文を発行すると、クライアントへの接続は終了し、クライアントは最も少なくロードされたインスタンスにフェイルオーバー

します。クライアントが最も少なくロードされたインスタンスに現在接続している場合、クライアントへの接続は終了し、クライアント

はその同じインスタンスにフェイルオーバーします。 

メンバー・クラスタを管理するためのASMCMDコマンド 

ASMCMDコマンドを使用してメンバー・クラスタの構成を管理できます。  

lsccコマンドを使用してメンバー・クラスタをリストし、rmccコマンドを使用してメンバー・クラスタを削除できます。  

mkccコマンドを使用したメンバー・クラスタの作成や、chccコマンドを使用したメンバー・クラスタの変更を行います。たとえば、

ASMCMDのchccコマンドとmkccコマンドを使用して、ストレージ方法を直接Oracle ASMから間接Oracle ASMに変更した

り、間接Oracle ASMから直接Oracle ASMに変更したりできます。 

Oracle Flex ASMの初期化パラメータ 

Oracle Flex ASM構成でのインスタンス用の特別な新しい初期化パラメータはありませんが、既存のパラメータの設定が確認

され、Oracle Flex ASM環境に合うように調整される可能性があります。  

INSTANCE_TYPE初期化パラメータの値は、Oracle ASMプロキシ・インスタンスを含め、インスタンスのタイプを指定します。ASM

値とRDBMS値に加え、ASMPROXY値はOracle ASMプロキシ・インスタンスを識別します。 

 

関連項目: 

 Oracle ASMに関連した初期化パラメータの詳細は、「Oracle ASM初期化パラメータの推奨設定」  

 メンバー・クラスタを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMDメンバー・クラスタ管理コマンド」  

 INSTANCE_TYPE初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseリファレンス』を参照してください。  

 ALTER SYSTEM文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。  

 CRSCTLコマンドの詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=REFRN10248
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=SQLRF00902
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD91142
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 SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド  

 SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイドおよびOracle Real 

Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

 Oracle Clusterwareのインストールの詳細は、『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグ

レード・ガイド』  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD-GUID-3ED4DBCE-A148-462B-8A79-534A3F0D6E7D
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD-GUID-3ED4DBCE-A148-462B-8A79-534A3F0D6E7D
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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21 Oracle ASMフィルタ・ドライバの管理  

Oracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)を使用すると、システムを再起動するたびにOracle ASMで使用するディス

ク・デバイスをリバインドする必要がなくなるため、ディスク・デバイスの構成および管理が簡単になります。 

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバについて 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの構成 

 ASMLIB環境からOracle ASMフィルタ・ドライバへの移行について 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバが構成されているかどうかの判別 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバのAFD_DISKSTRINGパラメータの更新 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスク用のOracle ASMのASM_DISKSTRINGパラメータの更新 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ラベルの設定、クリアおよびスキャン 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの構成解除 

 Oracle ASMフィルタ・ドライバのコマンド 

 

  
 

警告: 

Oracle ASMFD を含めて Oracle ASM を構成する場合、Oracle ASM ディスクの内容を変更または消去し

たり、構成ファイルなどのファイルを変更したりしないでください。 

 

  
 

ノート: 

 Oracle ASMFD の構成は、Oracle Grid Infrastructure のインストール時に自動プロセスとなるよう

チェック・ボックスを使用して有効にできるようになりました。 

 ASMLIB が既存の Oracle ASM インストール用にインストールおよび構成されている場合、Oracle 

ASMFD のインストールおよび構成前に、既存の ASMLIB 構成を明示的にアンインストールする必要があ

ります。 

 Oracle ASM フィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)は、Oracle Database 12c リリース 1 (12.1.0.2)

から Linux システムで使用できます。Oracle ASMFD は、Oracle Database 12c リリース 2 

(12.2.0.1)から Solaris システムで使用できます。  

 この項のトピックに記載されているプロシージャのステップでは、$ORACLE_HOME 環境変数は Oracle Grid 

Infrastructure ホームのディレクトリ・パスに設定されています。#がオペレーティング・システム・プロンプトと

して表示されているコマンドは、ルート・ユーザーとして実行する必要があります。$がオペレーティング・システ

ム・プロンプトとして表示されているコマンドは、Oracle Grid Infrastructure ホームの所有者として実行
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する必要があります  

 

関連項目: 

 サポートされているオペレーティング・システム・プラットフォーム(動作保証マトリックス)や構成の問題など、Oracle 

ASMFDの詳細は、My Oracle Support (https://support.oracle.com)で入手可能なOracle ASMFDに

関するMy Oracle Support記事を参照してください。  

 Oracle ASMFDを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMD Oracle ASMフィルタ・ドライバ管理コ

マンド」  

 すべてのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMDについて」  

 Oracle Enterprise Managerを使用したOracle ASMの管理の詳細は、「Oracle Enterprise Managerによ

るOracle ASMフィルタ・ドライバの管理」  

 Oracle Grid Infrastructureのインストールおよび構成の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの

『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

 Oracle ASMLIBの削除の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの『Oracle Grid Infrastructureインス

トレーションおよびアップグレード・ガイド』  

Oracle ASMフィルタ・ドライバについて 

Oracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)は、Oracle ASMディスクのI/Oパスに存在するカーネル・モジュールです。

Oracle ASMでは、フィルタ・ドライバによりOracle ASMディスクへの書込みI/Oリクエストが検証されます。  

Oracle ASMFDを使用すると、システムを再起動するたびにOracle ASMで使用するディスク・デバイスをリバインドする必要

がなくなるため、ディスク・デバイスの構成および管理が簡単になります。 

Oracle ASMフィルタ・ドライバでは、無効なI/Oリクエストは拒否されます。このアクションにより、ディスク・グループ内のディスク

およびファイルの破損を引き起こす可能性のあるOracle ASMディスクの偶発的な上書きがなくなります。たとえば、偶発的な

上書きを引き起こす可能性のあるOracle以外のI/Oは、Oracle ASMフィルタ・ドライバによってすべて除外されます。 

Oracle ASMLIBとOracle ASMフィルタ・ドライバについて 

Oracle Grid Infrastructure 12cリリース2 (12.2)以降、Oracle ASMLIBがシステムにインストールされている場合、

Oracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)をインストールして構成することはできません。Oracle ASMFDをインストー

ルして構成する場合は、先にOracle ASMLIBをアンインストールする必要があります。  

パーティション表とOracle ASMフィルタ・ドライバについて 

拡張パーティション表は、Oracle Automatic Storage Management 12.2リリース1 (12.2.0.1)のOracle ASMフィル

タ・ドライバ(ASMFD)でサポートされません。 

 

関連項目: 

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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Oracle ASMLIBの削除の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの『Oracle Grid Infrastructureインストレー

ションおよびアップグレード・ガイド』  

Oracle ASMフィルタ・ドライバの構成 

Oracle Grid Infrastructureのインストール時またはOracle Grid Infrastructureのインストール後に、デバイスの永続

性のためにOracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)を構成できます。 

 インストール時のOracle ASMフィルタ・ドライバの構成 

 インストール後のOracle ASMフィルタ・ドライバの構成 

 

  
 

ノート: 

 ASMLIB が既存の Oracle ASM インストール用にインストールおよび構成されている場合、Oracle 

ASMFD のインストールおよび構成前に、既存の ASMLIB 構成を明示的に削除する必要があります。

Oracle ASMLIB の削除および Oracle Grid Infrastructure のインストールの詳細は、使用している

オペレーティング・システムの『Oracle Grid Infrastructure インストレーションおよびアップグレード・ガイ

ド』を参照してください。  

 ASMLIB を以前にシステムにインストールしている場合、ASMCMD afd_configure を実行して Oracle 

ASMFD を構成する前に(ASMCMD dsset ''で) Oracle ASM ディスク文字列を''に設定する必要

があります。  

 Oracle ASM フィルタ・ドライバ(ASMFD)の構成の追加情報については、「My Oracle Support」

(https://support.oracle.com)で Oracle ASMFD に関する My Oracle Support の記事を参照

してください。  

 

関連項目: 

 Oracle Grid Infrastructureのインストールおよび構成の詳細は、使用しているオペレーティング・システムの

『Oracle Grid Infrastructureインストレーションおよびアップグレード・ガイド』  

インストール時のOracle ASMフィルタ・ドライバの構成 

Oracle Grid Infrastructureのインストール時に、必要に応じて、ASMディスク・グループの作成ウィザード・ページにある

「ASMフィルタ・ドライバの構成」チェック・ボックスを使用し、Oracle ASMフィルタ・ドライバの自動インストールおよび構成をシス

テムに対して有効にできます。「ASMフィルタ・ドライバの構成」ボックスを有効にすると、Oracle ASMFD用の自動プロセスが

Oracle Grid Infrastructureのインストール時に起動されます。  

Oracle Grid Infrastructureをインストールしたシステムでudevを使用しない場合は、次の手順を完了してインストーラが起

動される前に、Oracle ASMFDのディスクをプロビジョニングすることもできます。この手順は、Oracle Grid Infrastructure

のインストールzipファイルをOracle Grid Infrastructureホームで解凍した後、ただし、インストール・プロセス時にセットアッ

プ・スクリプトを実行する際に「ASMフィルタ・ドライバの構成」チェック・ボックスを有効にする前に、実行する必要があります。  

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWGEN
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1. Oracle ASMフィルタ・ドライバとともに使用するために共有ディスクを構成するには、rootユーザーとしてログインし、環

境変数$ORACLE_HOMEをGridホームの場所に、環境変数$ORACLE_BASEを一時的な場所にそれぞれ設定します。  

su root 

# export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/21.0.0/grid 

# export ORACLE_BASE=/tmp 

ORACLE_BASE変数は、Oracle Grid Infrastructureのインストール前にGridホームに診断ファイルまたはトレース・

ファイルが作成されないように、一時的な場所に設定します。  

次のステップでコマンドを実行する前に、$ORACLE_HOME/binディレクトリにいることを確認してください。  

2. ORACLE_HOME/binディレクトリをPATH環境変数に追加します。  

# export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH 

3. ASMCMD afd_labelコマンドを次のように使用して、Oracle ASMフィルタ・ドライバとともに使用するためにディスク・

デバイスをプロビジョニングします。  

# asmcmd afd_label DATA1 /dev/disk1a --init 

4. ASMCMD afd_lslblコマンドを使用して、Oracle ASMFDとともに使用するためにデバイスにマークが付けられてい

ることを確認します。  

# asmcmd afd_lslbl /dev/disk1a 

5. Oracle ASMFD用のディスクのプロビジョニングを終了したら、ORACLE_BASE変数の設定を解除します。  

# unset ORACLE_BASE 

6. インストールのセットアップ・スクリプト(gridSetup.sh)を実行してOracle Grid Infrastructureをインストールし、

Oracle ASMフィルタ・ドライバの構成を有効にします。  

インストール・プロセス時にASMディスク・グループの作成ウィザード・ページで、「ASMフィルタ・ドライバの構成」ボックス

を選択し、Oracle ASMフィルタ・ドライバの構成を有効にして初期ディスク・グループ(通常DATAという名前)にプロビ

ジョニング済のディスクを追加します。  

Oracle ASMFDを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、ASMCMD Oracle ASMフィルタ・ドライバ管理コマンドを参

照してください。  

インストール後のOracle ASMフィルタ・ドライバの構成 

インストール時にOracle ASMフィルタ・ドライバ(ASMFD)の構成を有効にしなかった場合は、次の各トピックの説明に従って、

Oracle ASMFDを使用するようにOracle ASMのデバイスを手動で構成できます。 

 「Oracle Grid Infrastructureのクラスタウェア環境でのOracle ASMフィルタ・ドライバの構成」 

 「Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン環境でのOracle ASMの構成」 

 

関連項目: 

 「My Oracle Support」(https://support.oracle.comでOracle ASMフィルタ・ドライバ(ASMFD)の構成に

関する記事を参照してください。  

https://support.oracle.com/
https://support.oracle.com/


819 

 CRSCTLコマンドの使用方法の詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してくださ

い。  

Oracle Grid Infrastructureのクラスタウェア環境でのOracle ASMフィルタ・ドライバの構成 

インストール後にOracle Clusterware環境でOracle ASMFDを構成するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Grid Infrastructure所有者として、Oracle ASMFDによるデバイスの検出が今後可能となるように

Oracle ASMディスク検出文字列を更新します。  

まず、Oracle ASMディスク検出文字列の現在の値を取得します。  

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsget 

前述のコマンドのdisk_stringの値は、dsgetによって取得された現在のOracle ASMディスク検出文字列の値です。

ディスクがオペレーティング・システム環境のデフォルトの場所にあり、ディスク検出文字列が設定されていない場合、ディ

スク検出文字列は空です。  

Oracle ASMディスク検出文字列を更新します。文字列が空の場合は、ディスク検出文字列の値を更新して、デフォ

ルトのディスクの場所を含めます。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsset 'disk_string,AFD:*' 

2. Oracle Grid Infrastructure所有者として、クラスタ内のノードおよびノード・ロールをリストします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/olsnodes -a 

3. それぞれのハブ・ノードとリーフ・ノードで、ローリング・モードまたは非ローリング・モードのいずれかでこのステップを実行しま

す。 

a. rootユーザーとしてログインし、Oracle Grid Infrastructureを停止します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop crs 

コマンドでエラーが戻された場合、Oracle Grid Infrastructureを強制的に停止します。 

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop crs -f 

b. rootとして、ノード・レベルでフィルタするようにOracle ASMFDを構成します。  

# $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_configure 

c. Oracle Grid Infrastructure所有者として、Oracle ASMFDのステータスを確認します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_state 

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

d. Oracle ASMFDラベルを使用してすべてのOracle ASMディスクにラベル付けします。 

# $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_label 'label_name' 'device_path' --migrate 

e. rootユーザーとして、ノードのOracle Clusterwareスタックを開始します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl start crs 

f. Oracle Grid Infrastructure所有者として、Oracle ASMFD検出ディスク文字列を、ステップ1で取得し

た更新済のOracle ASMディスク検出文字列値に設定します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD91142
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$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_dsset disk_string 

Oracle ASMFD検出ディスク文字列が正しく設定されていれば、Oracle ASMフィルタ・ドライバは、以前Oracle ASMLIB

によって管理されていたものを含め、ディスクを識別してディスクの管理を開始します。 

 

関連項目: 

 Oracle ASM検出文字列の更新の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスク用のOracle ASMの

ASM_DISKSTRINGパラメータの更新」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの状態のチェックについては、「Oracle ASMフィルタ・ドライバが構成されているかどうか

の判別」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバ検出のディスク検出文字列の更新の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの

AFD_DISKSTRINGパラメータの更新」  

Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン環境でのOracle ASMの構成 

スタンドアロン(Oracle Restart)環境でOracle ASMフィルタ・ドライバ(ASMFD)を構成するには、次のステップを実行します。 

1. Oracle Grid Infrastructureスタンドアロン・サーバーの所有者として、Oracle ASMFDによるディスク・デバイスの

検出が今後可能となるようにOracle ASMディスク検出文字列を更新します。  

まず、Oracle ASMディスク検出文字列の現在の値を確認し、次に値を更新します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsget 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsset 'disk_string,AFD:*' 

前述のコマンドのdisk_stringの値は、dsgetによって取得されたディスク検出文字列の値です。  

2. rootユーザーとしてログインし、次のコマンドを使用して、スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructure

インストールを停止します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop has -f 

3. rootユーザーとしてOracle ASMFDを構成します。  

# $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_configure 

このコマンドはOracle ASMFDを構成し、Oracle ASMLIBが存在する場合これを構成解除します。 

4. Oracle Grid Infrastructureスタンドアロン・サーバーの所有者として、Oracle ASMFDのステータスを確認します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_state 

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

5. rootユーザーとして、スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructureを開始します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl start has 

6. Oracle Grid Infrastructureスタンドアロン・サーバーの所有者として、Oracle ASMFDディスク検出文字列を、ス

テップ1で取得した更新済のOracle ASMディスク検出文字列の値に設定します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_dsset disk_string 
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Oracle ASMフィルタ・ドライバは、Oracle ASMLIBによって前に管理されていたディスクを識別し、その管理を開始します。 

 

関連項目: 

 Oracle ASM検出文字列の更新の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスク用のOracle ASMの

ASM_DISKSTRINGパラメータの更新」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの状態のチェックについては、「Oracle ASMフィルタ・ドライバが構成されているかどうか

の判別」  

ASMLIB環境からOracle ASMフィルタ・ドライバへの移行について 

ASMLIBが既存のOracle ASMインストール用にインストールおよび構成されている場合、Oracle ASMFDのインストールお

よび構成前に、既存のASMLIB構成を明示的にアンインストールする必要があります。 

「Oracle Cluster Registryまたは投票ファイルのないOracle ASMディスク・グループの移行」の説明に従い、Oracle 

Cluster Registry (OCR)および投票ファイルを、可能な場合他のディスク・グループに一時的に移動し、Oracle ASMFDを

使用するディスク・グループを移行することをお薦めします。Oracle ASMFDを使用するディスク・グループを移行した後、OCR

および投票ファイル・ディスクをディスク・グループに戻します。他のディスク・グループにOCRまたは投票ファイルが含まれる場合、

同様にこれらを移行して、すべてのディスク・グループをOracle ASMFDに確実にオンラインで移行できます。  

この項では、次の項目について説明します。 

 Oracle Cluster Registryまたは投票ファイルのないOracle ASMディスク・グループの移行 

 Oracle Cluster Registryまたは投票ファイルを含むOracle ASMディスク・グループの移行 

 Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン環境でのOracle ASMディスク・グループの移行 

 

関連項目: 

 Oracle Cluster Registryの場所の置換および投票ファイルの移行の詳細は、『Oracle Clusterware管理およ

びデプロイメント・ガイド』を参照してください。  

 CRSCTLコマンドの使用方法の詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してくださ

い。  

 投票ファイル、Oracle Cluster Registry(OCR)およびOracle Local Registry(OLR)の管理の詳細は、

『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。  

 SRVCTLコマンドの詳細は、Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイドおよびOracle Real 

Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイドを参照してください。  

Oracle Cluster Registryまたは投票ファイルのないOracle ASMディスク・グループ

の移行 

Oracle Cluster Registry (OCR)または投票ファイルのないOracle ASMディスク・グループをOracle ASMFDに移行する

には: 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92368
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD92368
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD91142
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD70700
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD-GUID-1DCA9E3F-B929-4555-B673-921FF3588AC3
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD-GUID-3ED4DBCE-A148-462B-8A79-534A3F0D6E7D
https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=RACAD-GUID-3ED4DBCE-A148-462B-8A79-534A3F0D6E7D
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1. この手順にあるコマンドを実行するには、任意のノードでOracle Grid Infrastructureの所有者としてログインします。  

2. 既存のディスク・グループをリストします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd lsdg 

3. 関連付けられているディスクをリストします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd lsdsk -G diskgroup 

4. Oracle ASMがアクティブかどうかを確認します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl status asm 

5. データベースを停止し、すべてのノードのディスク・グループをディスマウントします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl stop diskgroup -diskgroup diskgroup -f 

6. ハブ・ノード上の各ディスクに対して次のコマンドを実行して、ディスク・グループ内のすべての既存ディスクにラベル付けし

ます。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_label label disk_path --migrate 

7. すべてのハブ・ノード上のディスクをスキャンします。  

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_scan  

8. データベースを開始し、すべてのノードのディスク・グループをマウントします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl start diskgroup -diskgroup diskgroup 

Oracle Cluster Registryまたは投票ファイルを含むOracle ASMディスク・グループ

の移行 

Oracle Cluster Registry (OCR)または投票ファイルを含むOracle ASMディスク・グループをOracle ASMフィルタ・ドライ

バ(Oracle ASMFD)に移行するには: 

1. rootユーザーとしてログインし、次のコマンドを1つのノードで実行してOCRおよび投票ファイルを含むディスク・グループを

リストします。 

# $ORACLE_HOME/bin/ocrcheck -config 

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl query css votedisk 

2. Oracle Grid Infrastructure所有者として、ディスク・グループに関連付けられているディスクをリストします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd lsdsk -G disk_group  

3. rootとして、すべてのノードのデータベースおよびOracle Clusterwareを停止します。 

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop cluster -all 

4. Oracle Grid Infrastructure所有者として、ハブ・ノード上の各ディスクに対して次のコマンドを実行して、ディスク・

グループ内のすべての既存ディスクにラベル付けします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_label label disk_path --migrate 

5. Oracle Grid Infrastructure所有者として、すべてのハブ・ノードで次のコマンドを実行し、すべてのハブ・ノードの
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ディスクを再スキャンします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_scan 

6. rootとして、すべてのノードのOracle Clusterwareスタックを開始し、OCRおよび投票ファイルのディスク・グループ、

およびデータベースをマウントします。 

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl start cluster -all 

Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン環境でのOracle ASMディスク・グルー

プの移行 

Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン(Oracle Restart)環境で、既存のOracle ASMディスク・グループをOracle 

ASMフィルタ・ドライバに移行するには、次のステップを実行します。 

1. この手順のステップを実行するには、Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン・サーバー所有者としてログインし

ます。  

2. 既存のディスク・グループをリストします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd lsdg  

3. 既存のディスクをリストします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd lsdsk -G diskgroup_name 

4. Oracle ASMインスタンスのステータスがアクティブかどうかを確認します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl status asm 

5. すべてのデータベースを停止し、すべてのディスク・グループをディスマウントします。各データベースに対して、次のコマンド

を実行します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl stop database -db db_unique_name 

$ /$ORACLE_HOME/bin/srvctl stop diskgroup -diskgroup diskgroup_name -f 

6. 各ディスクに対して次のコマンドを実行して、ディスク・グループ内のすべての既存ディスクにラベル付けします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_label label disk_path --migrate 

7. ディスクを再スキャンします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_scan 

8. データベースを開始し、ディスク・グループをマウントします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/srvctl start diskgroup -diskgroup diskgroup_name 

Oracle ASMフィルタ・ドライバが構成されているかどうかの判別 

SYS_ASMFD_PROPERTIESのAFD_STATEパラメータの値は、Oracle ASMFDがOracle ASMインスタンスに構成されているかど

うかを示します。  

ASMCMD afd_stateコマンドを使用すると、Oracle ASMFDの状態を確認できます。次に例を示します。  
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$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_state 

ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'DEFAULT' on host 'myhost' 

Oracle ASMFDの状態を判別するASMCMD afd_stateコマンドの使用方法の詳細は、「afd_state」を参照してください。  

Oracles ASMFDがホストに存在するかどうかを判別するために、SYS_CONTEXTからAFD_STATEの値を表示することもできます。

問合せは、Oracle ASMインスタンスで実行する必要があります。  

AFD_STATEの値がNOT AVAILABLEの場合、Oracle ASMFDは構成されていません。  

SQL> SELECT SYS_CONTEXT('SYS_ASMFD_PROPERTIES', 'AFD_STATE') FROM DUAL; 

SYS_CONTEXT('SYS_ASMFD_PROPERTIES','AFD_STATE') 

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

NOT AVAILABLE 

値CONFIGUREDは、Oracle ASMFDが完全に設定されており、Oracle ASMインスタンスをドライバに登録できることを意味し

ます。  

SQL> SELECT SYS_CONTEXT('SYS_ASMFD_PROPERTIES', 'AFD_STATE') FROM DUAL; 

SYS_CONTEXT('SYS_ASMFD_PROPERTIES','AFD_STATE') 

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

CONFIGURED 

Oracle ASMフィルタ・ドライバのAFD_DISKSTRINGパラメータの更新 

AFD_DISKSTRINGパラメータは、Oracle ASMFDによって管理されるディスクを識別するために使用されるOracle ASMFD

ディスク検出文字列を示します。  

ASMCMD afd_dssetおよびafd_dgsetコマンドを使用して、AFD_DISKSTRINGパラメータを設定し表示できます。次に例を示

します。  

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_dsset '/dev/rdsk/mydisks/*' 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_dsget 

AFD discovery string: /dev/rdsk/mydisks/* 

Oracle ASMFDディスク検出文字列を表示し設定するためのASMCMDコマンドの詳細は、「afd_dsget」および

「afd_dsset」を参照してください。  

ALTER SYSTEM SQL文を使用してAFD_DISKSTRINGを設定することもできます。ラベルは、Oracle ASMFDディスク検出文字

列によって識別されるディスクのディスク・ヘッダーで作成されます。  

SQL> ALTER SYSTEM AFD_DISKSTRING SET '/dev/disk0','/dev/disk1','/devices/dsk/*'; 

System altered. 

次の問合せを使用して、AFD_DISKSTRINGパラメータの値を取得できます。  

SQL> SELECT SYS_CONTEXT('SYS_ASMFD_PROPERTIES', 'AFD_DISKSTRING') FROM DUAL; 

SYS_CONTEXT('SYS_ASMFD_PROPERTIES','AFD_DISKSTRING') 

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

'/dev/disk0','/dev/disk1','/devices/dsk/*' 
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Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスク用のOracle ASMの

ASM_DISKSTRINGパラメータの更新 

Oracle ASMディスク検出文字列を更新して、ASM_DIKSTRING初期化パラメータに対してOracle ASMFDディスク・ラベル名

を追加または削除できます。  

たとえば、次のようにOracle ASMFDディスクをASM_DIKSTRING初期化パラメータに追加できます。  

ASM_DISKSTRING = 'AFD:DISK0', 'AFD:DISK1', '/dev/rdsk/mydisks/*' 

または、次のようにASM_DIKSTRING初期化パラメータを設定できます。  

ASM_DISKSTRING = 'AFD:*', '/dev/rdsk/mydisks/*' 

ASMCMD dsgetおよびdssetコマンドを使用すると、Oracle ASMディスク検出文字列を表示し設定できます。たとえば、次

のようにOracle ASMディスク検出文字列を設定すると、Oracle ASMFDディスクを追加できます。  

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsset 'AFD:*,/dev/rdsk/mydisks/*' 

次のように、以前に追加したOracle ASMFDディスクを削除できます。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsset '/dev/rdsk/mydisks/*' 

Oracle ASMディスク検出文字列を表示し設定するためのASMCMDコマンドの詳細は、「dsget」および「dsset」を参照して

ください。  

ASM_DISKSTRING初期化パラメータの詳細は、「ASM_DISKSTRING」を参照してください。  

Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ラベルの設定、クリアおよびスキャン 

Oracle ASMFDによって使用されるディスクをプロビジョニングするラベルを設定します。ラベルを設定すると、指定したディスクは、

Oracle ASMFDによって管理されます。  

ASMCMD afd_label、afd_unlabelおよびafd_scanコマンドを使用すると、ラベルを追加、削除およびスキャンできます。次

に例を示します。  

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_label 'disk0' '/dev/rdsk/mydisks/disk0' 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_unlabel 'disk0' 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_scan '/dev/rdsk/mydisks/*' 

Oracle ASMFDディスクでラベルを追加および削除するASMCMDコマンドの詳細は、「afd_label」、「afd_unlabel」および

「afd_scan」を参照してください。また、ASMCAによって、Oracle ASMFDディスクでのラベルの追加および削除がサポートさ

れます。ASMCAを使用したディスク・グループの管理の詳細は、「ASMCAによるディスク・グループの管理」を参照してください。  

SQL文を使用して、ラベルを管理することもできます。ラベルは、ALTER SYSTEM LABEL SET SQL文を使用して設定できます。

次に例を示します。  

SQL> ALTER SYSTEM LABEL SET 'disk0' TO '/dev/disk0'; 

System altered. 

SQL> SELECT UPPER(path) FROM V$ASM_DISK ORDER BY PATH; 
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UPPER(PATH) 

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

AFD:DISK0 

文を実行する際、任意でRENAMEまたはMIGRATEオプションを使用できます。ディスクがOracle ASMFDに対して以前にプロビ

ジョニングされている場合、RENAMEオプションを使用してラベルの名前を変更できます。コマンドの実行時、Oracle ASMFDに

よってデバイスを管理しないようにする必要があります。ディスクがOracle ASMディスク・グループに以前に使用されていて、この

ディスク・グループがディスマウントされた場合、MIGRATEオプションを使用してこのディスクにラベル付けできます。  

ALTER SYSTEM LABEL CLEARを使用すると、デバイスからラベルを削除し、Oracle ASMFDによるデバイスの管理を停止できま

す。次に例を示します。  

SQL> ALTER SYSTEM LABEL CLEAR 'disk0'; 

System altered. 

ローカル・ノードでALTER SYSTEM LABEL SETコマンドを実行した後、リモート・ノードでALTER SYSTEM LABEL SCANを使用できま

す。  

ALTER SYSTEM LABEL SET文は、ディスク・ヘッダー上のラベルを書き込み、そのディスクはノード間で共有されるため、同じ文は

クラスタの他のノードで実行されません。  

デバイス・パスが指定されていない場合、文ではAFD_DISKSTRINGパラメータ値が使用され、スキャン操作が実行されます。  

SQL> ALTER SYSTEM LABEL SCAN 

Oracle ASMフィルタ・ドライバの構成解除 

Oracle ASMフィルタ・ドライバ(Oracle ASMFD)がシステム上で構成済の場合、これを構成解除できます。  

この項では、次の項目について説明します。 

 「Oracle Grid Infrastructureのクラスタウェア環境でのOracle ASMフィルタ・ドライバの構成解除」 

 「Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン(Oracle Restart)環境でのOracle ASMフィルタ・ドライバの構成

解除」 

Oracle ASMFDを管理するためのASMCMDコマンドの詳細は、「ASMCMD Oracle ASMフィルタ・ドライバ管理コマンド」を

参照してください。  

 

関連項目: 

CRSCTLコマンドの使用方法の詳細は、『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。  

Oracle Grid Infrastructureのクラスタウェア環境でのOracle ASMフィルタ・ドライ

バの構成解除 

Oracle Clusterware環境でOracle ASMフィルタ・ドライバを構成解除するには、次のステップを実行します。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=CWADD91142
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1. Oracle ASMFDの構成解除後、Oracle ASMがディスク・デバイスを検出できるように、Oracle ASMディスク検出

文字列を更新します。 

2. Oracle Grid Infrastructure所有者として、任意のノードで次のコマンドを実行し、クラスタ内のノードおよびノード・

ロールをリストします。 

$ $ORACLE_HOME/bin/olsnodes -a 

3. 各ハブ・ノードおよびリーフ・ノードで、ローリング・モードまたは非ローリング・モードのいずれかで次を実行します。 

a. rootユーザーとしてログインし、Oracle Grid Infrastructureを停止します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop crs 

コマンドでエラーが戻された場合、次のようにOracle Grid Infrastructureを強制的に停止します。 

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop crs -f 

b. rootとして、Oracle ACFSカーネル・モジュールを停止し、信頼性が最も高い停止を確実に実行します。  

# $ORACLE_HOME/bin/acfsload stop 

c. rootとして、Oracle ASMFDを構成解除します。  

# $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_deconfigure 

d. rootとして、Oracle ACFSカーネル・モジュールを開始します。  

# $ORACLE_HOME/bin/acfsload start 

e. rootとして、ノードのOracle Clusterwareスタックを開始します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl start crs 

f. Oracle Grid Infrastructure所有者として、Oracle ASMFDのステータスを確認します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_state 

4. Oracle Grid Infrastructure所有者として、Oracle ASMFDパスを削除するようにOracle ASM検出文字列を

更新します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsget 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsset old_diskstring 

Oracle ASMディスク検出文字列の現在の値を確認してから、値を更新します。old_diskstringの値は、AFD: 

(Oracle ASMFD)パスで更新する前の古いディスク検出文字列値です。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMディスク検出文字列の更新の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスク用のOracle ASMの

ASM_DISKSTRINGパラメータの更新」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバ検出のディスク検出文字列の更新の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの

AFD_DISKSTRINGパラメータの更新」  

 acfsloadコマンドの詳細は、「acfsload」  
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 Oracle ASMフィルタ・ドライバの状態のチェックについては、「Oracle ASMフィルタ・ドライバが構成されているかどうか

の判別」  

Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン(Oracle Restart)環境でのOracle 

ASMフィルタ・ドライバの構成解除 

Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン環境でOracle ASMフィルタ・ドライバを構成解除するには、次のステップを実

行します。 

1. Oracle ASMFDの構成解除後、Oracle ASMがディスク・デバイスを検出できるように、Oracle ASMディスク検出

文字列を更新します。 

2. rootユーザーとしてログインし、次のコマンドを使用して、スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructure

インストールを停止します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop has 

前述のコマンドでエラーが戻された場合、次のコマンドを使用してください。 

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl stop has -f 

3. rootとして、Oracle ACFSカーネル・モジュールを停止し、信頼性が最も高い停止を確実に実行します。  

# $ORACLE_HOME/bin/acfsload stop 

4. rootとして、Oracle ASMFDを構成解除します。  

# $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_deconfigure 

5. rootとして、Oracle ACFSカーネル・モジュールを開始します。  

# $ORACLE_HOME/bin/acfsload start 

6. rootとして、スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructureを開始します。  

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl start has 

7. Oracle Grid Infrastructureスタンドアロン・サーバーの所有者として、Oracle ASMFDのステータスを確認します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd afd_state 

8. Oracle Grid Infrastructureのスタンドアロン・サーバー所有者として、Oracle ASMFDパスを削除するように

Oracle ASMディスク検出文字列を更新します。 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsget 

$ $ORACLE_HOME/bin/asmcmd dsset old_diskstring 

Oracle ASMディスク検出文字列の現在の値を確認してから、値を更新します。old_diskstringの値は、AFD: (Oracle 

ASMFD)パスで更新する前の古いディスク検出文字列値です。  

 

関連項目: 

 Oracle ASMディスク検出文字列の更新の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバ・ディスク用のOracle ASMの



829 

ASM_DISKSTRINGパラメータの更新」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバ検出のディスク検出文字列の更新の詳細は、「Oracle ASMフィルタ・ドライバの

AFD_DISKSTRINGパラメータの更新」  

 acfsloadコマンドの詳細は、「acfsload」  

 Oracle ASMフィルタ・ドライバの状態のチェックについては、「Oracle ASMフィルタ・ドライバが構成されているかどうか

の判別」  

Oracle ASMフィルタ・ドライバのコマンド 

この項では、Oracle ASMフィルタ・ドライバを管理するためにインストール時に使用されるOracle ASMフィルタ・ドライバ

(ASMFD)コマンドについて説明します。これらのコマンドは、Oracle Grid Infrastructureホームの/binディレクトリにありま

す。  

 afdload 

 afddriverstate 

afdload 

目的 

afdloadは、Oracle ASMフィルタ・ドライバをロードまたはアンロードします。  

構文 

afdload { start | stop  } [ -s ] 

表21-1に、afdloadコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表21-1 afdloadコマンドのオプション 

オプション 説明 

start Oracle ASM フィルタ・ドライバをロードします。 

stop Oracle ASM フィルタ・ドライバをアンロードします。 

-s サイレント・モードで動作します。 

説明 

afdloadを使用してOracle ASMフィルタ・ドライバを手動でロードまたはアンロードできます。  

stopオプションでドライバをアンロードする前に、ディスク・グループをディスマウントし、Oracle ASMを停止する必要があります。  

afdloadを実行するには、rootまたは管理者の権限が必要です。  

例 
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次に、Oracle ASMフィルタ・ドライバを停止(アンロード)するafdloadの使用例を示します。  

# afdload stop 

afddriverstate 

目的 

afddriverstateは、Oracle ASMフィルタ・ドライバの現在の状態に関する情報を示します。  

構文 

afddriverstate [-orahome ORACLE_HOME ]  

    { installed | loaded | version | supported } [-s] 

表21-2に、afddriverstateコマンドで使用可能なオプションを示します。 

表21-2 afddriverstateコマンドのオプション 

オプション 説明 

-orahome ORACLE_HOME ユーザーが afddriverstate コマンドを実行する権限を持つ Oracle Grid 

Infrastructure ホームを指定します。  

installed Oracle ASM フィルタ・ドライバがシステムにインストールされているかどうかを判別しま

す。 

loaded Oracle ASM フィルタ・ドライバがメモリーにロードされているかどうかを判別します。 

version 現在インストールされている Oracle ASM フィルタ・ドライバ・システム・ソフトウェアの

バージョンをレポートします。 

supported システムが Oracle ASM フィルタ・ドライバでサポートされているカーネルであるかどうか

をレポートします。 

-s コマンドの実行時、サイレント・モードを指定します。 

説明 

afddriverstateを使用して、Oracle ASMフィルタ・ドライバの現在の状態に関する詳細情報を表示できます。  

例 

次に、afddriverstateの使用例を示します。  

$ afddriverstate version 

AFD-9325:     Driver operating system kernel version = 2.6.39-400.3.0.el6uek.x86_64(x86_64). 

AFD-9326:     Driver Oracle version = 150728. 

AFD-9212:     Driver build version = MAIN. 
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22 SQL*Plusを使用したOracle ASMでのデータベース・

ファイルの作成  

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)は、SQL*Plusを使用してデプロイできます。 

この項では、次の項目について説明します。  

 Oracle ASMを使用するデータベースの作成 

 Oracle ASMでの表領域の作成 

 Oracle ASMでのREDOログの作成 

 Oracle ASMでの制御ファイルの作成 

 Oracle ASMでのアーカイブ・ログ・ファイルの作成 

 

関連項目: 

Oracle Managed Files(OMF)の使用の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。  

Oracle ASMを使用するデータベースの作成 

推奨されるデータベースの作成方法は、Database Configuration Assistant(DBCA)を使用することです。ただし、

CREATE DATABASE文を使用して手動でデータベースを作成する場合、Oracle ASMでは、データベースとその基礎となるファイ

ルのすべてを最小限の入力で作成できます。  

次の例ではCREATE DATABASE文の使用方法を示します。この例では、Oracle ASMによって自動的にデータベース・ファイルが

作成され、管理されます。この例では、次のOracle ASMファイルを使用してデータベースが作成されます。  

 dataディスク・グループ内のSYSTEM表領域データファイル。  

 dataディスク・グループ内のSYSAUX表領域データファイル。表領域は、自動セグメント領域管理によってローカルに管理

されます。  

 2つのオンライン・ログ・グループを持つ多重オンラインREDOログ。グループごとに1つのメンバーがdataとfra(高速リカバ

リ領域)あります。  

 自動UNDO管理モードが有効な場合は、dataディレクトリ内のUNDO表領域データファイル。  

 CONTROL_FILES初期化パラメータの値を指定しない場合は、2つの制御ファイル。1つはdata、もう1つはfra(高速リ

カバリ領域)にあります。data内の制御ファイルはプライマリ制御ファイルです。  

初期化パラメータ・ファイルには、次の初期化パラメータ設定が含まれます。 

DB_CREATE_FILE_DEST = +data 

DB_RECOVERY_FILE_DEST = +fra 

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 10G 

SQLプロンプトでは次の文を実行できます。 

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN003
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SQL> CREATE DATABASE orcl; 

Oracle ASMでの表領域の作成 

Oracle ASMで永続表領域のデータファイル(または一時表領域の一時ファイル)を作成すると、そのデータファイルは自動拡張

可能に設定され、最大サイズは無制限、デフォルト・サイズは100MBになります。AUTOEXTEND句を使用すると、このデフォルト

の拡張性を無効にできます。また、SIZE句を使用すると、デフォルト・サイズを無効にできます。  

Oracle ASMでは、データファイルのシステム・デフォルト・テンプレート(「ディスク・グループ・テンプレートの管理」の表を参照)で

指定したとおりに、属性がデータファイルに適用されます。独自のテンプレートを作成して指定することもできます。  

表領域内のファイルは、表領域履歴のためOracle ASMファイルとOracle ASM以外のファイルの両方に含まれることがありま

す。RMANコマンドを使用すると、Oracle ASM以外のファイルをOracle ASMディスク・グループに再配置し、Oracle ASM

ファイルをOracle ASM以外のファイルとして再配置できます。 

たとえば、dataというディスク・グループがある場合、次のSQL文を使用すると、そのディスク・グループ内に表領域tblspaceを作

成できます。  

SQL> CREATE TABLESPACE tblspace DATAFILE '+data'; 

次の例では、デフォルト設定のOracle ASMの使用例を示します。Oracleが提供するデフォルト(ほとんどの状況に適している)

を使用して、Oracle ASMで表領域データファイルの作成と管理を行います。  

次の初期化パラメータ設定になっていることを前提とします。 

DB_CREATE_FILE_DEST = +data 

次の文では、表領域とデータファイルが作成されます。 

SQL> CREATE TABLESPACE tblspace; 

Oracle ASMでのREDOログの作成 

オンラインREDOログは、複数のディスク・グループ内に作成できます。これは、初期化パラメータ・ファイルによって暗黙的に作成

するか、またはALTER DATABASE...ADD LOGFILE文で明示的に作成できます。各オンライン・ログには、複数のディスク・グルー

プに1つずつログ・メンバーを持たせるのが適切です。ログ・ファイル・メンバーのファイル名は自動的に生成されます。システム・エ

ラーが原因で一部分しか作成されなかったREDOログ・ファイルは、すべて自動的に削除されます。  

たとえば、data1およびdata2というディスク・グループがある場合、次のSQL文を使用すると、それぞれのディスク・グループに1つ

ずつメンバーを持つログ・ファイルを作成できます。  

SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE ('+data1','+data2'); 

次に、ディスク・グループdata1とdata2のそれぞれにメンバーを持つログ・ファイルを作成する例を示します。これらパラメータ設定

は、初期化パラメータ・ファイル内に含まれています。  

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1 = +data1 

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_2 = +data2 
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SQLプロンプトでは次の文を実行できます。 

SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE; 

Oracle ASMでの制御ファイルの作成 

制御ファイルは、複数のディスク・グループ内に明示的に作成できます。制御ファイルのファイル名は自動的に生成されます。 

制御ファイルを名前で指定する必要がある場合は、Oracle ASMファイルを参照するエイリアスをファイル名として使用でき、こ

れにより、ファイルをわかりやすい名前で扱うことができます。制御ファイルをエイリアスによる指定で作成すると、後で制御ファイル

を参照する際に、ユーザー指定の名前で参照することができます。また、エイリアスはCONTROL_FILES初期化パラメータでの制

御ファイル名の指定にも使用できます。  

制御ファイルを作成する際には、Oracle ASMディスク・グループに格納されているデータファイルとログ・ファイルをCREATE 

CONTROLFILEコマンドに渡す必要があり、これは、Oracle ASMファイル名のファイル参照形式を使用して行います。ただし、

RESETLOGSオプションを使用する場合は、ファイル作成形式でログ・ファイルを指定する必要があります。 

例22-1 NORESETLOGSを使用したOracle ASMでの制御ファイルの作成 

次の例のSQL文は、ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACEコマンドにより、ディスク・グループdataおよびfraに

データファイルとログ・ファイルが作成されるデータベースに対して生成されます。  

CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "ORCL" NORESETLOGS  ARCHIVELOG 

    MAXLOGFILES 16 

    MAXLOGMEMBERS 3 

    MAXDATAFILES 100 

    MAXINSTANCES 8 

    MAXLOGHISTORY 292 

LOGFILE 

  GROUP 1 ( 

    '+DATA/orcl/onlinelog/group_1.261.685366203', 

    '+FRA/orcl/onlinelog/group_1.257.685366205' 

  ) SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 

  GROUP 2 ( 

    '+DATA/orcl/onlinelog/group_2.262.685366207', 

    '+FRA/orcl/onlinelog/group_2.258.685366211' 

  ) SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 

  GROUP 3 ( 

    '+DATA/orcl/onlinelog/group_3.263.685366213', 

    '+FRA/orcl/onlinelog/group_3.259.685366215' 

  ) SIZE 50M BLOCKSIZE 512 

-- STANDBY LOGFILE 

DATAFILE 

  '+DATA/orcl/datafile/system.256.685366089', 

  '+DATA/orcl/datafile/sysaux.257.685366089', 

  '+DATA/orcl/datafile/undotbs1.258.685366091', 

  '+DATA/orcl/datafile/users.259.685366091' 

CHARACTER SET WE8MSWIN1252 

;

例22-2: RESETLOGSを使用したOracle ASMでの制御ファイルの作成 

次の例は、データファイルを備えたデータベースに対するCREATE CONTROLFILE SQL文ですが、RESETLOGS句を使用し、そこで
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ログ・ファイルの作成形式を使用しています。  

CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "ORCL" RESETLOGS  ARCHIVELOG 

    MAXLOGFILES 16 

    MAXLOGMEMBERS 3 

    MAXDATAFILES 100 

    MAXINSTANCES 8 

    MAXLOGHISTORY 292 

LOGFILE 

  GROUP 1 ( 

    '+DATA/orcl/onlinelog/group_1.261.685366203', 

    '+FRA/orcl/onlinelog/group_1.257.685366205' 

  ) SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 

  GROUP 2 ( 

    '+DATA/orcl/onlinelog/group_2.262.685366207', 

    '+FRA/orcl/onlinelog/group_2.258.685366211' 

  ) SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 

  GROUP 3 ( 

    '+DATA/orcl/onlinelog/group_3.263.685366213', 

    '+FRA/orcl/onlinelog/group_3.259.685366215' 

  ) SIZE 50M BLOCKSIZE 512 

-- STANDBY LOGFILE 

DATAFILE 

  '+DATA/orcl/datafile/system.256.685366089', 

  '+DATA/orcl/datafile/sysaux.257.685366089', 

  '+DATA/orcl/datafile/undotbs1.258.685366091', 

  '+DATA/orcl/datafile/users.259.685366091' 

CHARACTER SET WE8MSWIN1252 

;

Oracle ASMでのアーカイブ・ログ・ファイルの作成 

LOG_ARCHIVE_DESTおよびLOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータでは、ディスク・グループをアーカイブ・ログの宛先として指定

できます。この方法で宛先を指定すると、アーカイブ・ログ・ファイル名は、一意の名前でデフォルトのサブディレクトリに作成されま

す。ただし、すべてのLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータは一意の文字列である必要があります。同じディスク・グループを複数回

入力するには、サブディレクトリを使用する必要があります。たとえば、LOG_ARCHIVE_DEST_nを次のように設定できます。  

LOG_ARCHIVE_DEST_1 = 'LOCATION=+FRA/orcl/arc_1' 

LOG_ARCHIVE_DEST_2 = 'LOCATION=+FRA/orcl/arc_2' 

... 

LOG_ARCHIVE_DESTをディスク・グループ名に設定した場合は、LOG_ARCHIVE_FORMATは無視されます。アーカイブ・ログに対す

る一意のファイル名は、デフォルトのサブディレクトリにOracle Databaseによって自動的に作成されます。LOG_ARCHIVE_DEST

をディスク・グループ内のディレクトリに設定した場合は、ファイルのエイリアスに対するLOG_ARCHIVE_FORMATのセマンティクスは通

常どおりとなります。基礎となるファイルは、システム生成の名前でディスク・グループのデフォルトのディレクトリに生成されます。  

また、DB_RECOVERY_FILE_DEST初期化パラメータをディスク・グループの宛先に設定できます。例22-3では、アーカイブ・ログ・

ファイルが、ARCHIVELOGモードを有効にして生成され、DB_RECOVERY_FILE_DESTが+FRAディスク・グループに設定されています。

ORCLはDB_UNIQUE_NAMEパラメータの値です。  
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関連項目: 

アーカイブ保存されたREDOログ・ファイルの管理の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。 

例22-3 Oracle ASMディスク・グループ内のアーカイブ・ログ・ファイル 

SQL> SHOW PARAMETER DB_RECOVERY_FILE_DEST 

NAME                                 TYPE        VALUE 

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

db_recovery_file_dest                string      +FRA 

SQL> SELECT SUBSTR(name,1,64) name FROM V$ARCHIVED_LOG; 

  

NAME 

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

+FRA/ORCL/ARCHIVELOG/2013_06_24/thread_1_seq_112.260.818960623 

+FRA/ORCL/ARCHIVELOG/2013_06_24/thread_1_seq_113.261.818978423 

+FRA/ORCL/ARCHIVELOG/2013_06_25/thread_1_seq_114.262.818993031 

+FRA/ORCL/ARCHIVELOG/2013_06_25/thread_1_seq_115.263.819032439 

+FRA/ORCL/ARCHIVELOG/2013_06_25/thread_1_seq_116.264.819047121 

+FRA/ORCL/ARCHIVELOG/2013_06_25/thread_1_seq_117.265.819064815 

+FRA/ORCL/ARCHIVELOG/2013_06_26/thread_1_seq_118.266.819079417 

...

https://docs.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/database/oracle/oracle-database/19/ostmg&id=ADMIN008
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用語集

ASMLIB 

ASMLIBは、オラクル社が開発したApplication Program Interface(API)であり、オペレーティング・システムとデータベー

スの間のインタフェースを簡素化し、Linuxベースのシステム上でベンダーのストレージ・アレイの機能を活用します。  

ASMLIBのかわりに、Oracle ASMフィルタ・ドライバを使用することをお薦めします。Oracle ASMフィルタ・ドライバの詳細は、

「Oracle ASMフィルタ・ドライバ」を参照してください。 

クラスタ・ファイル・システム(CFS) 

クラスタ・ファイル・システム(CFS)とは、複数のコンピュータ・システムにわたって分散されるファイル・システム。一般に、コンピュー

タ・システムは、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)で接続されたディスクへのアクセスを共有します。各コンピュータ・システム上

のCFSコンポーネントは、グローバル通信メカニズムを使用してディスクへのアクセスを調整します。 

Cluster Synchronization Services(CSS) 

Cluster Synchronization Services (CSS)は、一連のノードにわたるプロセス間の協調的通信アクティビティの基礎を提

供します。CSSサービスには、グループ・サービス、ロック・サービス、ノード情報およびクラスタ構成サービス、クラスタの参加および

離脱ノードを検出するノード監視サービスがあります。 

CSSクラスタ 

CSSクラスタとは、CSSクラスタ・メンバーシップ・サービスで定義されたクラスタ構成です。CSSは、Oracleクラスタの信頼できる

メンバーシップを維持し、クラスタ構成の参加および離脱ノードを監視します。特定のノード群にせいぜい1つのCSSクラスタが定

義されています。 

ディスク・グループ 

Oracle ASMディスクは、Oracle ASMで1つの単位として管理されるディスクの集合です。ディスク・グループ内では、Oracle 

Databaseファイルのファイル・システム・インタフェースがOracle ASMにより公開されます。ディスク・グループに格納される各ファ

イルの内容は均等に配分(つまりストライプ化)されるため、ホットスポットがなくなり、ディスク間のパフォーマンスが均一化されます。

必要に応じて、ディスク・グループ内でOracle ASMファイルをミラー化することもできます。ディスク・グループ内のディスクのパ

フォーマンスは、RAWデバイスのパフォーマンスと同程度です。 

Direct Attached Storage(DAS) 

Direct Attached Storage (DAS)は、介在するネットワークなしにホストに直接接続するストレージ・デバイスで構成されま

す。一般に、DASはSAN接続ストレージよりもコストが低くなりますが、柔軟性と機能性も低くなります。DASの例としては、ほ

とんどのデスクトップ・システムに共通するSATAディスク、数多くのサーバーにみられるSCSIディスクなどがあります。
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エクステント 

エクステントとは、データ・エクステントとも呼ばれる、ファイルの内容を保持するためのRAWストレージです。各エクステントは、特

定のディスク上の1つ以上の割当て単位(AU)から構成されます。

エクステント・マップ 

エクステント・マップとは、ファイルの全データ・エクステントを指しているエクステント・ポインタのリストです。これは、ファイルのRAW

ストレージです。各エクステント・ポインタは、データ・エクステントのディスクおよび割当て単位を提供します。信頼性を確保する

ため、各エクステント・ポインタには、破損していないことを確認するためのチェック・バイトも含まれています。これは、エクステント・

マップのインメモリー・コピーを使用してファイルI/Oを特定のディスク・ロケーションに向ける場合に特に重要となります。

ファイバ・チャネル 

ファイバ・チャネルとは、コンピュータ・システムと周辺機器の間のインタフェースを定義する一連の規格です。ファイバ・チャネル・イ

ンタフェースは、SCSI規格に取って代わるように当初設計されたシリアル・バス・インタフェースです。ただし、ファイバ・チャネルと

SCSIインタフェースは互いに独立して進化しており、それぞれが互いの存在の恩恵を受けています。光ファイバ(Fiber Optics)

などの用語と区別するために、ファイバ・チャネル(Fibre Channel)の「Fibre」はerではなくreになっています。銅線と光ファイバ

は、どちらもファイバ・チャネルの媒体として一般的に使用されます。 

ファイル・システム 

ファイル・システムとは、ディスクへの構造化アクセスを提供するソフトウェア・コンポーネントです。ファイル・システムは、ファイルなど

のオブジェクトをアプリケーション・プログラムに提供します。一般に、ファイルへのアクセスは、アプリケーション・プログラムがファイル・

アクセスに使用するオペレーティング・システム・コール(Open/CloseやRead/Writeなど)を定義している標準APIで指定され

ます。ファイル・システムは、通常はオペレーティング・システムのコンポーネントとして提供されますが、独立したソフトウェア・コン

ポーネントとして提供されることもあります。 

ファイル 

ファイルとは、ファイル・システムによってアプリケーション・プログラムに提供されるオブジェクトです。ファイルは、ファイル・システムに

よってブロックに細分化されます。通常、ファイル・システムは、連続したブロックとしてアプリケーション・プログラムに認識されるもの

をディスク上の非連続の場所に配置します。ディスク上の場所へのファイル・ブロックのマッピングは、エクステント・マップと呼ばれる

ものに保持されます。 

ホスト・バス・アダプタ(HBA) 

ホスト・バス・アダプタ(HBA)またはホスト・アダプタは、ホスト・システムを他のネットワークおよびストレージ・デバイス(eSATAや

SCSIデバイスなど)に接続します。
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論理ユニット番号(LUN) 

ストレージの分野では、多くの場合、LUNという用語はストレージ・アレイによってコンピュータ・システムに提供されるディスクを表

します。SCSI用語では、論理ユニット番号(LUN)はコンピュータ・システムに提供されるデバイス・アドレスを表す番号です。 

ミラー化 

ストレージ・システムにおけるミラー化は、複数のディスクにデータのコピーを格納することでデータの整合性を保護するための手段

です。ディスクに障害が発生した場合は、2番目または3番目のディスクでデータのセカンダリ・コピーが利用可能になります。一

般に、ミラー化は2つの方法のいずれかで導入できます。最も一般的なケースでは、RAIDストレージ・アレイの場合と同様に、

単一ディスク上の固定量の物理記憶領域が複数のディスクに均等にコピーされます。ストレージ・アレイ上のソフトウェアにより、

複数のデバイスで物理的にミラー化された領域は単一ディスクとしてホストに提供されます。ミラー化のもう1つの方法としては、

ファイルの固定セグメントを複数のディスクにコピーします。Oracle ASMでは、最大限の柔軟性を実現するために2番目の方

法が使用されます。

ネットワーク接続ストレージ(NAS) 

Network Attached Storage (NAS)は、ファイル・サービスをホスト・コンピュータに提供するシステムのクラスで構成されます。

オペレーティング・システムのデバイス・ドライバは、NFSや共通インターネット・ファイル・システム(CIFS)などのプロトコルを使用し

てデータにアクセスします。アプリケーション・プログラムの観点からみると、Network Attached Storageは、そのアプリケーショ

ン・プログラムが存在するホスト・コンピュータにとってローカルなファイル・システムとして認識されます。

ネットワーク・ファイル・システム(NFS) 

ネットワーク・ファイル・システム(NFS)は、数多くのプラットフォームでNetwork Attached Storageを提供する業界標準規

格。NFSは、ローカル・ファイル・システム・フレームワークを拡張し、IPネットワーク上のユーザーにデバイス共有を提供します。

NFSのユーザーからは、ホスト上のリモート・ファイル・システムはローカルにマウントされているかのように見えます。

Oracle Automatic Storage Managementクラスタ 

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)クラスタとは、インターコネクトされたノードの集合で、各ノー

ドにはOracle Automatic Storage Management(Oracle ASM)インスタンスが存在し、Oracle Clusterwareを使

用して統合クラスタとして機能します。Oracle ASMクラスタは、ノード上でも機能する1つ以上のOracle Databaseに共有ス

トレージ・プールを提供します。Oracle Real Application Clustersを使用してデータベースをクラスタ化することも可能だが、

必須ではありません。共有ストレージ・プールを提供するディスクにはOracle ASMクラスタのすべてのノードからアクセスできるよ

うにする必要があります。 

パーティション 

通常、オペレーティング・システムは、ディスクをパーティションと呼ばれるセクションに分割する手段を備えています。アプリケーショ

ンでは、パーティションは、実際には独立していなくても独立したディスクとして認識されます。オペレーティング・システムは、ディス
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ク上のパーティションのサイズと場所を管理するコマンドを提供しています。このコマンドは、アプリケーション・プログラムには見えな

い領域でパーティション・マップをディスクに書き込みます。 

Redundant Array of Inexpensive Disks(RAID) 

Redundant Array of Inexpensive Disk (RAID)は、ソフトウェアで複数のディスクを結合し、それらを明らかに別個の

ディスクの集合としてホストに提供する手段。ミラー化とストライプ化は、ディスクを集合として結合するための2つの方法です。

RAIDは、コンピュータ・システムのソフトウェア・コンポーネントとして、またはストレージ・アレイの内部で機能するソフトウェアとして

実装できます。論理ファイル・レベルのOracle ASMのミラー化およびストライプ化とは対照的に、RAIDはストレージの物理的

表現に作用します。

ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN) 

ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)は、ストレージ・デバイス(ディスク・アレイやテープ・ドライブなど)をコンピュータ・システムに接

続するために設計された専用ネットワーク。SANで使用される最も一般的なネットワーク・インフラストラクチャはファイバ・チャネル

です。SANは、任意のストレージ・デバイスをどのコンピュータ・システムにも接続できる共通インターコネクト・インフラストラクチャ

を可能にすることにより、高度な柔軟性を提供します。ゾーニングおよびLUNマスキングは、SANのアクセス制御に一般的に使

用されています。ゾーニングは、SANインフラストラクチャでコンピュータ・システムに対するストレージ・デバイスのアクセス権を決定

するメカニズムです。LUNマスキングは、デバイスへの接続を許可されるコンピュータ・システムのアクセス権をストレージ・デバイス

で決定するメカニズムです。 

Small Computer System Interface (SCSI) 

Small Computer System Interface (SCSI)は、コンピュータ・システムと周辺機器(最も一般的なのはストレージ・デバ

イス)の間のインタフェースを定義している標準規格。SCSI規格では、コンピュータ・システムと周辺機器の間のインタフェースに

ついて論理的な側面と物理的な側面の両方が定義されています。 

ストライプ化 

ストレージ・システムにおけるストライプ化は、単一ディスクでのデータ格納とは対照的に、複数のディスクにわたってデータを分散

させる手段です。通常ストライプ化は、パフォーマンスの向上を目的として行われます。一般に、ストライプ化は2つの方法のいず

れかで導入できます。最も一般的なケースでは、RAIDストレージ・アレイの場合と同様に、単一のディスクに格納できる固定量

の物理記憶領域が複数のディスクにわたって均等にストライプ化されます。ストレージ・アレイ上のソフトウェアにより、複数のデバ

イスで物理的にストライプ化された領域は単一ディスクとしてホストに提供されます。もう1つのストライプ化の方法は、ホストに接

続された複数のディスクにわたってファイルの固定セグメントをストライプ化することです。Oracle ASMでは、最大限のパフォーマ

ンスを得るために2番目の方法が使用されます。

ボリューム 

ストレージの分野では、ボリュームの意味には数多くの関連した定義があります。ボリュームは、多くの場合、論理ユニット番号

(LUN)として表される仮想エンティティとみなされます。たいていの場合、ボリュームは複数ディスクの断片の集合として表されま
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す。ボリューム・マネージャと呼ばれるソフトウェア・コンポーネントによって管理されます。 

ボリューム・マネージャ 

ボリューム・マネージャとは、ディスクの断片の集合をボリュームにマップする処理を管理するソフトウェア・コンポーネントです。 
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 アクセス制御  
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 acfsremote supportedコマンド16.13.3  
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 acfsutil freezeコマンド16.14.6  
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