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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルは、Distributed Configuration Management フレームワークおよび dcmctl
ユーティリティ・コマンドの構文と使用方法について説明します。また、トラブルシュー
ティングの項では、一般的な障害を診断して解決する方法について説明します。

トポロジまたは構成の説明およびそれらの管理方法は、このマニュアルの対象外です。
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、dcmctl ユーティリティを使用するシステム管理者または Distributed 
Configuration Management のアーキテクチャと機能について簡単な説明を必要とする方を
対象としています。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは、次の章から構成されています。

第第第第 1 章「章「章「章「Distributed Configuration Management 概要」概要」概要」概要」

この章では、Distributed Configuration Management のアーキテクチャと機能について説明
します。

第第第第 2 章「章「章「章「dcmctl のコマンド」のコマンド」のコマンド」のコマンド」

この章では、dcmctlコマンドの一覧をアルファベット順で示します。各コマンドについ
て、説明、タイプ、構文および使用例を記載しています。

第第第第 3 章「トラブルシューティング」章「トラブルシューティング」章「トラブルシューティング」章「トラブルシューティング」

この章では、一般的な障害と、考えられる解決策について説明します。

第第第第 4 章「構成のアーカイブ」章「構成のアーカイブ」章「構成のアーカイブ」章「構成のアーカイブ」

この章では、Distributed Configuration Management のアーカイブ機能と、アーカイブ作業
のベスト・プラクティスについて説明します。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント
Distributed Configuration Management を使用するシステム管理者は、次のドキュメントを
参考にできます。

� 『Oracle Application Server 10g 概要』

� 『Oracle Application Server 10g 管理者ガイド』

� 『Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド』

� 『Oracle Application Server 10g 高可用性ガイド』
vi



表記規則表記規則表記規則表記規則
この項では、このマニュアルの本文およびコード例で使用される表記規則について説明しま
す。

規則規則規則規則 意味意味意味意味

 .
 .
 .

垂直の省略記号は、例に直接関連しない複数の行が省略されていること
を示します。

  ... 横方向の省略記号は、文またはコマンドで、例に直接関係のない部分が
省略されていることを示します。

固定幅フォントのテキ
スト

ファイル名、パス名、コマンド名、コード、URL。

固定幅フォントの太字固定幅フォントの太字固定幅フォントの太字固定幅フォントの太字
テキストテキストテキストテキスト

ユーザーによる入力。

固定幅フォントのイタ
リック・テキスト

テキストまたはコード内の変数。
vii
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Distributed Configuration Management 概要概要概要概要

この章では、Distributed Configuration Management（DCM）のアーキテクチャと機能につ
いて簡単に説明します。

この章は次の項で構成されています。

� Distributed Configuration Management とは

� Distributed Configuration Management アーキテクチャ

� Distributed Configuration Management の機能

� Distributed Configuration Management ベスト・プラクティス
t 概要 1-1



Distributed Configuration Management とは
1.1 Distributed Configuration Management とはとはとはとは
Distributed Configuration Management は、Oracle Application Server の複数インスタンス
の構成管理を可能にする管理フレームワークです。

Distributed Configuration Management（DCM）の機能を使用すると、次のことができま
す。

� 複数の構成間の同期化

� バージョン単位での構成のアーカイブとリストア

� Oracle Application Server のインスタンス間での構成のエクスポートとインポート

DCM によって、次の Oracle Application Server コンポーネントの構成情報が管理されます。

� Oracle HTTP Server

� Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）

� OC4J アプリケーション

� Oracle Process Manager and Notification Server（OPMN）

� Oracle Application Server Java Authentication and Authorization Service（JAZN）

1.2 Distributed Configuration Management アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ
Distributed Configuration Management は、クライアント、デーモンおよびメタデータ・リ
ポジトリで構成されます。図 1-1 に、これらとその他の Oracle Application Server コンポー
ネントとの関係を示します。
1-2　Distributed Configuration Management リファレンス・ガイド



Distributed Configuration Management アーキテクチャ
図図図図 1-1 Distributed Configuration Management アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ

Oracle Enterprise Manager Application Server Control サーブレットと dcmctlには、
Distributed Configuration Management クライアントの JAR ファイルが含まれます。
Distributed Configuration Management のブートストラップ手順は、次のとおりです。

1. Distributed Configuration Management クライアントが、Oracle Process Manager and 
Notification Server が稼動しているかどうかを確認します。

a. 稼動していない場合は、Oracle Process Manager and Notification Server を起動し
ます。

b. 稼動している場合は、それを検出して使用します。

2. Distributed Configuration Management クライアントが、Distributed Configuration 
Management が稼動しているかどうかを確認します。

a. 稼動していない場合は、デーモンを起動します。

b. 稼動している場合は、それを検出して使用します。
Distributed Configuration Management 概要 1-3



Distributed Configuration Management の機能
3. Distributed Configuration Management デーモンが、図 1-1 に示す構成可能なプラグイ
ンを使用して、Oracle HTTP Server、Oracle Application Server Containers for J2EE、
Oracle Process Manager and Notification Server および Java Authentication and 
Authorization Service の構成ファイルのバージョンを確認します。

4. Distributed Configuration Management デーモンが必要に応じて構成ファイルのバー
ジョンを更新します。

5. Distributed Configuration Management デーモンが必要に応じて Oracle Process 
Manager and Notification Server を再起動します。

1.3 Distributed Configuration Management の機能の機能の機能の機能
この項では次のトピックについて説明します。

� Distributed Configuration Management のツールとスコープについて

� Distributed Configuration Management のメタデータ・リポジトリについて

1.3.1 Distributed Configuration Management のツールとスコープについてのツールとスコープについてのツールとスコープについてのツールとスコープについて
Distributed Configuration Management を使用すると、次のことができます。

� Oracle Application Server インスタンスのクラスタとファームの管理

� OC4J インスタンス、Oracle HTTP Server、OPMN、Java Authentication and 
Authorization Service（JAZN）など、個々のコンポーネントの構成の管理 

� クラスタ全体への Oracle Application Server Containers for J2EE アプリケーションのデ
プロイメント

� アーカイブ、保存とリストア、インポートとエクスポートなどの機能による構成バー
ジョンの管理

dcmctlコマンドは、Distributed Configuration Management のコマンドライン・ユーティ
リティです。dcmctlを使用することで、構成の管理およびアプリケーションのデプロイが
可能になります。dcmctlの使用方法と、使用可能な dcmctlコマンドについては、第 2 章

「dcmctl のコマンド」で説明します。

構成およびトポロジ・データはすべて、Distributed Configuration Management のメタデー
タ・リポジトリに格納されます。これは必要に応じて Oracle Application Server Metadata 
Repository の一部として格納されます。Distributed Configuration Management のメタデー
タ・リポジトリは、Oracle Application Server Metadata Repository に依存しない独立したメ
タデータ・リポジトリです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle Application Server のインスタンス、ファームおよびクラ
スタの操作の詳細は、『Oracle Application Server 10g 高可用性ガイド』を参
照してください。
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Distributed Configuration Management の機能
1.3.2 Distributed Configuration Management のメタデータ・リポジトリについのメタデータ・リポジトリについのメタデータ・リポジトリについのメタデータ・リポジトリについてててて
Distributed Configuration Management のメタデータ・リポジトリには、次のものが格納さ
れています。

� Oracle HTTP Server、Oracle Application Server Containers for J2EE、Oracle Process 
Manager and Notification Server および Java Authentication and Authorization Service
の構成ファイル

� ファーム、およびファームの一部であるインスタンスとクラスタについて記述したトポ
ロジ情報

� デプロイ済の J2EE アプリケーション

1.3.2.1 Distributed Configuration Management リポジトリのタイプリポジトリのタイプリポジトリのタイプリポジトリのタイプ
Oracle Application Server のファームは、同じ構成管理のメタデータ・リポジトリを共有す
るインスタンスの集まりです。ファームでは、ファイル・ベース・リポジトリとデータベー
ス・リポジトリのどちらも使用できます。

メタデータ・リポジトリの構成には 3 つのタイプがあります。ファイル・ベース（スタンド
アロン・インスタンス）、ファイル・ベース（リポジトリ・ホストを使用）、およびデータ
ベースです。

� ファイル・ベース・リポジトリ（スタンドアロン・インスタンス）: すべてのインスタ
ンスにローカル・ファイル・ベース・リポジトリが含まれています。インスタンスがス
タンドアロン・モードである場合、このリポジトリにはそのインスタンスの構成メタ
データが格納されます。データベースであってもファイル・ベースであっても、インス
タンスがファームと関連付けられていて、そのインスタンスがリポジトリ・ホストでは
ない場合、ローカル・ファイル・ベース・リポジトリには、そのインスタンスがリポジ
トリの構成メタデータと同期していることを検証するために DCM によって使用される
構成情報ファイル（BOM）が含まれています。

� ファイル・ベース・リポジトリ（リポジトリ・ホストを使用）: インスタンスがファイ
ル・ベース・ファームのリポジトリ・ホストとして定義されている場合、そのインスタ
ンスのファイル・ベース・リポジトリには、そのファーム内のすべてのインスタンスの
構成メタデータが含まれます。

� データベース・リポジトリ : Distributed Configuration Management スキーマで構成さ
れます。データベースにメタデータ・リポジトリを格納すると、サイトの高可用性およ
びバックアップ計画の一策として役立ちます。データベース・リポジトリを使用する場
合、データベースがリポジトリ・ホストとして機能します。

メタデータ・リポジトリには、データベース・リポジトリ、スタンドアロン・モードのファ
イル・ベース・リポジトリ、ホスト・モードのファイル・ベース・リポジトリという 3 つの
タイプがあります。どのタイプでも、インスタンスには常にローカル・ファイル・ベース・
リポジトリがあります。インスタンスがファームに含まれていない場合、これがそのインス
タンスの構成メタデータの唯一の格納場所となります。
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各構成管理リポジトリには、Oracle Enterprise Manager Application Server Control
（Application Server Control）または dcmctlユーティリティのいずれかを使用してアクセ
スできます。

1.3.2.2 メタデータ・リポジトリとインスタンスの同期についてメタデータ・リポジトリとインスタンスの同期についてメタデータ・リポジトリとインスタンスの同期についてメタデータ・リポジトリとインスタンスの同期について
DCM リポジトリは、DCM によって管理される構成情報の最も確実な情報源とみなされま
す。1 つのインスタンスに対してリポジトリに格納されている構成と、関連付けられた
ORACLE_HOME ファイル・システム内の構成に相違がある場合、ファイル・システム内の
構成がリポジトリ内の構成で更新されます。DCM リポジトリとファイル・システム構成情
報に相違がない場合、構成は同期されています。

構成が変更された後、クラスタのメンバーの再同期化が DCM によってただちに自動的に試
みられます。クラスタ内のインスタンスを使用できない場合、そのインスタンス上の DCM
デーモンが次に起動されたときに再同期化が行われます。DCM デーモンはアプリケーショ
ン・サーバーが再起動したときに起動します。また、dcmctl start -adminコマンドを使
用して手動で起動することもできます。

ファームまたはクラスタで構成を変更すると、DCM によってその構成変更が他のインスタ
ンスに伝播される前にローカル・インスタンスに適用され、その変更が正常に行われたこと
が確認されます。ローカル構成変更が失敗した場合、その変更の影響は自動的にロールバッ
クされます。1 つのインスタンスでは構成変更が正常に行われてもそのファームまたはクラ
スタ内の他のインスタンスでは失敗する場合があります。失敗する理由は、ディスク領域、
ファイル・システムのセキュリティ、インスタンスから依存するサービス（たとえば OID、
またはデータベース）への接続に関連する問題など多数あります。このような場合、In Sync 
Status が Falseに設定されてインスタンスにマークが付けられることがあります。

In Sync Status が Falseに設定されている場合は、DCM ログに詳細が記録されています。
この場合、この状態に関連する問題が解決したときに、dcmctl resyncinstanceコマン
ドを使用してそのインスタンスを再同期化する必要があります。このコマンドは、リポジト
リに格納されているそのインスタンスの構成をそのインスタンスのファイル システムにコ
ピーするように DCM に指示します（resyncInstance を参照）。

updateConfigコマンドは、特別な処理が必要な特別な種類の同期コマンドです。 
updateConfigコマンドは、ファイル・システムから構成情報を作成し、その構成情報を
DCM リポジトリに格納します。updateConfigコマンドを使用する前に、このコマンドの
使用方法のガイドラインを注意して読んでください（updateConfig を参照）。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リポジトリの設定とクラスタの操作の詳細は、『Oracle 
Application Server 10g 高可用性ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「In Sync Status が FALSE になる」（3-9 ページ）
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1.4 Distributed Configuration Management ベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティス
この項では次のトピックについて説明します。

� OC4J インスタンスと J2EE アプリケーションのネーミング

� Distributed Configuration Management アーカイブの使用方法

� DCM による Oracle Application Server クラスタの管理

1.4.1 OC4J インスタンスとインスタンスとインスタンスとインスタンスと J2EE アプリケーションのネーミングアプリケーションのネーミングアプリケーションのネーミングアプリケーションのネーミング
OC4J インスタンス名と J2EE アプリケーション名には、Oracle Application Server のインス
トールを含むコンピュータのホスト名、Oracle ホーム、または IP アドレスを含めないでく
ださい。クラスタ化された環境では、クラスタ内の Oracle Application Server のインストー
ルのホスト名、Oracle ホーム、IP アドレスがこれに該当します。

たとえば、コンピュータのホスト名が foo.company.com である場合、foo.company.com その
ものまたは foo.company.com を含む新しい OC4J インスタンスや J2EE アプリケーションは
作成できません。このルールは、そのコンピュータの Oracle ホーム・ディレクトリ・パス
や IP アドレスにも適用されます。

この制約の理由は次のとおりです。クラスタリング、アーカイブおよびクローニング機能を
提供するために、DCM は、ホスト名、Oracle ホームおよび IP アドレスに一致する文字列に
ついて構成ファイルをスキャンする必要があります。DCM によってこれらの値に一致する
文字列が検出された場合、これらの値はシンボリック・マクロに置き換えられ、DCM リポ
ジトリに格納されます。

DCM によってこれらの構成が他のインストールに適用されるときは、ホスト名、Oracle
ホームおよび IP アドレスに一致する文字列は、そのインストールに固有の値に置換されま
す。したがって、OC4J インスタンス名または J2EE アプリケーション名にホスト名、Oracle
ホームまたは IP アドレスが含まれている場合、他のインストールに適用されたときに不適
切に置き換えられてしまいます。

1.4.2 Distributed Configuration Management アーカイブの使用方法アーカイブの使用方法アーカイブの使用方法アーカイブの使用方法
DCM のアーカイブ機能は、Oracle Application Server システム構成の DCM で管理する部分
のスナップショットを管理するための便利で簡単な方法を提供します。アーカイブは、ス
テージング変更、エラーからのリカバリ、1 つの Oracle Application Server インスタンスに
関連付けられた DCM で管理する構成情報を別のインスタンスに提供する場合に役立ちま
す。

DCM で管理するシステム構成には、ファーム、クラスタ、Oracle HTTP Server、OPMN、
OC4J、および Oracle Application Server Java Authentication and Authorization Service の構
成があります。OC4J の場合は、コンテナ自体に関連する構成情報のほかに、DCM ですべて
のデプロイ済 J2EE アプリケーションが管理されます。
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多くの場合、ディスク領域の面ではアーカイブの作成にかかるコストはそれほど高くはあり
ません。Oracle Application Server インスタンス内には、多数の管理オブジェクト（構成
ファイルおよび EAR または WAR ファイルを含む）があります。アーカイブを作成する場
合、管理オブジェクトの特定のバージョンの 1 つのコピーのみがリポジトリに保存されま
す。

アーカイブを使用して、Oracle Application Server インスタンスまたはクラスタを前の状態
にリストアできます。DCM システムが特定の管理操作を実行するときは自動的にアーカイ
ブが作成されるので、管理者は不要な管理的変更をロールバックすることができます。保存
される自動アーカイブの数は構成可能です。

管理者は、サイトの変更管理またはステージング・ポリシーを満たすために明示的にアーカ
イブを作成することもできます。たとえば、管理者が一括したロールバックや他の Oracle 
Application Server インスタンスへの適用を行う複数の変更のグループをステージングする
場合は、明示的にアーカイブを作成すると便利です。

Oracle Application Server インスタンスの状態は、任意の使用可能なアーカイブの状態まで
ロールバックできます。アーカイブは、同じファーム内の別の Oracle Application Server イ
ンスタンスに適用したり、別のファームに対してエクスポートおよびインポートしてその
ファームのインスタンスに適用することもできます。

DCM クラスタを使用している場合は、DCM によって、その構成に対する変更はすべてそ
のクラスタのすべてのメンバーに自動的に配布されます。クラスタを使用するかわりに、ス
テージングされた構成のアーカイブを、ファーム内のクラスタ化されていないインスタンス
に手動で適用することができます。

ハイブリッド・ステージング・ソリューションとは、最初に非クラスタ化インスタンスへの
変更をステージングおよびテストし、その変更をアーカイブし、最後にそのアーカイブを
DCM クラスタに適用することです。これらの変更は、その後、クラスタのすべてのメン
バーに自動的に伝播されます。

アーカイブをそれを作成する元となったインスタンス以外のインスタンスに適用した後、い
くつかのインスタンス固有の構成データは変更が必要なことに注意してください。IP アドレ
スとホスト名については DCM によって自動的に行われます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「構成のアーカイブ」（4-1 ページ）
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1.4.3 DCM によるによるによるによる Oracle Application Server クラスタの管理クラスタの管理クラスタの管理クラスタの管理
1 つのクラスタにまとめられている Oracle Application Server インスタンスは、そのクラス
タ内の任意のインスタンス上の 1 つの管理ポイントから Oracle Enterprise Manager 
Application Server Control（Application Server Control）または dcmctlを使用して管理で
きます。常に、1 つのインスタンスをクラスタ全体の管理ポイントとして使用することをお
薦めします。

クラスタ内の特定のインスタンス上で、インスタンス固有の構成（たとえばポート番号、ホ
スト名、仮想ホスト）を変更する場合、構成に対する矛盾した変更によって構成が使用でき
なくなることを防止するために、そのクラスタ内で他の管理的変更が同時に実行されないよ
うにする必要があります。

1 つのクラスタ内での同時管理は、行わないでください。1 つのクラスタ内で同時に複数の
管理操作が発行されると、エラーが発生したり、関連した紛らわしいエラー・メッセージが
表示されることがあります。たとえば、1 つのインスタンスを削除しようとすると同時にそ
の構成を変更しようとすることは意味がありません。1 つのクラスタ内で 1 つのインスタン
スを管理ポイントとして指定すると、操作において正しい順序で確実に実行されます。

どの管理操作を行う場合でもその前にアーカイブすることをお薦めします。自動アーカイブ
によって、Oracle Application Server インスタンスがクラスタと関連付けられていることが
自動的に検出され、クラスタ構成の自動アーカイブが、管理操作の前に作成されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「Distributed Configuration Management アーカイブの使用方法」
（1-7 ページ）
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2

dcmctl のコマンドのコマンドのコマンドのコマンド

この章では、まず dcmctlユーティリティの特性について解説し、次にこのユーティリティ
で使用する各コマンドの構文と説明を示します。この章は次に分かれています。

� dcmctl コマンドの使用方法に関する注意点

� dcmctl コマンドのタイプ

� dcmctl コマンド一覧（アルファベット順）
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2.1 dcmctl コマンドの使用方法に関する注意点コマンドの使用方法に関する注意点コマンドの使用方法に関する注意点コマンドの使用方法に関する注意点
dcmctlコマンドは、いずれも次の構文を使用します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl command [options]

dcmctlユーティリティを使用する前に、次の点に注意してください。

� updateConfig を他の dcmctlコマンドと同時に実行したり、Oracle Enterprise Manager 
Application Server Control（Application Server Control）構成操作を 1 つのファームま
たはクラスタの複数の Oracle Application Server インスタンスから実行しないでくださ
い（詳細は、updateConfig を参照）。

� オラクル社では、ファイル・ベース・リポジトリを使用する Oracle Application Server
クラスタに含めるインスタンスは 4 つ以下にすることをお薦めします。

� Oracle Application Server は、同じファームに含まれる異種インスタンスをサポートし
ます。たとえば、Solaris オペレーティング・システムで稼動しているインスタンス、
Linux システムで稼動しているインスタンス、および HP-UX システムで稼動している
インスタンスを同じファーム内に配置できます。1 つのクラスタに含める Oracle 
Application Server インスタンスは、同一のオペレーティング・システムにインストー
ルする必要があります。

� dcmctlを使用するには、Oracle Application Server のインストール時に使用したユー
ザー名でオペレーティング・システムにログインする必要があります。

� ファイル・ベース・ファームを使用する場合は、次の dcmctlコマンドを発行した後に
Application Server Control のリフレッシュまたは再起動が必要になります。

� joinCluster

� joinFarm

� leaveCluster

� leaveFarm

� dcmctlコマンドは、管理対象のインスタンスの Oracle ホームで発行する必要がありま
す。dcmctlコマンドは、dcmctlの実行可能ファイルが存在するインスタンス上で実
行されます。dcmctlが実行されるインスタンスは、ORACLE_HOME環境変数値では指
定できません。 

� dcmctlコマンドおよびオプションでは、大文字と小文字を区別しません。

� インスタンス名、コンポーネント名およびクラスタ名では、大文字と小文字を区別しま
す。

� 複数の DCM クライアントがアクティブなときに dcmctl set コマンドを使用した場合、
クライアントは、再起動するまでは変更された値では動作しません。複数の DCM クラ
イアントがアクティブになっているときに dcmctl set コマンドを使用した場合は、その
後に dcmctl および Enterprise Manager クライアントを再起動する必要があります。 
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2.1.1 dcmctl のオプションのオプションのオプションのオプション
構文が示すように、dcmctlコマンドにはオプションを使用できます。次のようなオプショ
ン・タイプがあります。

� グローバル : これはすべてのコマンドで使用できます（表 2-1 を参照）。

� スコープ : コマンドの有効範囲を示します。スコープには、アプリケーション、アプリ
ケーション・サーバー・クラスタ、コンポーネント、コンポーネントのタイプ、アプリ
ケーション・サーバー・インスタンスなどを指定できます（表 2-2 を参照）。 

� コマンド固有 : 特定のコマンドのみに適用されます。各コマンドの説明では、コマンド
固有のオプションが解説されています（表 2-3 を参照）。 

表表表表 2-1 dcmctl のグローバル・オプションのグローバル・オプションのグローバル・オプションのグローバル・オプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

–d コマンド実行時に例外が発生した場合、スタック・トレースを出力します。dcmctlの実行には、こ

のオプションがデフォルトとして使用されます。このデフォルト設定は、set コマンドで変更できま

す。

–l directory DCM クライアント・エラー・ログ・ファイルである log.xmlを、指定のディレクトリに保存しま

す。

ディレクトリはフルパス名か、カレント・ディレクトリに相対するパス名です。

デフォルト値 : ORACLE_HOME/dcm/logs/dcmctl_logs

–v 状態およびエラー・メッセージを省略のない（冗長）形式で出力します。スクリプトや dcmctl
シェルを使用するときは省略形のメッセージのほうが解析しやすいため、この冗長オプションをオ
フにすることをお薦めします。

dcmctlの実行には、このオプションがデフォルトとして使用されます。このデフォルト設定は、

set コマンドで変更できます。

表表表表 2-2 dcmctl のスコープ・オプションのスコープ・オプションのスコープ・オプションのスコープ・オプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

–a app_name 指定したアプリケーション app_name にコマンドを適用します。アプリケーションの最初の

デプロイメント時にはアプリケーション名を指定します。

–admin DCM デーモンにコマンドを適用します。たとえば、次のように入力します。

start –admin
stop –admin

–cl cluster_name 指定したアプリケーション・サーバー・クラスタ cluster_name にコマンドを適用します。ク

ラスタの作成時にはクラスタ名を指定します。

–co comp_name 指定したコンポーネント comp_name にコマンドを適用します。コンポーネントの作成時には

コンポーネント名を指定します。
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–ct type 指定したコンポーネント・タイプ type のコンポーネントにコマンドを適用します。

指定できるコンポーネント・タイプは、ohs、oc4j、opmnまたは jaznです。

–i inst_name 指定したインスタンス inst_name にコマンドを適用します。

–r repository_info repository_info で指定したリポジトリ名またはポートにコマンドを適用します。

表表表表 2-3 dcmctl のコマンド固有のオプションのコマンド固有のオプションのコマンド固有のオプションのコマンド固有のオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

–arch アーカイブ名を指定します。アーカイブ・コマンドと組み合せて使用します。

たとえば、次のように入力します。

dcmctl createArchive –arch myArchive

–c コメントを作成します。アーカイブ・コマンドや、インポートおよびエクスポート構成管理コマン
ドと組み合せて使用します。

–force チェックや確認メッセージの発行を行わずに操作を実行します。このオプションは、処理に時間が
かかったり、リカバリ不能な壊滅的なアクションが実行される可能性があるので、慎重に使用する
必要があります。

–sort 出力された結果を名前でソートします。すべての list コマンドで使用できます。たとえば、次のよ

うに入力します。

dcmctl listComponents –sort

set コマンドを使用すると、常にソートが有効になるように設定できます。

–src アーカイブのソースを示します。アーカイブ・コマンドと組み合せて使用します。

たとえば、現在のインスタンスにアーカイブを適用するには、次のように入力します。

dcmctl applyArchiveTo –src myArchive

表表表表 2-2 dcmctl のスコープ・オプション（続き）のスコープ・オプション（続き）のスコープ・オプション（続き）のスコープ・オプション（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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dcmctl コマンドの使用方法に関する注意点
2.1.1.1 クラスタ、インスタンス、コンポーネントおよびコンポーネンクラスタ、インスタンス、コンポーネントおよびコンポーネンクラスタ、インスタンス、コンポーネントおよびコンポーネンクラスタ、インスタンス、コンポーネントおよびコンポーネン
ト・タイプの各オプションに関する注意点ト・タイプの各オプションに関する注意点ト・タイプの各オプションに関する注意点ト・タイプの各オプションに関する注意点
コマンド固有のオプションには、次のルールが適用されます。ここに示すオプションを使用
しない場合、デフォルトでは、コマンドがローカル・インスタンスに適用されます。

� –clを使用すると、コマンドはクラスタ内のすべてのインスタンスに適用されます。

� –ctを –clまたは –iと組み合せて使用すると、コマンドはクラスタ内のコンポーネン
ト・タイプ、またはクラスタ内のインスタンスに存在するコンポーネント・タイプに適
用されます。

� –coを –ct、–cl、–iと組み合せて使用すると、コマンドはクラスタ内のコンポーネン
ト、またはクラスタ内のインスタンスに存在するコンポーネント・タイプに適用されま
す。

� –aを前述のオプションのいずれかと組み合せて使用すると、コンポーネント、コン
ポーネント・タイプ、インスタンスまたはクラスタ内にある指定したアプリケーション
が使用されます。

2.1.2 dcmctl シェルの使用方法シェルの使用方法シェルの使用方法シェルの使用方法
dcmctlシェル内から dcmctlのコマンドを実行できます。シェル内では、コマンドの先頭
に dcmctlを付ける必要はありません（次のサンプル・セッションを参照）。dcmctlシェ
ルを起動するには、次のように入力します。

dcmctl shell

次のサンプルのシェル・セッションは、シェルの起動から、各種コマンドの実行、および
シェルの停止までの一連の操作を示しています。

dcmctl shell

dcmctl> createcluster -cl testcluster

dcmctl> joincluster -cl testcluster

dcmctl> createcomponent -ct oc4j -co component1

dcmctl> start -co component1

dcmctl> deployapplication -f /stage/apps/app1.ear -a app1 -co 
component1

dcmctl> start -cl testcluster

dcmctl> getstate

dcmctl> exit
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dcmctl コマンドのタイプ
2.2 dcmctl コマンドのタイプコマンドのタイプコマンドのタイプコマンドのタイプ
この項では、dcmctlコマンドのタイプと、その用途について説明します。

構成管理 : 構成要素（クラスタ、インスタンス、コンポーネント）の作成および関連付けに
使用します。

dcmctlシェル : dcmctlシェルで使用します。

アーカイブ : 構成のアーカイブ作成に使用します。

表表表表 2-4 構成管理コマンド構成管理コマンド構成管理コマンド構成管理コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド

applyClusterTo applyInstanceTo createCluster createComponent

configRepositorySSL destroyInstance exportRepository getComponentType

getRepositoryId importRepository isClusterable isCompatible

joinCluster joinFarm leaveCluster leaveFarm

listClusters listComponents listInstances removeCluster

removeComponent repositoryRelocated resetDCMCachePort resetFileTransaction

resetHostInformation restoreInstance resyncInstance saveInstance

updateConfig whichCluster whichFarm whichInstance

表表表表 2-5 dcmctl シェル・コマンドシェル・コマンドシェル・コマンドシェル・コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド

!! echo exit quit

shell setLogLevel

表表表表 2-6 アーカイブ・コマンドアーカイブ・コマンドアーカイブ・コマンドアーカイブ・コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド

applyArchiveTo createArchive exportArchive importArchive

listArchives removeArchive
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dcmctl コマンドのタイプ
アプリケーション : アプリケーションのデプロイおよび管理に使用します。

dcmctl プロパティ : dcmctl ユーティリティの管理に使用します。

非管理クラスタ : 非管理クラスタの操作に使用します。

プロセス管理 : クラスタおよびインスタンス内のプロセスを開始および停止できます。
Oracle Application Server 10g では、これらのコマンドの使用は推奨されません。Oracle 
Application Server 10g では、opmnctlを使用してプロセスを管理します。

表表表表 2-7 アプリケーション・コマンドアプリケーション・コマンドアプリケーション・コマンドアプリケーション・コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド

deployApplication listApplications redeployApplication undeployApplication

validateEarFile

表表表表 2-8 dcmctl プロパティ・コマンドプロパティ・コマンドプロパティ・コマンドプロパティ・コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド

getError getReturnStatus getState help

listComponentTypes set

表表表表 2-9 非管理クラスタ・コマンド非管理クラスタ・コマンド非管理クラスタ・コマンド非管理クラスタ・コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド

addOPMNLink getOPMNPort listOPMNLinks removeOPMNLink

表表表表 2-10 プロセス管理コマンドプロセス管理コマンドプロセス管理コマンドプロセス管理コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド

restart shutdown start stop
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dcmctl コマンド一覧（アルファベット順）
2.3 dcmctl コマンド一覧（アルファベット順）コマンド一覧（アルファベット順）コマンド一覧（アルファベット順）コマンド一覧（アルファベット順）
この項では、すべてのコマンドをアルファベット順で示します。それぞれのコマンドについ
て、コマンドのタイプ、構文および説明が記載されています。

2.3.1 !!
直前のコマンドを繰り返します。

タイプタイプタイプタイプ

シェル

構文構文構文構文

!!

説明説明説明説明

直前のコマンドを繰り返す場合に、dcmctlシェル内で使用します。

例例例例

!!

2.3.2 addOPMNLink
Oracle Application Server の非管理クラスタを作成します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

addOPMNLink hostname:port[, hostname:port...]

説明説明説明説明

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスおよび引数で指定したインスタンス
を含む Oracle Application Server の非管理クラスタを作成できます。

� このコマンドは、クラスタに追加する各インスタンスの Oracle ホームで、他のインスタ
ンスを引数として指定して実行する必要があります。

注意注意注意注意 : コマンドでは、大文字と小文字を区別しません。このマニュアルが読
みやすくなるよう大文字を使用していますが、コマンド例の多くは、小文字
表記になっています。
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dcmctl コマンド一覧（アルファベット順）
� すべてのインスタンスは J2EE インスタンスか Web Cache インスタンスである必要があ
り、ファーム（リポジトリに関連付けられたもの）に属さない必要があります。そうで
ないと、コマンドは失敗します。

� クラスタ内のインスタンスの ONS リモート・ポートを変更する場合は、まず、
removeOPMNLink を使用してそのインスタンスをクラスタから削除します。その後、
リモート・ポートを変更し、addOPMNLink を使用してクラスタに再び追加します。こ
のコマンドは、すべての Oracle ホームで繰り返す必要があります。

� クラスタを作成してから、そのクラスタに別のインスタンスを追加する場合は、すべて
の Oracle ホームでコマンドを再実行する必要があります（追加したインスタンスが含
まれる新しいクラスタを作成するのと同様）。

例例例例

HOST1_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl getopmnport
host1:6200
HOST2_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl getopmnport
host2:6200
HOST3_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl getopmnport
host3:6200
HOST1_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl addopmnlink host2:6200,host3:6200
HOST2_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl addopmnlink host1:6200,host3:6200
HOST3_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl addopmnlink host1:6200,host2:6200

2.3.3 applyArchiveTo
アーカイブされた構成をインスタンスまたはクラスタに適用します。

タイプタイプタイプタイプ

アーカイブ

構文構文構文構文

applyArchiveTo –src archiveName [-cl clusterName | -i instanceName]

説明説明説明説明

構成情報が DCM リポジトリに格納されている場合、それは次の 2 つのタイプの情報のいず
れかとして認識されます。

� すべてのインスタンスに対する一般的な情報（クラスタ全体の情報）。

� 特定のインスタンスに固有の情報（インスタンス固有の情報）。インスタンス固有の情
報は、Oracle HTTP Server、OC4J、OPMN および JAZN を含む様々な管理コンポーネ
ントによって定義され、ホスト名やポートの値などが含まれます。
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dcmctl コマンド一覧（アルファベット順）
アーカイブを作成元のインスタンスに適用した場合は、クラスタ全体とインスタンス固有の
両方の情報がそのインスタンスにリストアされます。アーカイブをクラスタ、または作成元
のインスタンスとは異なるインスタンスに適用した場合は、クラスタ全体の情報のみがリス
トアされ、既存のインスタンス固有の情報は変更されません。

例例例例

dcmctl applyarchiveto –src archive1 –i instance1

2.3.4 applyClusterTo
 クラスタの構成をインスタンスまたはクラスタに適用します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

applyClusterTo -src clusterName [-cl clusterName | -i instanceName]

説明説明説明説明

-srcオプションで指定したクラスタの構成が、指定のインスタンスまたはクラスタに適用
されます。指定したソース・クラスタに影響はありません。

例例例例

dcmctl applyclusterto –src cluster1 –i instance1

2.3.5 applyInstanceTo
指定したインスタンスの構成を別のインスタンスまたはクラスタに適用します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

applyInstanceTo –src instanceName [-cl clusterName | -i instanceName]

説明説明説明説明

指定したインスタンスの構成が、指定のインスタンスまたはクラスタに適用されます。イン
スタンスまたはクラスタを指定しない場合、指定したインスタンスの構成は現在のインスタ
ンスに適用されます。指定したソース・インスタンスに影響はありません。現在のインスタ
ンスと指定したインスタンスが同じ場合、コマンドは失敗します（インスタンスの構成をそ
のインスタンス自体に適用することはできない）。
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dcmctl コマンド一覧（アルファベット順）
例例例例

dcmctl applyinstanceto –src instance1

2.3.6 configRepositorySSL
ファームの保護に使用されるキーストアのロケーションとパスワードを指定します。

このコマンドの使用方法の詳細は、『Oracle Application Server 10g 高可用性ガイド』を参照
してください。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

configRepositorySSL -keystore pathToKeystore -storepass password

説明説明説明説明

ファームの証明書ベースのセキュリティを提供するために使用されるキーストアのロケー
ションとパスワードを指定します。このコマンドは、分散ファイル・ベース・リポジトリの
みに適用されます。キーストアを構成しても、セキュリティは自動的に有効化されません。

証明書ベースのセキュリティを使用するには、ファーム内の各インスタンスに Java キース
トアを設定する必要があります。これは、他の Java アプリケーションで共有することも、
リポジトリ管理用の個別のキーストアとして設定することもできます。キーストアを設定し
たら、ファーム内の各インスタンスで configRepositorySSLコマンドを使用して、使用
するキーストアをシステムに通知します。

このセキュリティ機能を有効にするには、ファーム内の各インスタンスでファイル
ORACLE_HOME/dcm/config/dcmCache.xmlを編集し、<useSSL> true </useSSL>の
値を設定します。セキュリティの変更は、ファーム内のすべての DCM デーモンとクライア
ントを再起動すると有効になります。セキュリティ設定は、ファーム内のすべてのインスタ
ンスで一致している必要があります。そうでないと、インスタンス間のやり取りが正常に行
われません。

例例例例

configRepositorySSL -keystore /OracleHome/security/files 
-storepass welcome
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2.3.7 createArchive
指定したクラスタまたはインスタンスのアーカイブを作成します。

タイプタイプタイプタイプ

アーカイブ

構文構文構文構文

createArchive -arch archiveName [-cl myCluster | -i myInstance] [-comment "myComments"]

説明説明説明説明

指定したインスタンスまたはクラスタからアーカイブが作成されます。クラスタまたはイン
スタンスを指定しない場合は、現在のインスタンスがアーカイブされます。

相違点は次のとおりです。

Oracle Application Server クラスタでの createArchiveの使用方法に関する注意点

� createArchive -clで作成されたクラスタ全体のアーカイブには、クラスタ固有の情
報のみが含まれ、そのアーカイブの作成元のインスタンスに固有の情報は含まれませ
ん。

� createArchive -iで、またはオプションを指定しないで作成されたインスタンス固
有のアーカイブには、クラスタ固有の情報と、createArchiveを実行したインスタン
スに関する、DCM で管理する情報が含まれます。

例例例例

createArchive -arch myInstance -comment "my favorite configuration"

2.3.8 createCluster
Oracle Application Server の管理クラスタを作成します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

createCluster -cl cluster_name

注意注意注意注意 : オラクル社では、ファイル・ベース・リポジトリを使用する Oracle 
Application Server クラスタに含めるインスタンスは 4 つ以下にすることをお
薦めします。
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説明説明説明説明

管理クラスタが作成されます。

createClusterの使用方法に関する注意点

� createClusterコマンドでクラスタを作成する場合は、-clオプションで指定する
cluster_name 引数には次の文字のみを使用します。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_-

� このコマンドは、ファームに属する（メタデータ・リポジトリに関連付けられている）
インスタンスの Oracle ホームで発行する必要があります。クラスタはそのファームで
作成されます。

� 作成時にはクラスタにメンバーが存在しません。メンバーは、joinCluster を使用して追
加できます。

� 作成できるクラスタの数は無制限です。

例例例例

dcmctl createCluster -cl cluster1

2.3.9 createComponent
OC4J インスタンスを作成します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

createComponent -ct oc4j -co component_name

説明説明説明説明

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスに属する新しい OC4J インスタンス
を作成します –iオプションを使用して別のインスタンスを指定することはできません。こ
のコマンドはローカルでのみ実行できます。OC4J は、現時点でこのコマンドに使用できる
唯一のコンポーネント・タイプです。

注意注意注意注意 : createComponentコマンドでコンポーネントを作成する場合は、
–coオプションで指定する component_name 引数には次の文字のみを使用しま
す。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_-
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例例例例

dcmctl createComponent -ct oc4j -co OC4J_myapps

2.3.10 deployApplication
J2EE アプリケーションをデプロイします。

タイプタイプタイプタイプ

アプリケーション

構文構文構文構文

deployApplication -f file -a app_name [-co comp_name] [-enableIIOP] [-rc rootcontext] [-pa parent_name]

各変数の意味は次のとおりです。

� file は、デプロイする WAR または EAR ファイルの名前です。

� app_name は、最初のデプロイメントでユーザーが指定するアプリケーションの名前で
す。

� comp_name は、アプリケーションのデプロイ先となる OC4J インスタンスの名前です。
デフォルトはホーム・インスタンスです。

� –enable IIOP は、Internet Inter-ORB Protocol を有効にします。

� –rc rootcontext は、Web モジュールにアクセスするために URL で使用される基本パスで
す（例 : http://hostname:port/context root）。WAR ファイルのデプロイメン
トのみに適用されます。 

� –pa parent_name は、親アプリケーションの名前です。親アプリケーションには、子ア
プリケーションで使用される共通クラスが含まれます。 

説明説明説明説明

J2EE アプリケーションがローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスにデプロイ
されます。

例例例例

アプリケーションをホーム OC4J インスタンスにデプロイするには : 

dcmctl deployApplication -f app1.ear -a app1

アプリケーションを OC4J_my_apps インスタンスにデプロイするには : 

dcmctl deployApplication -f app1.ear -a app1 -co OC4J_myapps

WAR ファイルをホーム OC4J インスタンスにデプロイするには : 

dcmctl deployApplication -f app2.war -a app1 -rc /myiAS/myWebapps
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2.3.11 destroyInstance
インスタンスを DCM リポジトリから削除します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

destroyInstance -i instance_name

説明説明説明説明

指定したアプリケーション・サーバー・インスタンスに関連するすべての情報を DCM リポ
ジトリから削除します。このコマンドが必要になるのは、ファイルまたはディレクトリでオ
ペレーティング・システムのコマンドによってインスタンスが削除され、そのインスタンス
に関するリポジトリ情報のみが残された場合です。このままでは、その後のインストールで
問題が発生することがあります。destroyInstanceコマンドを使用すると、リポジトリか
ら突発的に削除されたインスタンスの痕跡をすべて消去できます。

破棄されるインスタンスでこのコマンドを実行すると、dcm.confファイル、
targets.xmlファイルおよびリポジトリ・ディレクトリがクリーンアップされます。この
コマンドをリモートで実行する場合は、インスタンス関連の情報が削除されていることを確
認し、削除されていない場合は、手動で削除する必要があります。

例例例例

dcmctl destroyInstance -i instance1

注意注意注意注意 : このコマンドは、実行結果を元に戻すことができない（インスタンス
のリカバリが不能である）ため、オラクル社カスタマ・サポート・センター
から具体的な指示があった場合にのみ使用するようにしてください。Oracle 
Universal Installer では、このコマンドを削除ルーチンで使用して、指定した
インスタンスに関連付けられているすべての DCM データを OracleAS 
Metadata Repository から削除します。
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2.3.12 echo
指定した文字列を標準出力として表示します。

タイプタイプタイプタイプ

シェル

構文構文構文構文

echo

説明説明説明説明

指定した文字列を標準出力として表示する場合に、dcmctl コマンド・スクリプトで使用しま
す。

例例例例

echo "this is a comment"

2.3.13 exit
dcmctlシェル・クライアントを終了します。

タイプタイプタイプタイプ

シェル

構文構文構文構文

exit

説明説明説明説明

dcmctlシェル・クライアントを終了します。このコマンドはシェルに対してのみ適用でき
ます。dcmctlデーモンには作用しません。

例例例例

exit
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2.3.14 exportArchive
指定したアーカイブをリポジトリから JAR ファイルにエクスポートします。

タイプタイプタイプタイプ

アーカイブ

構文構文構文構文

exportArchive -arch archiveName -f myFile  [-comment myComments]

説明説明説明説明

4-9 ページの「アーカイブのエクスポートとインポート」を参照してください。

例例例例

dcmctl exportArchive –arch archive1 –f /exports/testConfig  
-comment "this is an export of archive1"

2.3.15 exportRepository
指定したファイル・ベース・リポジトリを指定のロケーションにコピーします。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

exportRepository -f myFile [-force]

説明説明説明説明

ファイル・ベース・リポジトリ情報を指定のロケーションにコピーします。既存のファイル
を上書きするには、–forceオプションを使用します。指定したファイルが存在している場
合に –forceオプションを使用しないと、例外が発生します。

exportRepositoryの使用方法に関する注意点

� 通常、exportRepositoryコマンドを使用する場合、別のインスタンス上で
importRepository も使用します。importRepository を実行する前に、importRepository
を実行するファームに含まれるインスタンス内のすべての DCM デーモンを停止しま
す。DCM デーモンを停止するには、ファーム内の各インスタンスで次のコマンドを使
用します。

dcmctl shell
dcmctl> shutdown
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例例例例

この例では、instance1 と instance2 の 2 つのインスタンスがあると想定します。ファイル・
ベース・リポジトリ・ホストを instance1 から instance2 に移動する場合は、次の手順を実行
します。

元のファイル・ベース・リポジトリ・ホストである instance1 で次のコマンドを発行します。

dcmctl shell
dcmctl> exportrepository -f /export/repository_save_file
dcmctl> shutdown

3 つ以上のインスタンスがある場合は、その他すべてのインスタンス上で shutdownコマン
ドを発行します。

instance2 上で、シャットダウンし、保存済リポジトリをインポートします。

dcmctl shell
dcmctl> shutdown
dcmctl> importrepository -f /export/repository_save_file

instance1 で次のコマンドを発行します。

dcmctl> repositoryrelocated

repositoryRelocated コマンドが完了した後、続けて次のように dcm デーモンを起動します。

instance1 で次のコマンドを発行します。

dcmctl> start -admin

このコマンドが完了したら、instance2 で次のコマンドを発行します。

dcmctl> start -admin

3 つ以上のインスタンスがある場合は、その他すべてのインスタンスで次のコマンドを順番
に発行します。

dcmctl> start -admin
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2.3.16 getComponentType
ローカル・インスタンス内または指定したインスタンス内のコンポーネント・タイプを返し
ます。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

getComponentType [-i instance_name] -co component_name

説明説明説明説明

コンポーネント・タイプを標準出力として返します。デフォルトでは、ローカル・アプリ
ケーション・サーバー・インスタンス内のコンポーネント・タイプが返されます。–iオプ
ションを使用して、別のインスタンスを指定することもできます。

例例例例

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンス内の homeコンポーネントのタイプ
を取得するには :

dcmctl getComponentType -co home

OC4J

instance1 の OC4J_SECURITY コンポーネントのタイプを取得するには : 

dcmctl getComponentType -co OC4J_SECURITY -i instance1

OC4J

2.3.17 getError
エラーに関する情報を表示します。

タイプタイプタイプタイプ

dcmctl プロパティ

構文構文構文構文

getError [error_number | error_name]
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説明説明説明説明

エラーに関する情報を表示します。引数を使用せずにこのコマンドを発行すると、最後に発
生した DCM エラーに基づいたエラー・メッセージが表示されます。debugオプションをオ
ンに設定すると、スタック・トレースが出力されます（トレースがある場合）。エラー番号
またはエラー名を指定した場合は、そのエラーのメッセージが表示されます。

例例例例

最後に発生したエラーの情報を表示するには : 

dcmctl getError

ADMN-906025のメッセージを出力するには、次のコマンドを使用します。

dcmctl getError 906025
dcmctl getError ADMN-906025

2.3.18 getOPMNPort
ホスト名と ONS リモート・ポートを返します。

タイプタイプタイプタイプ

非管理クラスタ

構文構文構文構文

getOPMNPort

説明説明説明説明

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスのホスト名および ONS リモート・
ポートを返します。この情報は ons.conf ファイルから取得されます。

例例例例

dcmctl getopmnport

myhost.example.com:6200
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2.3.19 getRepositoryId
ファイル・ベース・リポジトリのリポジトリ ID を返します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

getRepositoryId

説明説明説明説明

インスタンスが属するファームのファイル・ベース・リポジトリの識別子を返します。イン
スタンスがスタンドアロン・インスタンスである場合は、このコマンドによってそのインス
タンスのリポジトリの識別子が返されます。スタンドアロン・インスタンスが、新しい分散
ファイル・ベース・リポジトリの確立に使用される場合は、返されたリポジトリ識別子を使
用して joinFarm および –rオプションでリポジトリ・ホストを初期化します。

getRepositoryIdおよび joinFarm -rの使用方法の詳細は、『Oracle Application Server 
10g 高可用性ガイド』を参照してください。

例例例例

dcmctl getrepositoryid

2.3.20 getReturnStatus
最後に実行された dcmctl コマンドのステータスを返します。

タイプタイプタイプタイプ

dcmctl プロパティ

構文構文構文構文

getReturnStatus

説明説明説明説明

情報を返すコマンドとは対照的に、このコマンドは、非同期操作を実行した最後の dcmctl
コマンドのステータスを表示します。このコマンドは特に、タイムアウトになった直前のコ
マンドのステータスを取得する際に使用されます。直前のコマンドが終了するまで、
getReturnStatus コマンドは繰り返し発行できます。

同期操作の場合は、getError コマンドを使用すると、最後に失敗したコマンドの詳細情報が
表示されます。
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例例例例

この例では、start コマンドがタイムアウトになったため、getReturnStatusコマンドを
使用してステータスを確認します。

dcmctl getReturnStatus

ADMN-906005

指定したコマンド、"start"は、非同期式に実行されています。最長待機時間、120秒に
到達しました。この操作は終了するまで継続して実行されます。"getReturnStatus"コ
マンドを使用して操作が正常に終了するか、または正常に終了するタイミングを確認してく
ださい。

2.3.21 getState
指定したスコープ内のコンポーネントの状態を返します。getStateコマンドでは、OC4J、
Oracle HTTP Server および JAZN コンポーネントの状態のみが表示されます。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

getState [-i instance_name] [-cl cluster_name] [-co component_name]

説明説明説明説明

引数を使用しない場合は、ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンス内のすべ
てのコンポーネントの状態が返されます。状態には、次のインジケータが使用されます。

� Up Status: コンポーネントが実行中かどうかを示します。

� In Sync Status: コンポーネントの構成が DCM リポジトリ内の構成と同期が取れている
かどうかを示します。

引数を使用して、インスタンス、クラスタまたはコンポーネントによってコマンドのスコー
プを絞り込むことができます。

例例例例

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスの状態を取得するには : 

dcmctl getState

コンポーネント HTTP_Server の状態を取得するには : 

dcmctl getState -co HTTP_Server

Oracle Application Server の管理クラスタの状態を取得するには : 

dcmctl getState -cl cluster1
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2.3.22 help
dcmctlコマンドの一覧または特定のコマンドに関するヘルプを返します。

タイプタイプタイプタイプ

dcmctl プロパティ

構文構文構文構文

help [commandName]

説明説明説明説明

dcmctlコマンドの一覧を返します。help コマンドの後にコマンド名を指定すると、そのコ
マンドの説明と構文情報が返されます。

例例例例

すべてのコマンドの一覧を取得するには : 

dcmctl help

createComponent コマンドのヘルプを取得するには : 

dcmctl help createcomponent

2.3.23 importArchive
アーカイブ・ファイルを現在のリポジトリにインポートします。

タイプタイプタイプタイプ

アーカイブ

構文構文構文構文

importArchive [-arch archiveName] -f myFile  [-comment "myComments"]

説明説明説明説明

指定したアーカイブ・ファイルを現在のリポジトリにインポートします。インポート中に、
名前を変更するには –archを、コメントを変更するには –commentを使用します。

例例例例

dcmctl importArchive –arch Archive1 –f /exports/testConfig  
-comment "this is an import"
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2.3.24 importRepository
ファイル・ベース・リポジトリを移動します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

importRepository -f file_name [-force]

説明説明説明説明

exportRepository コマンドで保存されたファイルに基づいて、インスタンス間でファイル・
ベース・リポジトリを移動します。リポジトリは、ファーム内の任意のインスタンスにリス
トアできます。現在のインスタンスがリポジトリをホスティングしていない場合、–force
オプションを使用しないかぎり、アクションを確認する dcmctl メッセージが表示されます。

リポジトリを移動したにもかかわらず、リポジトリ・ホストがまだファームに属している場
合は、そのリポジトリ・ホストのインスタンスで repositoryRelocated コマンドを実行して、
そのインスタンスがホストではなくなったことを通知する必要があります。

importRepositoryの使用方法に関する注意点

� importRepositoryを実行する前に、importRepositoryを実行するファームに含
まれるインスタンス内のすべての DCM デーモンを停止します。DCM デーモンを停止
するには、ファーム内の各インスタンスで次のコマンドを使用します。

dcmctl shell
dcmctl> shutdown

例例例例

この例では、instance1 と instance2 の 2 つのインスタンスがあると想定します。

ファイル・ベース・リポジトリ・ホストを instance1 から instance2 に移動する場合は、次の
手順を実行します。

元のファイル・ベース・リポジトリ・ホストである instance1 で次のコマンドを発行します。

dcmctl shell
dcmctl> exportrepository -f /export/repository_save_file
dcmctl> shutdown

3 つ以上のインスタンスがある場合は、その他すべてのインスタンス上で shutdownコマン
ドを発行します。
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instance2 上で、シャットダウンし、保存済リポジトリをインポートします。

dcmctl shell
dcmctl> shutdown
dcmctl> importrepository -f /export/repository_save_file

instance1 で次のコマンドを発行します。

dcmctl> repositoryrelocated

repositoryrelocatedコマンドが完了した後、次のように dcm デーモンを起動します。

instance1 で次のコマンドを発行します。

dcmctl> start -admin

このコマンドが完了したら、instance2 で次のコマンドを発行します。

dcmctl> start -admin

3 つ以上のインスタンスがある場合は、その他すべてのインスタンスで次のコマンドを順番
に発行します。

dcmctl> start -admin

2.3.25 isClusterable
アプリケーション・サーバー・インスタンスが Oracle Application Server の管理クラスタの
メンバーになれるかどうかを示します。

Oracle Application Server クラスタの使用方法に関する注意点

1. Oracle Application Server は、同じファームに含まれる異種インスタンスをサポートし
ます。たとえば、Solaris オペレーティング・システムで稼動しているインスタンス、
Linux システムで稼動しているインスタンス、および HP-UX システムで稼動している
インスタンスを同じファーム内に配置できます。1 つのクラスタに含める Oracle 
Application Server インスタンスは、同一のオペレーティング・システムにインストー
ルする必要があります。

2. オラクル社では、ファイル・ベース・リポジトリを使用する Oracle Application Server
クラスタに含めるインスタンスは 4 つ以下にすることをお薦めします。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

isClusterable [-i instance_name | -arch archive_name]
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説明説明説明説明

アプリケーション・サーバー・インスタンスが Oracle Application Server の管理クラスタの
メンバーとして適格かどうかを示します。デフォルトでは、ローカル・インスタンスが使用
されます。–iオプションを使用して、別のインスタンスを指定することもできます。イン
スタンスがメンバーになるためには、そのインスタンス内のすべてのコンポーネントがクラ
スタリング可能であることが必要です。

そのインスタンスがメンバーとして不適格な場合、冗長オプションを有効にしておくと、コ
マンドから返される false応答に理由が明記されます。

例例例例

dcmctl isClusterable

2.3.26 isCompatible
アプリケーション・サーバー・インスタンスが Oracle Application Server の他の管理クラス
タのメンバーと互換性があるかどうかを示します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

isCompatible -cl cluster_name [-i instance_name | -arch archive_name]

説明説明説明説明

アプリケーション・サーバー・インスタンスが Oracle Application Server の他の管理クラス
タのメンバーと互換性があるかどうかを示します。デフォルトでは、ローカル・インスタン
スが使用されます。–iオプションを使用して、別のインスタンスを指定することもできま
す。他のメンバーとバージョンが同じで、同じコンポーネントで構成されていれば、そのイ
ンスタンスには互換性があります。

例例例例

dcmctl isCompatible -cl cluster1
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2.3.27 joinCluster
Oracle Application Server インスタンスを指定の管理クラスタに追加します。

Oracle Application Server クラスタの使用方法に関する注意点

1. Oracle Application Server は、同じファームに含まれる異種インスタンスをサポートし
ます。たとえば、Solaris オペレーティング・システムで稼動しているインスタンス、
Linux システムで稼動しているインスタンス、および HP-UX システムで稼動している
インスタンスを同じファーム内に配置できます。

2. 1 つのクラスタに含める Oracle Application Server インスタンスは、同一のオペレー
ティング・システムにインストールする必要があります。

3. オラクル社では、ファイル・ベース・リポジトリを使用する Oracle Application Server
クラスタに含めるインスタンスは 4 つ以下にすることをお薦めします。

4. Oracle Enterprise Manager Application Server Control を使用している場合、
joinClusterコマンドを発行した後に次のコマンドを使用して Oracle Enterprise 
Manager Application Server Control を停止してから起動する必要があります。

%emctl stop iasconsole
%emctl start iasconsole

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

joinCluster -cl cluster_name [-i instance_name]

説明説明説明説明

アプリケーション・サーバー・インスタンスを、–clオプションで指定された Oracle 
Application Server の管理クラスタに追加します。デフォルトでは、ローカル・インスタン
スが使用されます。–iオプションを使用して、別のインスタンスを指定することもできま
す。インスタンスはクラスタと同じファームのメンバーであることが必要です。クラスタに
追加できるインスタンスの数に制限はありません。インスタンスはクラスタへの追加後に停
止するため、手動で起動する必要があります。
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例例例例

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスを cluster1 に追加して再起動するに
は : 

dcmctl joinCluster -cl cluster1

dcmctl start

instance1 を cluster1 に追加して再起動するには : 

dcmctl joinCluster -cl cluster1 -i instance1

dcmctl start -i instance1

2.3.28 joinFarm
インスタンスをデータベース・リポジトリまたはファイル・ベース・リポジトリに関連付け
ます。

Oracle Application Server ファームおよび joinFarmコマンドの使用方法に関する注意点

1. Oracle Application Server は、同じファームに含まれる異種インスタンスをサポートし
ます。たとえば、Solaris オペレーティング・システムで稼動しているインスタンス、
Linux システムで稼動しているインスタンス、および HP-UX システムで稼動している
インスタンスを同じファーム内に配置できます。

2. 1 つのクラスタに含める Oracle Application Server インスタンスは、同一のオペレー
ティング・システムにインストールする必要があります。

3. オラクル社では、ファイル・ベース・リポジトリを使用する Oracle Application Server
クラスタに含めるインスタンスは 4 つ以下にすることをお薦めします。

4. Oracle Enterprise Manager Application Server Control を使用している場合、joinFarm
コマンドを発行した後に次のコマンドを使用して Oracle Enterprise Manager 
Application Server Control を停止してから起動する必要があります。

%emctl stop iasconsole
%emctl start iasconsole

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

注意注意注意注意 : joinFarmを使用した場合、ファームにインスタンスが追加されると
きに、そのインスタンスのアーカイブがすべて削除されます。ファームに追
加するインスタンスのアーカイブを保持する場合は、joinfarmコマンドを
使用する前に exportArchive コマンドを使用して各アーカイブをエクスポー
トします。
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構文構文構文構文

joinFarm [-r repository_ID]

説明説明説明説明

–rオプションとリポジトリ ID を指定すると、インスタンスは指定したファイル・ベース・
リポジトリに関連付けられます。repositoryIdはホスト名とポートです。

インスタンスがインフラストラクチャ・データベース情報を使用してデータベース・リポジ
トリに関連付けられていた場合は、引数を使用せずにこのコマンドを発行して、インスタン
スを元のデータベースに再び関連付けることができます。

ファイル・ベース・リポジトリの ID は、そのリポジトリに関連付けられているファームに
属する任意のインスタンスで、getRepositoryId コマンドを発行すると取得できます（分散
ファイル・ベース・リポジトリを確立するには、そのリポジトリのホストとなるインスタン
スで getRepositoryId を実行し、getRepositoryIdで返された ID を使用して、joinFarm
コマンドを発行します）。getRepositoryIdおよび joinFarm -rの使用方法の詳細は、

『Oracle Application Server 10g 高可用性ガイド』を参照してください。

例例例例

インスタンスをリポジトリに再び関連付けるには : 

1. そのリポジトリをホスティングしているインスタンスからリポジトリ ID を取得します
（インスタンスはファイル・ベースであるかデータベースに格納されています）。

% dcmctl getRepositoryID

2. 前述の手順で取得したリポジトリ ID を使用して、次のコマンドを発行します。

% dcmctl joinFarm -r repository_ID

2.3.29 leaveCluster
インスタンスを Oracle Application Server の管理クラスタから削除します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

leaveCluster [-i instance_name]

説明説明説明説明

アプリケーション・サーバー・インスタンスを Oracle Application Server の管理クラスタか
ら削除します。デフォルトでは、ローカル・インスタンスが使用されます。–i オプションを
使用して、別のインスタンスを指定することもできます。削除されたインスタンスは停止す
るので、このコマンドを使用した後、インスタンスを再起動する必要があります。
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leaveClusterを使用するときは次の点に注意してください。

� Oracle Enterprise Manager Application Server Control を使用している場合、dcmctl 
leaveClusterコマンドを発行した後に次のコマンドを使用して Oracle Enterprise 
Manager Application Server Control を停止してから起動する必要があります。

% emctl stop iasconsole
% emctl start iasconsole

例例例例

ローカル・インスタンスをクラスタから削除するには : 

dcmctl leaveCluster

instance1 をクラスタから削除するには : 

dcmctl leaveCluster -i instance1

2.3.30 leaveFarm
アプリケーション・サーバー・インスタンスをファームから削除します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

leaveFarm

説明説明説明説明

アプリケーション・サーバー・インスタンスをファームから削除します。このコマンドは、
DCM とリポジトリ間の関係にのみ作用し、他のコンポーネントには何の影響もありません。
このコマンドによるリポジトリと他のコンポーネントへの具体的な影響は、次のとおりで
す。

� DCM で管理する構成のメタデータのみが、集中型の DCM リポジトリからローカル・イ
ンスタンスに移動します。

� インスタンスがファームから削除されるときは、関連するすべてのアーカイブが集中型
リポジトリから削除されます。そのため、leaveFarm コマンドを発行した後は、ただち
に createArchive コマンドを発行することをお薦めします。そうすることで、そのイン
スタンスの新しい基本アーカイブが作成されます。 

� leaveFarmコマンドを実行しても、Oracle Application Server Single Sign-On や JAZN
など、他のコンポーネントのインフラストラクチャ・データベースに対する接続は削除
されません。
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leaveFarmの使用方法に関する注意点

� Oracle Enterprise Manager Application Server Control を使用している場合、dcmctl 
leaveFarmコマンドを発行した後に次のコマンドを使用して Oracle Enterprise 
Manager Application Server Control を停止してから起動する必要があります。

% emctl stop iasconsole
% emctl start iasconsole

例例例例

インスタンスをファームから削除するには : 

dcmctl leaveFarm

2.3.31 listApplications
OC4J インスタンスにデプロイされたアプリケーションの一覧を出力します。

タイプタイプタイプタイプ

アプリケーション

構文構文構文構文

listApplications [-cl cluster_name | -i instance_name | -arch archive_name] [-co component_name]   [-sort]

説明説明説明説明

指定した OC4J インスタンスにデプロイされたアプリケーションの一覧を出力します。デ
フォルトは、ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスのホーム OC4J インス
タンスです。

例例例例

home内のアプリケーションの一覧を出力するには :

dcmctl listApplications

1  BC4J

2  BC4JManager

3  transtrace
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instance1の OC4J_SECURITY内のアプリケーションの一覧を出力するには :

dcmctl listApplications -i instance1 -co OC4J_SECURITY

1  wirelesssso

2  oiddas

3  sso

2.3.32 listArchives
アーカイブ名の一覧を返します。

タイプタイプタイプタイプ

アーカイブ

構文構文構文構文

listArchives [-arch archive_name] [-sort]

説明説明説明説明

アーカイブ名の一覧を返します。–v（冗長）オプションを使用した場合は、アーカイブの名
前、ソース、バージョンなどの情報が表示されます。–arch（アーカイブ名）オプションを
使用した場合は、指定したアーカイブの一覧のみが返されます。

例例例例

アーカイブの情報の一覧を返すには : 

dcmctl listarchives -v
1
Name:         InstalledImage_M21.example.com
Source:       instance: M21.example.com
Version:      9.0.4.0.0
Comments:     This is an archive of the initial installed configuration.
Created:      2003-10-27 12:01:55.327
Clusterable:  true

2
Name:         initial_archive_M21.example.com
Source:       instance: M21.example.com
Version:      9.0.4.0.0
Comments:     The initial archive after leaving the farm for M21.example.com
Created:      2003-10-30 09:08:22.591
Clusterable:  true
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2.3.33 listClusters
ローカル・ファーム内の Oracle Application Server の管理クラスタの一覧を出力します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

listClusters

説明説明説明説明

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスに関連付けられたファーム内の
Oracle Application Server の管理クラスタの一覧を出力します。

例例例例

dcmctl listClusters

1     cluster1

2     cluster2

2.3.34 listComponents
指定したスコープ内のコンポーネントの一覧を出力します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

listComponents [-i instance_name] [-cl cluster_name] [-arch archive_name] [-sort]

説明説明説明説明

指定したスコープ内のコンポーネントの一覧を返します。引数を使用しない場合は、ローカ
ル・アプリケーション・サーバー・インスタンス内のコンポーネントの一覧が返されます。

コンポーネントは、「コンポーネント・タイプ : コンポーネント名」の書式で出力されます。

listcomponentsコマンドで、OPMN が管理するコンポーネントを表示できます。これら
のコンポーネントを管理、起動、停止、および再起動するには、opmnctlコマンドを使用
します。
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例例例例

dcmctl listComponents

1  HTTP_Server:HTTP_Server

2  OC4J:OC4J_SECURITY

3  OC4J:home

4  OID:OID

2.3.35 listComponentTypes
サポートされているコンポーネント・タイプの一覧を出力します。

タイプタイプタイプタイプ

dcmctl プロパティ

構文構文構文構文

listComponentTypes

説明説明説明説明

DCM でサポートされているコンポーネント・タイプの一覧を出力します。

例例例例

dcmctl listComponentTypes

2.3.36 listInstances
ファーム内のアプリケーション・サーバー・インスタンスの一覧を出力します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

listInstances [-cl cluster_name]

説明説明説明説明

オプションを使用しない場合は、ローカル・インスタンスと同じファームに属しながら、ク
ラスタの一部ではないアプリケーション・サーバー・インスタンスが返されます。–clオプ
ションを使用すると、指定したクラスタの一部であるインスタンスのみが返されます。
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例例例例

ローカル・インスタンスに関連付けられているファーム内の、クラスタリングされていない
インスタンスすべてを出力するには : 

dcmctl listInstances

cluster1 内のインスタンスの一覧を出力するには : 

dcmctl listInstances -cl cluster1

2.3.37 listOPMNLinks
ローカル・インスタンスが含まれる Oracle Application Server の非管理クラスタ内のインス
タンスの一覧を出力します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

listOPMNlinks

説明説明説明説明

ローカル・インスタンスが含まれる Oracle Application Server の非管理クラスタ内のインス
タンスをすべて出力します。これらのインスタンスは、addOPMNLink コマンドを使用して
クラスタに追加された可能性があります。

例例例例

dcmctl listopmnlinks

host1:6200

host2:6200

2.3.38 quit
dcmctlシェル・クライアント・セッションを終了します。

タイプタイプタイプタイプ

シェル

構文構文構文構文

quit
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説明説明説明説明

dcmctlシェル・クライアント・セッションを終了します。このコマンドはシェルに対して
のみ適用できます。dcmctlデーモンには作用しません。

例例例例

quit

2.3.39 redeployApplication
J2EE アプリケーションを再デプロイします。

タイプタイプタイプタイプ

アプリケーション

構文構文構文構文

redeployApplication -f file -a app_name [-co comp_name] [-enableIIOP] [-rc rootcontext]

各変数の意味は次のとおりです。

� file は、デプロイする WAR または EAR ファイルの名前です。

� app_name は、最初のデプロイメントでユーザーが指定するアプリケーションの名前で
す。

� comp_name は、アプリケーションのデプロイ先となる OC4J インスタンスの名前です。
デフォルトはホーム・インスタンスです。

� –enable IIOP は、Internet Inter-ORB Protocol を有効にします。

� –rc rootcontext は、Web モジュールにアクセスするために URL で使用される基本パスで
す（例 : http://hostname:port/context root）。WAR ファイルのデプロイメン
トのみに適用されます。 

説明説明説明説明

J2EE アプリケーション（WAR または EAR ファイル）をローカル・アプリケーション・
サーバー・インスタンスに再デプロイします。

例例例例

app1.ear をホーム OC4J インスタンスに再デプロイするには : 

dcmctl redeployApplication -f app1.ear -a app1

app1.ear を OC4J_myapps インスタンスに再デプロイするには : 

dcmctl redeployApplication -f app1.ear -a app1 -co OC4J_myapps
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app2.war をホーム OC4J インスタンスに再デプロイするには : 

dcmctl redeployApplication -f app2.war -a app1 -rc /myiAS/myWebapps

2.3.40 removeArchive
アーカイブ・ファイルを削除します。

タイプタイプタイプタイプ

アーカイブ

構文構文構文構文

removeArchive -arch archive_name

説明説明説明説明

指定したアーカイブ・ファイルを削除します。

例例例例

dcmctl removeArchive –arch archive3

2.3.41 removeCluster
クラスタをファームから削除します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

removeCluster -cl cluster_name

説明説明説明説明

指定したクラスタをファームから削除します。クラスタを削除するときは、その中にインス
タンスがないことを確認する必要があります。このコマンドは、DCM リポジトリ内でその
クラスタに関するすべての情報を破棄します。

例例例例

dcmctl removeCluster -cl cluster1
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2.3.42 removeComponent
OC4J インスタンスを破棄します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

removeComponent -co component_name

説明説明説明説明

OC4J インスタンスを破棄します。デフォルトでは、OC4J インスタンスはローカル・アプリ
ケーション・サーバー・インスタンスに属している必要があります。OC4J は、このコマン
ドに使用できる唯一のコンポーネント・タイプです。インストール・プロセスで作成された
コンポーネント（OC4J_SECURITYなど）は削除できません。

例例例例

dcmctl removeComponent -co OC4J_myapps

2.3.43 removeOPMNLink
インスタンスを非管理 Oracle Application Server クラスタから削除します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

removeOPMNLink hostname:port[, hostname:port...]

説明説明説明説明

1 つ以上のインスタンスを非管理 Oracle Application Server クラスタから削除します。この
コマンドは、クラスタ内の各インスタンスの Oracle ホームで実行する必要があります。
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例例例例

この例では、host1、host2および host3に 3 つのインスタンスを持つ非管理 Oracle 
Application Server クラスタを示します。次のコマンドによって、host2インスタンスが削
除されます。

HOST2_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl listopmnlinks

host1:6200

host2:6200

host3:6200

HOST1_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl removeopmnlink host2:6200

HOST2_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl removeopmnlink host2:6200

HOST3_ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl removeopmnlink host2:6200

2.3.44 repositoryRelocated
インスタンスに、リポジトリのホストではなくなったことを通知します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

repositoryRelocated 

説明説明説明説明

インスタンスに、それまでホスティングしていたリポジトリが別のインスタンスにインポー
トされたことを通知します。このコマンドは、リポジトリをそれまでホスティングしていた
インスタンスで発行します。

注意注意注意注意 : 通常、repositoryRelocatedコマンドは、関連する
exportRepositoryおよび importRepositoryの後に使用します。
importRepositoryおよび repositoryRelocatedを実行する前に、
repositoryRelocatedを実行するファームに含まれるインスタンス内のす
べての DCM デーモンを停止します。

DCM デーモンを停止するには、ファーム内の各インスタンスで次のコマン
ドを使用します。

dcmctl shell
dcmctl> shutdown
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このコマンドは、importRepository コマンドと組み合せて使用します。ファームには一度に
1 つずつしかリポジトリを関連付けることができません。したがって、リポジトリを同じ
ファームの新しいインスタンスにインポートした場合は、repositoryRelocatedコマン
ドを使用して、元のインスタンスにリポジトリ・ホストではなくなったことを通知する必要
があります。

例例例例

この例では、instance1 と instance2 の 2 つのインスタンスがあると想定します。

ファイル・ベース・リポジトリ・ホストを instance1 から instance2 に移動する場合は、次の
手順を実行します。

元のファイル・ベース・リポジトリ・ホストである instance1 で次のコマンドを発行します。

dcmctl shell
dcmctl> exportrepository -f /export/repository_save_file
dcmctl> shutdown

3 つ以上のインスタンスがある場合は、その他すべてのインスタンス上で shutdownコマン
ドを発行します。

instance2 上で、次のコマンドを使用してシャットダウンし、保存済リポジトリをインポー
トします。

dcmctl shell
dcmctl> shutdown
dcmctl> importrepository -f /export/repository_save_file

instance1 で、次のコマンドを発行します。

dcmctl> repositoryrelocated

repositoryrelocatedコマンドが完了した後、次のように DCM デーモンを起動します。

instance1 で、次のコマンドを発行します。

dcmctl> start -admin

このコマンドが完了したら、instance2 で次のコマンドを発行します。

dcmctl> start -admin

3 つ以上のインスタンスがある場合は、その他すべてのインスタンスで次のコマンドを順番
に発行します。

dcmctl> start -admin
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2.3.45 resetDCMCachePort
ファイル・ベース・リポジトリを使用して管理されている Oracle Application Server クラス
タで、DCM キャッシュがインスタンスの検出に使用しているポートを更新します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

resetDCMCachePort [new_port_number] [-r]

説明説明説明説明

ファイル・ベース・クラスタの DCM キャッシュで使用されるポートの値を変更します。現
在のホストとポートを検索するには、引数を使用せずに、次のようにコマンドを発行しま
す。

dcmctl resetDCMCachePort

現在のインスタンスに関連付けられているポートを更新するには、新しいポート番号を使用
して、次のようにコマンドを発行します。

dcmctl resetDCMCachePort 12345

リポジトリをホスティングしているインスタンスでポートの値を変更すると、ファーム内の
他のインスタンスでリポジトリを検索できなくなる場合があります。このような場合は、リ
ポジトリを検索できないインスタンスで、次のコマンドを発行します。

dcmctl resetDCMCachePort -r 12345

ここで、12345は、リポジトリのホストに対して設定されているポート番号を表します。

例例例例

現在のホストとポートを検索するには :

dcmctl resetdcmcacheport

現在のインスタンスに関連付けられているポートを更新するには :

dcmctl resetdcmcacheport 12345

リポジトリのロケーションをインスタンスに通知するには :

dcmctl resetdcmcacheport -r 12345
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2.3.46 resetFileTransaction
操作が中断された後、ファイル・リポジトリをトランザクション前の状態に戻します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

resetFileTransaction

説明説明説明説明

ファイル・ベース・リポジトリをリセットします。ファイル・ベース・リポジトリに対する
操作が [Ctrl] ＋ [C] で中断された場合、コミットされていない情報がリポジトリ内に残るこ
とがあります。このコマンドはそれ以降のリポジトリ更新をすべてブロックし、コミットさ
れていないデータをクリーンアップして、更新のためにリポジトリを再オープンします。

例例例例

dcmctl resetfiletransaction

2.3.47 resetHostInformation
IP アドレスまたはホスト名を更新します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

resetHostInformation [-r repository_hostname]

説明説明説明説明

ファーム内のインスタンスに関する IP アドレスまたはホスト名の情報が変更されると、こ
のコマンドは新しい情報でリポジトリと ons.confファイルを更新します。このコマンド
は、ローカル・インスタンスで使用されます。ファイル・ベース・ファーム・リポジトリの
リポジトリ・ホストの情報が変更された場合は、すべてのインスタンスを実行して、それら
がそのリポジトリを検索できるようにすることをお薦めします。

変更時に実行されていなかったインスタンスは、リポジトリ・ホストの情報を直接更新する
必要が生じる場合があります。これには、–rオプションとリポジトリ・ホスト名を使用し
ます。

例例例例

resethostinformation
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2.3.48 restart
プロセスを再起動します。このコマンドは、Oracle Application Server 10g では推奨されま
せん。下位互換性のためにのみ提供されています。Oracle Application Server 10g では、
opmnctlを使用してプロセスを管理します。

タイプタイプタイプタイプ

プロセス管理

構文構文構文構文

restart [[-cl cluster_name] | [-i instance_name] | [-co component_name] | [-ct component_type]] | [-admin]

説明説明説明説明

指定したスコープ内の実行中プロセスを再起動します。このコマンドは OPMN や DCM
デーモンを再起動せず、それらは実行されたままになります。再起動するプロセスは、この
コマンドを発行したときに実行されていたものだけです。–adminオプションを使用する
と、DCM デーモンを再起動できます。

例例例例

ローカル・インスタンスを再起動するには :

restart

リモート・インスタンスを再起動するには :

restart -i myInstance

クラスタ全体で使用されているコンポーネントを再起動するには :

restart -cl myCluster -co myComponent
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2.3.49 restoreInstance
構成およびアプリケーション情報をローカル・インスタンスにリストアします。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

restoreInstance [-dir directory_name]

説明説明説明説明

このコマンドは推奨されません。かわりにアーカイブ・コマンドを使用することをお薦めし
ます。このコマンドは、指定したディレクトリからローカル・インスタンスの構成およびア
プリケーション情報をリストアします。ディレクトリは、saveInstance で作成されている必
要があります。インスタンス情報は、それが保存されたインスタンスに対してのみリストア
できます。ファーム内のインスタンス間で構成を移動するには、applyClusterTo および
applyInstanceTo コマンドを使用します。ファーム間で構成を移動するには、exportArchive
および importArchive コマンドを使用します。

このコマンドを実行するとインスタンスが停止するため、実行後はインスタンスを手動で再
起動する必要があります。

インスタンスが Oracle Application Server の管理クラスタの一部である場合、構成情報がリ
ストアされる前にインスタンスはクラスタから削除されます。この操作はクラスタ内の他の
メンバーには作用しません。

例例例例

/private/config1に保存されている構成をインスタンスにリストアするには : 

dcmctl restoreInstance -dir /private/config1

dcmctl start
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2.3.50 resyncInstance
インスタンスの構成ファイルと DCM リポジトリの再同期化を行います。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

resyncInstance [-force]|[-i instance_name]

説明説明説明説明

インスタンスの構成ファイルと DCM リポジトリの内容を再同期化します。このコマンド
は、リポジトリからまだ伝播されていないすべてのデータを取得して、指定したインスタン
スの構成ファイルに書き込みます。更新されるファイルは、Oracle HTTP Server、OC4J お
よび OPMN の構成ファイルと、targets.xmlです。また、必要に応じて、アプリケー
ションのデプロイやアンデプロイ、コンポーネントの追加や削除も行います。この処理には
非常に時間がかかる場合があるため、このコマンドは慎重に使用してください。

このコマンドは、–iオプションで別のインスタンスを指定しないかぎり、ローカル・アプ
リケーション・サーバー・インスタンスで動作します。

デフォルトでは、In Sync Status が falseに設定されているコンポーネントの構成ファイル
のみが更新されます（getState を参照）。–forceオプションを使用すると、すべての構成情
報を強制的に更新できます。

例例例例

instance1 と DCM リポジトリの内容を再同期化するには :

dcmctl resyncinstance -i instance1

ローカル・インスタンスのすべてのファイルを DCM リポジトリのファイルで更新するには :

dcmctl resyncinstance -force
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2.3.51 saveInstance
構成およびアプリケーション情報を保存します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

saveInstance -dir directory_name

説明説明説明説明

このコマンドは推奨されません。かわりに createArchive を使用することをお薦めします。
このコマンドは、指定したディレクトリにローカル・インスタンスの構成およびアプリケー
ション情報を保存します。ディレクトリが存在しない場合は作成します。ディレクトリが存
在する場合でも、空のディレクトリを指定する必要があります。このコマンドは、構成変更
を行う前に、現在の構成設定とインストール済の J2EE アプリケーションを保存しておくの
に使用できます。そのようにしておけば、必要なときに restoreInstance を使用して変更を元
に戻すことができます。

例例例例

saveInstance -dir instance1/config

2.3.52 set
dcmctlのオプション、タイムアウト値、ソートの優先条件、および自動的にアーカイブさ
れるインスタンスのバージョン数を設定します。

タイプタイプタイプタイプ

dcmctl プロパティ

構文構文構文構文

dcmctl set [-v off | on] [-d off | on] [-t timeout_value] [-arch number_of_auto_archive_versions] [-sort off | on]

説明説明説明説明

dcmctlユーティリティのプロパティを設定します。set コマンドを使用すると、永続的に
–verboseおよび –debugフラグを設定したり、永続的にデフォルトのタイムアウト値を設
定することができます。また、自動的にアーカイブされるバージョン数も指定できます。

引数を使用せずに setを実行すると、現在の設定が表示されます。
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例例例例

verbose および debug をオフにして、タイムアウト値を 200 に設定するには :

dcmctl set -v off -d off -t 200

現在の設定を表示するには :

dcmctl set
Verbose:  true
Sort:  false
Debug:  true
Default Timeout:  120
Auto Archive Count:  10

list コマンドの結果が名前によってソートされるよう設定するには :

set -sort on

45 バージョンのインスタンスを自動的にアーカイブするには :

set -arch 45

自動アーカイブをオフにするには :

set -arch 0

2.3.53 setLogLevel
ロギング・レベルを設定します。

タイプタイプタイプタイプ

シェル

構文構文構文構文

setLogLevel [-admin] [error] [notification] [debug] [trace]

説明説明説明説明

dcmctlクライアント・シェルのロギング・レベルを設定します。-adminオプションを使
用する場合は、デーモンのロギング・レベルが設定されます。

注意注意注意注意 : 複数の DCM クライアントがアクティブなときに dcmctl setコマンド

を使用した場合、クライアントを再起動するまで、変更された値は認識されませ

ん。複数のアクティブな DCM クライアントで dcmctl setを使用した後は、

dcmctlおよび Enterprise Manager クライアントを再起動する必要があります。
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例例例例

DCM デーモン・ログ・レベルを設定します。

setloglevel -admin notification

dcmctl シェル・ログ・レベルを設定します。

setloglevel notification

2.3.54 shell
dcmctlシェルを起動します。

タイプタイプタイプタイプ

シェル

説明説明説明説明

dcmctlシェルを起動し、必要に応じて、指定したファイルでコマンドを実行します。

構文構文構文構文

dcmctl shell [-f file_name]

例例例例

シェルを起動するには : 

dcmctl shell

シェルを起動して、ファイル myDCMCommands 内のコマンドを実行するには :

dcmctl shell -f myDCMCommands
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2.3.55 shutdown
プロセスを停止します。

タイプタイプタイプタイプ

プロセス管理

説明説明説明説明

OPMN や DCM デーモンなど、ローカル・インスタンスで実行されているプロセスを停止
します。プロセスを指定して停止するには、stop を使用します。

構文構文構文構文

dcmctl shutdown

例例例例

dcmctl shutdown

2.3.56 start
指定したインスタンス、クラスタまたはコンポーネントを起動します。このコマンドは、
Oracle Application Server 10g では推奨されません。下位互換性のためにのみ提供されてい
ます。Oracle Application Server 10g では、opmnctlを使用してプロセスを管理します。

タイプタイプタイプタイプ

プロセス管理

構文構文構文構文

dcmctl start [[-cl cluster_name] | [-i instance_name] | [-co comp_name] | [-ct comp_type]] | [-admin]

説明説明説明説明

スコープ・オプションで指定したすべてのコンポーネントを起動します。オプションを指定
しない場合、ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンス内のすべてのコンポー
ネントが起動します。–adminオプションを使用すると、DCM デーモンが起動します。

例例例例

クラスタ myCluster を起動するには :

dcmctl start -cl myCluster

すべての HTTP Server を起動するには :

dcmctl start -ct HTTP_Server
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2.3.57 stop
プロセスを停止します。このコマンドは、Oracle Application Server 10g では推奨されませ
ん。下位互換性のためにのみ提供されています。Oracle Application Server 10g では、
opmnctlを使用してプロセスを管理します。

タイプタイプタイプタイプ

プロセス管理

構文構文構文構文

stop [[-cl cluster_name] | [-i instance_name] | [-co component_name] | [-ct component_type]] | [-admin]

説明説明説明説明

指定したプロセスを停止します。このコマンドでは、–adminオプションを使用しないかぎ
り、OPMN および DCM デーモンが停止することはありません。このオプションを使用す
ると、デーモンが停止します。デーモンを含むすべてのプロセスを停止するには、
shutdown を使用します。

例例例例

クラスタ myCluster を停止するには :

dcmctl stop -cl myCluster

すべての HTTP Server を停止するには :

dcmctl stop -ct ohs

クラスタ全体でコンポーネントを停止するには :

dcmctl stop -cl myCluster -co myComponent

2.3.58 updateConfig
リポジトリをローカル構成ファイルの情報で更新します。

updateConfig操作の目的は、ローカル・ファイル・システムに現在格納されている構成
を取り出し、DCM リポジトリに格納することです。この操作は、構成ファイルの内容に対
して最小限の検証しか行わない、雑な操作です。

dcmctl updateConfigコマンドは、制限され、制御された状況でのみ使用してください。
Oracle HTTP Server、OC4J、OC4J アプリケーション、OPMN または JAZN に対する DCM
で管理する構成を変更する場合は、dcmctlコマンドまたは Application Server Control を使
用することをお薦めします。これらのツールを使用する場合、updateConfigを使用する
必要はありません。
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1 つのコンポーネントの構成ファイルを手動で編集する必要がある場合は、updateConfig
を使用して、これらの変更を DCM リポジトリに格納する必要があります。手動で変更した
が updateConfigを実行しない場合、その変更は構成が次に再同期化されるときに上書き
されます。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

updateConfig [-ct component_type [, component_type...]] [-force]

説明説明説明説明

DCM リポジトリをローカル構成ファイルの情報で更新します。引数を使用しない場合、
DCM が管理するすべてのコンポーネント、構成ファイル、および targets.xmlが更新さ
れます。このコマンドを実行することによってすべてのアプリケーションが再デプロイされ
ることはありません。ただし、前回のデプロイメント以降に EAR ファイルまたは拡張 EAR
ファイルを手動で変更した場合は、そのアプリケーションが再デプロイされます。

–ctオプションで、どのコンポーネントの構成ファイルを更新するのかを指定できます。

有効なコンポーネント・タイプは次のとおりです。

ohs:  Oracle HTTP Server

oc4j:  Oracle Application Server Containers for J2EE

opmn:  Oracle Process Manager and Notification Server

jazn:  Oracle Application Server Java Authentication and Authorization Service

手動で構成ファイルを変更し、updateConfigを使用する場合は、次のガイドラインに
従ってください。

1. updateConfigを必要とする手動の変更を行う前に、インスタンスが DCM リポジトリ
の最新の構成になっているかどうかを確認する必要があります。resyncInstance コマン
ドを発行して、構成を再同期化します。

2. createArchive を使用して、インスタンスまたはクラスタの明示的なアーカイブを作成
します。

注意注意注意注意 : updateConfigを他の dcmctlコマンドと同時に実行したり、1 つ
のファームまたはクラスタ内の複数のインスタンスで Application Server 
Control 構成操作を実行しているときに実行しないでください。
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3. 構成するときは、手動で構成を変更する間に、その構成を変更する可能性がある他の管
理操作がファーム内で行われていないことを確認してください。Oracle Enterprise 
Manager Application Server Control の変更、デプロイメント、またはそのファーム内
で実行される他の dcmctlシェルまたは dcmctlコマンドがこれにあたります。

4. 手動で構成ファイルを変更し、可能であればその変更をテストします。

5. 最後に dcmctl updateConfigを実行し、更新された構成ファイルを DCM リポジト
リに格納します。

手順 3 で説明した回避策を取らないと、リポジトリに矛盾する変更が格納されるおそれがあ
ります。矛盾した変更が格納されると、リポジトリに格納された構成が機能しなくなり、手
順 2 で作成したアーカイブからのリストアが必要になることがあります。アーカイブからリ
ストアする場合は、手順 1 からやりなおす必要があります。

例例例例

すべての DCM 構成ファイルを Distributed Configuration Management リポジトリに登録し
てから再起動するには :

dcmctl updateConfig

dcmctl restart

Oracle HTTP Server の構成ファイルを更新した直後には、次のようなコマンドを入力して、
変更を Distributed Configuration Management リポジトリに登録してから、Oracle HTTP 
Server を再起動できます。

dcmctl updateConfig -ct ohs

dcmctl restart -ct ohs

2.3.59 undeployApplication
アプリケーションをアンデプロイします。

タイプタイプタイプタイプ

アプリケーション

構文構文構文構文

undeployApplication -a application_name -co instance_name

説明説明説明説明

指定した Oracle Application Server Containers for J2EE インスタンス内の指定のアプリケー
ションをアンデプロイします。
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例例例例

ホーム・インスタンス内のアプリケーション testApp をアンデプロイするには :

undeployApplication -a testApp -co home

2.3.60 validateEarFile
EAR ファイルが J2EE に準拠していることを確認します。

タイプタイプタイプタイプ

アプリケーション

構文構文構文構文

validateEarFile -f file [-noproxy]

説明説明説明説明

指定した EAR ファイルを調べ、J2EE 仕様に準拠していない特性の一覧を出力します。

Web 上の DTD にアクセスするには、プロキシを設定する必要が生じる場合があります。
ORACLE_DCM_JVM_ARGS環境変数を使用してパラメータを JVM に渡すことにより、プロキ
シのホストとポートを指定できます。

例例例例

petstore EAR ファイルを検証するには :

dcmctl validateEarFile -f petstore.ear

Warning: J2EE/DTD validation errors were foundADMN-906001

{0}   Base Exception: 
oracle.ias.sysmgmt.deployment.j2ee.exception.J2eeDeploymentException
:Cannot get xml document by parsing /var/tmp/jar50152.tmp:
Invalid element 'servlet' in content of 'web-app',   expected 
elements '[servlet-mapping, session-config, mime-mapping, 
welcome-file-list,   error-page, taglib, resource-ref, 
security-constraint, login-config, security-role, env-entry,   
ejb-ref]'.
dcmctl のコマンド 2-53



dcmctl コマンド一覧（アルファベット順）
2.3.61 whichCluster
指定したインスタンスのクラスタ名を返します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

説明説明説明説明

指定したインスタンスが含まれるクラスタの名前を返します。インスタンスを指定しない場
合、ローカル・インスタンスが含まれるクラスタの名前が返されます。

構文構文構文構文

whichCluster [-i instance_name]

例例例例

dcmctl whichCluster

2.3.62 whichFarm
ファームのタイプとロケーションを示します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

ファームのタイプとロケーションを示します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

説明説明説明説明

ファーム名、ファーム・タイプ（データベース・リポジトリまたは分散ファイル・ベース・
リポジトリ）、ホスティング・インスタンスおよびホスト名を返します。リポジトリがサー
ド・パーティのデータベースでホスティングされている場合、ホスティング・インスタンス
名とホスト名は取得できません。

構文構文構文構文

dcmctl whichFarm
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2.3.63 whichInstance
インスタンス名を返します。

タイプタイプタイプタイプ

構成管理

構文構文構文構文

whichInstance

説明説明説明説明

ローカル・アプリケーション・サーバー・インスタンスの名前を返します。

例例例例

dcmctl whichInstance
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トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング

この章は、DCM の使用時に発生しうる障害のトラブルシューティングについて記載してい
ます。通常、障害は dcmctlユーティリティで報告されます。

この章の主な項目は次のとおりです。

� トラブルシューティングのガイドライン

� DCM の障害と解決策

� 関連コンポーネントに起因する障害のトラブルシューティング
グ 3-1



トラブルシューティングのガイドライン
3.1 トラブルシューティングのガイドライントラブルシューティングのガイドライントラブルシューティングのガイドライントラブルシューティングのガイドライン
この項では、DCM の障害をトラブルシューティングする方法について、順を追って説明し
ます。トラブルシューティングでは、次の手順を実行します。

手順手順手順手順 1: dcmctl ユーティリティの冗長出力およびデバッグ出力を解析するユーティリティの冗長出力およびデバッグ出力を解析するユーティリティの冗長出力およびデバッグ出力を解析するユーティリティの冗長出力およびデバッグ出力を解析する

エラーが発生すると、通常、dcmctlユーティリティから、詳細なエラー・メッセージ、考
えられる原因および解決策に関するコンテキスト情報が出力されます。例外が発生した場合
は、-dオプションを指定すると、スタック・トレースを出力できます。この情報によって、
問題を解決できることもあります。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡する場
合は、このスタック・トレースの内容をお知らせください。dcmctlユーティリティでは、
デフォルトで、-v（冗長）オプションおよび -d（デバッグ）オプションがオンに設定され
ています。これらのデフォルトを set コマンドで変更します。

最後に発生したエラーのメッセージとスタック・トレースを表示するには、次のコマンドを
使用します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl getError

手順手順手順手順 2: ログ・ファイルを調べるログ・ファイルを調べるログ・ファイルを調べるログ・ファイルを調べる

dcmctl の冗長出力およびデバッグ出力のみでは情報が不十分な場合、ログ・ファイルを調べ
ます。一般に、ログ・ファイルには、障害を特定するのに役立つエラー・メッセージが出力
されます。表 3-1 は、DCM 関連のログ・ファイルの一覧です。

手順手順手順手順 3: DCM の障害と解決策の障害と解決策の障害と解決策の障害と解決策の項を確認するの項を確認するの項を確認するの項を確認する

エラーは特定したものの、対処法がわからない場合は、3-4 ページの「DCM の障害と解決
策」で該当または類似する障害を探します。

表表表表 3-1 Distributed Configuration Management のログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイルのログ・ファイル

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

ORACLE_HOME/dcm/logs/dcmctl_logs/log.xml DCM クライアントの dcmctl シェル

に関するログ

ORACLE_HOME/dcm/logs/emd_logs/log.xml DCM クライアントの Application 
Server Control に関するログ

ORACLE_HOME/dcm/logs/daemon_logs/log.xml DCM デーモンのログ

ORACLE_HOME/dcm/logs/busrule_logs/log.xml DCM のビジネス・ルールの実行に

関するログ

ORACLE_HOME/opmn/logs/* Oracle Process Manager and 
Notification Server のログ
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手順手順手順手順 4: 障害の原因が関連コンポーネントによるものかどうかを判断する障害の原因が関連コンポーネントによるものかどうかを判断する障害の原因が関連コンポーネントによるものかどうかを判断する障害の原因が関連コンポーネントによるものかどうかを判断する

DCM で報告される障害の多くは、OPMN、Oracle HTTP Server、Oracle Application Server 
Containers for J2EE、Oracle Internet Directory、メタデータ・リポジトリなどの関連コン
ポーネントの稼動状態に起因します。表 3-2 は、このタイプの障害を見極めるためのヒント
と、詳細情報の参照先を示しています。

手順手順手順手順 5: オラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せるオラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せるオラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せるオラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せる

前述の手順を実行しても解決できない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターに
障害を報告してください。その際には、お手元に次の情報をご用意ください。

� 障害を再現するための手順、または障害が発生したときの状況と設定の概略

� dcmctl コマンドからの冗長出力およびデバッグ出力

� ログ・ファイルのエントリ

表表表表 3-2 関連テクノロジに起因する障害関連テクノロジに起因する障害関連テクノロジに起因する障害関連テクノロジに起因する障害

障害のタイプ障害のタイプ障害のタイプ障害のタイプ 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因

起動および停止 Oracle Process Manager and Notification Server, Oracle HTTP 
Server または Oracle Application Server Containers for J2EE の障

害

関連項目 :  『Oracle Process Manager and Notification Server 管理

者ガイド』

関連項目 :  『Oracle Application Server Containers for J2EE ユー

ザーズ・ガイド』

アプリケーションのデプロ
イメントまたはクラスタリ
ング

Oracle Application Server Containers for J2EE の障害

関連項目 :  『Oracle Application Server Containers for J2EE ユー

ザーズ・ガイド』

ディレクトリまたはパス
ワードの障害

Oracle Internet Directory の障害

関連項目 :  Oracle Internet Directory のトラブルシューティング

関連項目 : 『Oracle Internet Directory 管理者ガイド』の付録 I
「トラブルシューティング」

リポジトリの障害（メタ
データ・リポジトリ）

メタデータ・リポジトリの障害

関連項目 :  メタデータ・リポジトリのトラブルシューティング

リポジトリの障害（ファイ
ル・ベース・リポジトリ）

ファイル・システムの障害

関連項目 :  ファイル・ベース・リポジトリのトラブルシューティ

ング
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3.2 DCM の障害と解決策の障害と解決策の障害と解決策の障害と解決策
この項では、Distributed Configuration Management（DCM）で報告される障害と、推奨さ
れる解決策について説明します。

ここで扱う項目は次のとおりです。

� opmn.xml ファイルが破損または欠落しているために OPMN を起動できない

� 構成情報ファイル（BOM）が更新されない

� In Sync Status が FALSE になる

� ディレクトリに接続できない

� Infrastructure のデータベースにアクセスするときの障害

� DCM デーモンを起動できない

� resyncInstance コマンドを実行しても正常にリストアされない

� 無効なユーザー名 / パスワード

� dcmctl によるコンポーネントの起動に時間がかかる

� dcmctl から SubscriptionException が返される

� dcmctl getState を実行すると停止する

� dcmctl joinFarm を実行するとエラーになる

� repositoryRelocated コマンドを実行した後、リポジトリにアクセスできない

� dcm.conf または dcmCache.xml ファイルが空になる

� ファイル・ベース・リポジトリでの予期しないメッセージまたは障害の処理

� アクセスできない IP アドレスに対する resetHostInformation 回避策

� Start、Stop および Restart コマンドで DCM リポジトリが使用できない

� 古いインスタンス（9.0.2 または 9.0.3）で、getState コマンドを使用できない

� discoverer という名前で登録されたプラグインをロードできなかったことが、log.xml に
記録されている
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3.2.1 opmn.xml ファイルが破損または欠落しているためにファイルが破損または欠落しているためにファイルが破損または欠落しているためにファイルが破損または欠落しているために OPMN を起動できを起動できを起動できを起動でき
ないないないない

障害障害障害障害

構成操作中に、opmn.xmlファイルが破損したか削除されました。このエラーは、次のエ
ラー・メッセージのいずれかとともに出力される場合があります。

ADMN-202001
An exception has occurred while accessing DCM repository. Please refer to the
 accompanying base exception for more details.
Base Exception:
oracle.ons.ONSException:Unable to open file /private/10g/opmn/conf/opmn.xml

または

ADMN-705002
The most likely causes are:
1. Configuration error; TaskMaster cannot read configuration file;
2. Cannot connect to the repository.
Base Exception:
oracle.ons.SubscriptionException:Subscription request timed out after 120000
millseconds. Possible causes: OPMN is not running, you may have OPMN running in an 
alternate ORACLE_HOME using duplicate port values, OPMN may be misconfigured.

解決策解決策解決策解決策 1
最後に保存されたバージョンの opmn.xml構成ファイルを使用して OPMN を再起動し、
dcmctl resyncinstanceコマンドを実行して、リポジトリに最後に保存されたバージョ
ンで構成ファイルを更新します。

これを行うには、次の手順を実行します。

1. 保存されている opmn.xml.bakファイルに対して、opmnctl 検証操作を実行します。

% cd $ORACLE_HOME/opmn/conf
% $ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl validate opmn.xml.bak

2. 手順 1 で次のメッセージが返されたら、次の手順に進みます。

opmnctl: opmn validation succeeded!

手順 1 で次のメッセージが返された場合は、次のようにします。

opmnctl: opmn validation failed!

opmn.xml.bak内のエラーの修正方法がわかっている場合は、修正してから手順 1 を
やり直します。それ以外の場合は、解決策 2 を実行します。
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3. opmn.xmlファイルを、DCM の最後の操作で保存されたファイルで置き換えます。こ
こで保存されたバージョンの opmn.xmlは、ファイル $ORACLE_
HOME/opmn/conf/opmn.xml.bakに入っています。

たとえば、次のように入力します。

% cd $ORACLE_HOME/opmn/conf
% cp opmn.xml.bak opmn.xml

4. DCM シェルを起動し、resyncinstanceコマンドを実行します。

% cd $ORACLE_HOME/dcm/bin
% dcmctl shell
dcmctl> resyncinstance -force
All OC4J components are stopped during a resyncinstance -force.
They will need to be restarted after the command completes.
Current State for Instance:10gM21.tvanraal-sun.us.oracle.com

5. opmnctlを使用して、すべてのコンポーネントのステータスをチェックし、本来実行
されているはずのコンポーネントが実行されていない場合は、それらを起動します。

% cd $ORACLE_HOME/opmn/bin
% opmnctl status

解決策解決策解決策解決策 2
最後に保存されたバージョンの opmn.xmlファイルを変更して DCM が実行できるように
し、dcmctl resyncinstanceコマンドを実行して、リポジトリに最後に保存されたバー
ジョンで構成ファイルを更新します。

これを行うには、次の手順を実行します。

1. 保存されている opmn.xml.bakファイルに対して、opmnctl検証操作を実行します。

% cd $ORACLE_HOME/opmn/conf
% $ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl validate opmn.xml.bak

2. 手順 1 で次のメッセージが返された場合は、次のようにします。

opmnctl: opmn validation failed!

opmn.xml.bak内のエラーを修正し、dcm デーモンを起動できるようにする必要があ
ります。最初に、現在のバージョンの opmn.xml.bakのバックアップをとります。こ
うしておけば、障害が発生した場合にバックアップ・コピーに戻せます。たとえば、次
のようなコマンドを使用します。

cp opmn.xml.bak opmn.xml.bak.orig
3-6　Distributed Configuration Management リファレンス・ガイド



DCM の障害と解決策
$ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml.bakファイルを編集し、opmn.xml.bakの
<ias-component>要素ごとに、属性 status="disabled"を追加します。コンポー
ネント dcm-daemonに対してのみ、status= "enabled"と設定します。

たとえば、次のように入力します。

<ias-component id="OC4J" status="disabled">
<ias-component id="dcm-daemon" status="enabled" id-matching="true">

3. opmn.xmlファイルを、更新されたバージョンの opmn.xml.bakで置き換えます。

たとえば、次のように入力します。

% cd $ORACLE_HOME/opmn/conf
% cp opmn.xml.bak opmn.xml

4. DCM シェルを起動し、resyncinstanceコマンドを実行します。

% cd $ORACLE_HOME/dcm/bin
% dcmctl shell
dcmctl> resyncinstance -force
All OC4J components are stopped during a resyncinstance -force.
They will need to be restarted after the command completes.
Current State for Instance:10gM21.tvanraal-sun.us.oracle.com

5. opmnctlを使用して、すべてのコンポーネントのステータスをチェックし、本来実行
されているはずのコンポーネントが実行されていない場合は、それらを起動します。

% cd $ORACLE_HOME/opmn/bin
% opmnctl status

解決策解決策解決策解決策 3
解決策 1 と解決策 2 でこの問題が解決しない場合は、opmn.xmlと opmn.xml.bakの両方
のファイルが破損しています。この場合は、opmn.xmlファイルを手動で作成して
dcm-daemonを起動できるようにし、dcmctl resyncinstanceコマンドを実行して、リ
ポジトリに最後に保存されたバージョンで構成ファイルを更新する必要があります。

dcm-daemonの起動に十分なバージョンの opmn.xmlを作成するには、次の手順を実行し
ます。

1. 例 3-1 に示すテキストをコピーして、$ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xmlに貼り
付けます。

2. ポート要素を編集して、local、remoteおよび requestの各属性が、環境に適した
値を持つようにします。その値は、例 3-1 では XXXX、YYYYおよび ZZZZです。

3. このファイルを使用すると、OPMN Server が起動し、DCM デーモンを起動できるよう
になるので、dcmctl resyncInstanceコマンドを使用して、DCM リポジトリから
opmn.xmlファイルをリストアできます。
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例例例例 3-1 緊急起動用の基本的な緊急起動用の基本的な緊急起動用の基本的な緊急起動用の基本的な opmn.xml ファイルファイルファイルファイル - 使用前にポート値の置換えが必要使用前にポート値の置換えが必要使用前にポート値の置換えが必要使用前にポート値の置換えが必要

<opmn xmlns="http://www.oracle.com/ias-instance">
  <notification-server>
    <port local="XXXX" remote="YYYY" request="ZZZZ"/>
    <log-file path="$ORACLE_HOME/opmn/logs/ons.log" level="4"
      rotation-size="1500000"/>
    <ssl enabled="true" wallet-file="$ORACLE_HOME/opmn/conf/ssl.wlt/default"/>
  </notification-server>
  <process-manager>
    <log-file path="$ORACLE_HOME/opmn/logs/ipm.log" level="4"
      rotation-size="1500000"/>
    <process-modules>
      <module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmndcmdaemon">
        <module-id id="DCMDaemon"/>
      </module>
    </process-modules>
    <ias-instance id="foo">
      <environment>
        <variable id="TMP" value="/tmp"/>
      </environment>
      <ias-component id="dcm-daemon" status="enabled" id-matching="true">
        <process-type id="dcm-daemon" module-id="DCMDaemon">
          <process-set id="dcm" numprocs="1">
            <module-data>
              <category id="start-parameters">
                <data id="java-parameters"
                  value="-Xmx256m -Doracle.ias.sysmgmt.logging.loglevel=ERROR -Djava.net.preferIPv4Stack=true 
-Djava.io.tmpdir=$TMP" />
                <data id="jar-file" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar"/>
                <data id="application-parameters" value="daemon -logdir $ORACLE_HOME/dcm/logs/daemon_logs
 -o $ORACLE_HOME" />
              </category>
            </module-data>
          </process-set>
        </process-type>
      </ias-component>
    </ias-instance>
  </process-manager>
</opmn>

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

「dcmctl から SubscriptionException が返される」（3-13 ページ）

『Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド』
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3.2.2 構成情報ファイル（構成情報ファイル（構成情報ファイル（構成情報ファイル（BOM）が更新されない）が更新されない）が更新されない）が更新されない

障害障害障害障害

DCM のログ・ファイルに BOM Not Updated というエントリが含まれています。通常、こ
のエラーは次のような詳細メッセージとともに出力されます。

プラグイン < プラグイン名 > のファイル < ファイル・パス > の書込み中にエラーが発生し
ました。

解決策解決策解決策解決策

このメッセージは、Oracle Application Server インスタンスの構成ファイルが、DCM リポ
ジトリに格納されている構成情報と同期が取れていない場合にログに記録されます。ファイ
ル・システムの容量が一杯であるか、ファイル権限またはオペレーティング・システムの問
題が発生したため、DCM で構成ファイルを更新できませんでした。次のログ・ファイルを
調べて、DCM がファイル・システムへの書込みに失敗した原因を見つけてください。

ORACLE_HOME/dcm/logs/dcmctl_logs/log.xml

ORACLE_HOME/dcm/logs/emd_logs/log.xml

ORACLE_HOME/j2ee/home/log/log.xml

ファイル・システムへの書込みに関する障害を特定するもう 1 つの方法は、Oracle 
Application Server をインストールしたユーザーとしてオペレーティング・システムにログ
インし、構成ファイルへの書込みを試してみることです。障害の詳細を説明するエラー・
メッセージが、オペレーティング・システムから返されます。

ファイル・システムの障害が解決したら、次のコマンドを使用してインスタンスを再同期化
します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl resyncinstance

3.2.3 In Sync Status がががが FALSE になるになるになるになる

障害障害障害障害 1
dcmctl getStateコマンドを実行すると、1 つ以上のコンポーネントについて、「False: 
Configuration」という In Sync Status が返されます。

解決策解決策解決策解決策 1
これは、Oracle Application Server インスタンスの構成ファイルが、DCM リポジトリに格
納されている構成情報と同期が取れていないことを示します。この障害は、直前に実行した
操作が正常に終了しなかった際に発生することがあります。この障害を解決するには、次の
手順に従って、DCM リポジトリの構成情報をインスタンスにリストアする必要があります。
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1. 同期化の実行中に構成が変更されないよう、Oracle Enterprise Manager Application 
Server Control を停止します。

2. 次のコマンドを使用して、インスタンスを再同期化します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl resyncinstance

通常はこれで障害が解決されます。解決しなかった場合は、resyncinstanceを実行
して、問題点と対処法の特定に役立つエラー情報を取得してください。

障害障害障害障害 2
dcmctl updateconfigコマンドを実行すると、「この Oracle Application Server インスタ
ンスの構成ファイルは、リポジトリに格納された構成と一貫性がありません。」というメッ
セージが返されます。

解決策解決策解決策解決策 2
これは、Oracle Application Server インスタンスの構成ファイルが、DCM リポジトリに格
納されている構成情報と同期が取れていないことを示します。インスタンスを停止して再同
期化します。Oracle Application Server インスタンスの構成ファイルに同期が取られたら、
元の変更ができます。変更したら、dcmctl updateconfigを必ず再実行してください。

障害障害障害障害 3
操作の後、DCM 構成ファイルが 0（ゼロ）バイトになりました。

解決策解決策解決策解決策 3
DCM の操作時に構成ファイルへの書込みに問題が生じると、ファイルのサイズがゼロ・バ
イトになります。障害を解決する手順は次のとおりです。

1. Oracle Application Server インスタンスをインストールしたユーザーとしてオペレー
ティング・システムにログオンし、次の手順を実行します。

a. ファイルのアクセス権を確認します。

b. 構成ファイルへの書込みを試し、障害が発生した場合はオペレーティング・システ
ムからのエラー・メッセージを確認します。障害の原因を解決します。

c. ファイル・システムの割当て制限を確認します。

d. 構成ファイルへの書込みの妨げとなる問題がオペレーティング・システムから排除
されたことを確認します。

2. ほかに検出された問題があれば、それらを解決します。

3. resyncInstance コマンドを使用して、DCM リポジトリからファイルをリストアします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : この項の障害 1 と解決策 1
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3.2.4 ディレクトリに接続できないディレクトリに接続できないディレクトリに接続できないディレクトリに接続できない

障害障害障害障害

dcmctlから ADMN-100999 が返され、ベースの例外は「Unable to connect to Directory」
です。

解決策解決策解決策解決策

このエラーは、DCM が Oracle Internet Directory にアクセスできない場合に発生します。
DCM はこのディレクトリに接続して、データベース・リポジトリへの接続に使用するパス
ワードを取得する必要があります。

Oracle Internet Directory を再起動して、障害が解決するかどうかを確認します。解決しない
場合は、3-20 ページの「Oracle Internet Directory のトラブルシューティング」を参照して
ください。

3.2.5 Infrastructure のデータベースにアクセスするときの障害のデータベースにアクセスするときの障害のデータベースにアクセスするときの障害のデータベースにアクセスするときの障害

障害障害障害障害

dcmctlから ADMN-202026 が返され、ベースの例外は「Unable to connect to Directory」
です。

解決策解決策解決策解決策

このエラーは、DCM が Oracle Internet Directory にアクセスできない場合に発生します。
DCM はこのディレクトリに接続して、データベース・リポジトリへの接続に使用するパス
ワードを取得する必要があります。

Oracle Internet Directory を再起動して、障害が解決するかどうかを確認します。解決しない
場合は、3-20 ページの「Oracle Internet Directory のトラブルシューティング」を参照して
ください。

3.2.6 DCM デーモンを起動できないデーモンを起動できないデーモンを起動できないデーモンを起動できない

障害障害障害障害

DCM デーモンが起動しません。

解決策解決策解決策解決策

メモリ不足または OPMN の障害によって発生した可能性があります。この障害は、次の手
順で調べることができます。

1. ORACLE_HOME/opmn/logs/dcm-daemon~dcm-daemon~dcm~1に含まれるエラー・
メッセージを確認します。
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2. ORACLE_HOME/opmn/logs/*のログ・ファイルに含まれるエラー・メッセージを確認
します。

3. OPMN で使用されているポートが競合していないことを確認します。これらのポート
の一覧は、ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xmlの <notification-server>要素
にあります。

3.2.7 resyncInstance コマンドを実行しても正常にリストアされないコマンドを実行しても正常にリストアされないコマンドを実行しても正常にリストアされないコマンドを実行しても正常にリストアされない

障害障害障害障害

次の手順を実行しても、構成変更が正常に元に戻りません。

1. DCM が管理する構成ファイルの更新

2. updateConfigコマンドの実行

3. 構成ファイルに対する変更の手動での削除

4. resyncinstanceコマンドの実行

解決策解決策解決策解決策

手順 3 の後に updateConfig コマンドを実行して、手順 3 で構成変更を削除したことを DCM
に通知します。次のように -forceオプションを使用すると、インスタンスの再同期化を
DCM で強制的に実行できます。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl resyncinstance -force

3.2.8 無効なユーザー名無効なユーザー名無効なユーザー名無効なユーザー名 / パスワードパスワードパスワードパスワード

障害障害障害障害

dcmctlから「invalid username/password; logon denied」というメッセージが返されます。

解決策解決策解決策解決策

これは DCM で、Oracle Internet Directory またはメタデータ・リポジトリ内の DCM スキー
マにアクセスする際に障害が生じた可能性があることを示しています。この障害のトラブル
シューティングの手順については、3-20 ページの「Oracle Internet Directory のトラブル
シューティング」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド』
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3.2.9 dcmctl によるコンポーネントの起動に時間がかかるによるコンポーネントの起動に時間がかかるによるコンポーネントの起動に時間がかかるによるコンポーネントの起動に時間がかかる

障害障害障害障害

dcmctl startを使用してコンポーネントを起動しようとすると、タイムアウトになりま
す。

解決策解決策解決策解決策

まず、コンポーネントが最終的に起動するかどうかを確認します。これには、コンポーネン
トが正常に起動するか、または起動に失敗してエラーを返すまで、次のコマンドを繰り返し
発行します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl getreturnstatus

最終的にコンポーネントが起動した場合は、コンポーネントの起動に、現在設定されている
タイムアウト値より長い時間が必要であることが考えられます。これには、次のような理由
があげられます。

� Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）インスタンスの最初の起動には、
2 回目以降の起動より時間がかかります。 

� すべての OC4J インスタンスを 1 つのコマンドで起動した場合、DCM は順番にインスタ
ンスを起動していきます。そのため、OC4J インスタンスの数が多いと、起動に要する
時間がタイムアウト値を超過する可能性があります。

分散された DCM 操作に対するタイムアウト値はいずれも、次のコマンドで増やすこと
ができます。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl set -t timeout_in_seconds

コンポーネントが起動に失敗し、エラーが返された場合は、コンポーネントのドキュメント
を参照して障害を解決してから、dcmctl startを再度実行してください。

3.2.10 dcmctl からからからから SubscriptionException が返されるが返されるが返されるが返される

障害障害障害障害

dcmctl startコマンドから次のエラーが返されます。

ADMN-705002. Examining

ORACLE_HOME/dcm/logs/dcmctl_logs/log.xml

shows SubscriptionException: Subscription request timed out after 
30000 milliseconds.
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解決策解決策解決策解決策

これは、DCM から Oracle Process Manager and Notification Server への通信が行われよう
としていることを示します。このエラーは通常、Oracle Notification Server（ONS）のいず
れかのポートが競合している場合に発生します。ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml
ファイルで <notification-server>要素（ローカル、リモート、リクエスト）に使用さ
れているポートを調べ、それらが競合していないことを確認してください。

3.2.11 dcmctl getState を実行すると停止するを実行すると停止するを実行すると停止するを実行すると停止する

障害障害障害障害

dcmctl getState -dコマンドを実行すると、次のメッセージが返され、処理が停止しま
す。

Current state for Instance:myinstance.example.com

Component         Type    Up Status    In Sync  Status

=============================

解決策解決策解決策解決策

実際に停止したプロセスを特定します。関連コンポーネント（OHS、OPMN、OC4J）のい
ずれかに関連付けられたプロセスが停止した可能性があります。

1. 次のコマンドを使用して、dcm-daemonプロセスの PID を特定します。

 ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl status

2. 次のコマンドを使用して、dcm-daemonプロセスに kill -3 信号を送ります。

kill -3  PID

これにより、JVM は実行スタック・トレースをダンプします。

3. ORACLE_HOME/opmn/logs/dcm-daemon~dcm-daemon~dcm~1ファイルを開き、
実行スタック・トレースを調べて、DCM を停止させたプロセスを特定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

「opmn.xml ファイルが破損または欠落しているために OPMN を起動できな
い」（3-5 ページ）

『Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド』
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3.2.12 dcmctl joinFarm を実行するとエラーになるを実行するとエラーになるを実行するとエラーになるを実行するとエラーになる

障害障害障害障害

dcmctl joinfarmコマンドを実行すると、次のメッセージが返されます。

ADMN-202026
A problem has occurred accessing the OracleAS 10g infrastructure database.
Base Exception:
oracle.ias.repository.schema.SchemaException:DCM Repository is not Configured
Please refer to the base exception for resolution or call Oracle support.
oracle.ias.repository.schema.SchemaException: DCM Repository is not Configured
.
.
.

解決策解決策解決策解決策

ファイル・ベース・リポジトリを結合しようとしている場合は、-rオプションでそのファ
イル・ベース・リポジトリの ID を指定して、再度コマンドを発行します。

ファイル・ベース・リポジトリの ID を指定するには、-rオプションが必要です。誤って
-rオプションを省略すると、dcmctlは、Infrastructure のデータベース・ファームを指定
のリポジトリ ID に結合しようとします。

3.2.13 repositoryRelocated コマンドを実行した後、リポジトリにアクセスでコマンドを実行した後、リポジトリにアクセスでコマンドを実行した後、リポジトリにアクセスでコマンドを実行した後、リポジトリにアクセスで
きないきないきないきない

障害障害障害障害

repositoryRelocatedの実行後、リポジトリにアクセスできなくなりました。

repositoryRelocated コマンドは、importRepository コマンドと組み合せて使用するように
なっています。ファームには一度に 1 つずつしかリポジトリを関連付けることができませ
ん。したがって、リポジトリを同じファームの新しいインスタンスにインポートした場合
は、repositoryRelocatedコマンドを使用して、元のインスタンスにリポジトリ・ホス
トではなくなったことを通知する必要があります。リポジトリが新しいインスタンスにイン
ポートされなかった場合は、現在そのリポジトリを管理しているインスタンスが存在しない
ことになります。

解決策解決策解決策解決策

解決策は、コマンドが発行されたときの状況によって異なります。
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このコマンドを発行した目的が、エクスポートしたリポジトリ・イメージを新しいインスタ
ンスにインポートすることである場合は、importRepository コマンドを発行するだけで済み
ます。リポジトリが新しいインスタンスにインポートされると、すべてのインスタンスで新
しいリポジトリ・ホストにアクセスできるようになります。

コマンドでエラーが発生しても現在のリポジトリを引き続き使用する場合は、次の手順を実
行します。

1. インスタンスを停止します。

2. ORACLE_HOME/dcm/configディレクトリに移動します。

3. 次のコマンドを使用してファイルを比較します。

UNIX: diff dcm.conf dcm.conf.bak 

Windows: fc dcm.conf.bak dcm.conf

結果は次のようになります。

< repository_type=cache

> repository_type=cache rep

4. 次のコマンドを使用して、dcm.confファイルを元のバージョンにリストアします。

UNIX: cp dcm.conf.bak dcm.conf

Windows:  copy dcm.conf.bak dcm.conf

5. インスタンスを起動します。

これで、リポジトリをファームで使用できるようになります。

3.2.14 dcm.conf またはまたはまたはまたは dcmCache.xml ファイルが空になるファイルが空になるファイルが空になるファイルが空になる

障害障害障害障害

構成管理操作を行うと、構成ファイルがゼロ長のファイルとして書き込まれることがありま
す。これは通常、ディスクの容量不足など、ディスクの書込みの問題によって発生します。

解決策解決策解決策解決策

対応する .bakファイル（dcm.conf.bakまたは dcmCache.xml.bak）を dcm.confま
たは dcmCache.xmlにそれぞれコピーして、インスタンスを起動します。
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3.2.15 ファイル・ベース・リポジトリでの予期しないメッセージまたは障ファイル・ベース・リポジトリでの予期しないメッセージまたは障ファイル・ベース・リポジトリでの予期しないメッセージまたは障ファイル・ベース・リポジトリでの予期しないメッセージまたは障
害の処理害の処理害の処理害の処理

障害障害障害障害

dcmctlコマンドをファイル・ベース・クラスタリングで使用しているときに、予期しない
メッセージが表示されたり障害が発生することがあります。

解決策解決策解決策解決策

ファーム内のすべてのインスタンス上で、dcmctlプロセス、dcmデーモン、および
Application Server Control をすべて再起動すると、これらの障害からリカバリできる可能性
があります。これらのプロセスを再起動しても、構成情報が失われることはありません。

3.2.16 アクセスできないアクセスできないアクセスできないアクセスできない IP アドレスに対するアドレスに対するアドレスに対するアドレスに対する resetHostInformation 回避策回避策回避策回避策

障害障害障害障害

アクセスできない IP アドレスの ip属性を指定する <coordinator>サブ要素を持つ
<communication>要素が、構成ファイル ORACLE_HOME/dcm/config/dcmCache.xml
に含まれる場合、Application Server Control または dcmctlに、次のエラーが発生する可能
性があります。

The exception 202504, has occurred in the cache layer of the persistence manager. 
"Network port is in use.". Resolution: Please, refer to the base exception for the 
details.

次の dcmctlエラーも、この障害に関連付けられています。

Local Stack:
oracle.ias.cache.group.GroupException: Network port is in use
at oracle.ias.cache.group.Transport.ssinit(Unknown Source)
at oracle.ias.cache.group.Transport.init(Unknown Source)

解決策解決策解決策解決策

DHCP 環境などでマシンの IP アドレスを変更した場合、その IP アドレスにアクセスできな
くなる可能性があります。

この障害を回避するには、次の手順を実行します。

1. 構成ファイル ORACLE_HOME/dcm/config/dcmCache.xmlの <coordinator>要素
に指定された ip属性を変更します。このファイルでは、ip属性と <coordinator>
要素がいくつか指定されています。属性が "original=true"の <coordinator>要
素を変更します。この要素で、ip属性を、そのマシンに適した値に変更します。
hostnameや nlslookupなどのコマンドを使用して、正しい IP アドレスを特定しま
す。
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2. ORACLE_HOME/config/ias.propertiesの VirtualHostNameの値を、対応する
正しいホスト名に変更します。

3. dcmctl resetHostInformationコマンドを実行します。

これで障害が解決されます。

3.2.17 Start、、、、Stop およびおよびおよびおよび Restart コマンドでコマンドでコマンドでコマンドで DCM リポジトリが使用できないリポジトリが使用できないリポジトリが使用できないリポジトリが使用できない

障害障害障害障害

DCM リポジトリを使用できない場合、dcmctlの start、stopおよび restartコマンド
は失敗します。

たとえば、dcmctl startコマンドから次の例外が返されたとします。

ADMN-202037

DCMリポジトリは使用不可であり、DCMをローカルで初期化または操作するための、キャッシュされた情

報が現在不十分です。 

解決策解決策解決策解決策

回避策 : opmnctlを使用して、プロセスを開始、停止または再開します。

3.2.18 古いインスタンス（古いインスタンス（古いインスタンス（古いインスタンス（9.0.2 またはまたはまたはまたは 9.0.3）で、）で、）で、）で、getState コマンドを使用でコマンドを使用でコマンドを使用でコマンドを使用で
きないきないきないきない

障害障害障害障害

Oracle Application Server 10g（9.0.4）Oracle ホームから、コマンド dcmctl getstate -i 
instance_nameを起動すると、ADMN-604104 例外が発生します。この障害は、
instance_nameが 9.0.2 または 9.0.3 のインスタンスの場合に発生します。

解決策解決策解決策解決策

9.0.2 または 9.0.3 のインスタンスの状態を取得する場合は、Oracle Application Server 10g
（9.0.4）の Oracle ホームではなく、9.0.2 または 9.0.3 の Oracle ホームから、dcmctlユー
ティリティを起動します。
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3.2.19 discoverer という名前で登録されたプラグインをロードできなかったという名前で登録されたプラグインをロードできなかったという名前で登録されたプラグインをロードできなかったという名前で登録されたプラグインをロードできなかった
ことが、ことが、ことが、ことが、log.xml に記録されているに記録されているに記録されているに記録されている

障害障害障害障害

BI と Forms をインストールした後、$ORACLE_HOME/dcm/logs/daemon_logs/log.xml
ファイルに、次のようなメッセージが記録されます。

<MSG_TEXT>The registered plugin named discoverer could not be loaded and will
be not be functional within the iAS Home: /private1/iasinst/OraHome1 until
this problem is resolved, due to the following exception: </MSG_TEXT>
<SUPPL_DETAIL><![CDATA[java.io.FileNotFoundException:
... /j2ee/OC4J_BI_Forms/applications/discoverer/web/WEB-I
NF/configuration.xsd (No such file or directory)
at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:103)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:66)
.
.
.

解決策解決策解決策解決策

この障害によってサービスが失われることはなく、ユーザーや管理者によるアクションも不
要です。

説明説明説明説明

これは、インストールした Oracle Application Server の構成ツールのタイミングの問題で、
ユーザーや管理者によるアクションなしでリカバリされます。

OracleAS Discoverer コンポーネントによってその SMI プラグインが DCM に登録されると
きに、XML Schema ファイルが Oracle ホームに配置されませんでした。DCM によってその
プラグインの初期化が試みられたときに、xsd ファイルを使用できないためにプラグインに
よって例外がスローされます。DCM によって、この例外が適切に記録され、OracleAS 
Discoverer プラグインなしで処理が続行されます。

OC4J Configuration Assistant では、OracleAS Discoverer コンポーネントによって、J2EE ア
プリケーションがデプロイされます。OracleAS Discoverer XML Schema ファイルは、その
アプリケーション内に含まれています。OC4J Configuration Assistant（OCA）では、処理
の最後に、失敗したプラグインを DCM に再初期化させる明示的 API がコールされます。
OracleAS Discoverer のプラグインが必要とする XML Schema ドキュメントがディスクに存
在するようになるため、プラグインは適切に初期化され、機能するようになります。
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3.3 関連コンポーネントに起因する障害のトラブルシューティ関連コンポーネントに起因する障害のトラブルシューティ関連コンポーネントに起因する障害のトラブルシューティ関連コンポーネントに起因する障害のトラブルシューティ
ングングングング

DCM で報告される障害には、関連コンポーネントまたは関連システム（OPMN、OHS、
OC4J、Oracle Internet Directory、メタデータ・リポジトリ、ファイル・システムなど）に
起因するものがあります。この項では、このタイプの障害を見極め、検証および修正するた
めのヒントを示します。ここで扱う項目は次のとおりです。

Oracle Process Manager and Notification Server のトラブルシューティング

Oracle Internet Directory のトラブルシューティング

メタデータ・リポジトリのトラブルシューティング

3.3.1 Oracle Process Manager and Notification Server のトラブルシューティングのトラブルシューティングのトラブルシューティングのトラブルシューティング
起動時および停止時の障害は、OPMN によるものか、それが起動または停止しようとして
いるいずれかのコンポーネントが原因であると考えられます。障害の原因を特定するには、
最初に OPMN のログを調べます。OPMN のログは、ORACLE_HOME/opmn/logs/にあり
ます。また、メイン・ログ、opmn.log、ipm.log、ons.log のほかにも、OPMN の管理対象
である各コンポーネントにもログ・ファイルが存在します。

3.3.2 Oracle Internet Directory のトラブルシューティングのトラブルシューティングのトラブルシューティングのトラブルシューティング
DCM からディレクトリに関するエラーやパスワードの問題が報告された場合は、Oracle 
Internet Directory の障害が原因であると考えられます。この項では、このタイプの問題を解
決する方法について説明します。

3.3.2.1 DCM におけるにおけるにおけるにおける Oracle Internet Directory の使用の使用の使用の使用
DCM は、インスタンスが Oracle Identity Management とメタデータ・リポジトリを使用す
るように構成されている場合のみ、Oracle Internet Directory を使用します。この場合、次の
手順が実行されます。

1. DCM により、Oracle Internet Directory からメタデータ・リポジトリ用のパスワードが
取得されます。

2. Oracle Application Server インスタンスと一緒に格納されている、内部的かつ無作為に
生成されたパスワードが使用され、Oracle Internet Directory へのログインが行われま
す。

3. Oracle Internet Directory からメタデータ・リポジトリ用のパスワードが取得されます。

4. このパスワードで、メタデータ・リポジトリへのアクセスが行われます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド』
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3.3.2.2 Oracle Internet Directory の障害をトラブルシューティングする方法の障害をトラブルシューティングする方法の障害をトラブルシューティングする方法の障害をトラブルシューティングする方法
1. Oracle Internet Directory へのアクセスにインスタンスが使用しているホストとポートを

特定します。DCM 障害が報告された、Middle-Tier インスタンスの Oracle ホームにあ
る ORACLE_HOME/config/ias.propertiesファイルを調べます。このファイルで
は、Oracle Internet Directory のホストが OIDhostになっています。Oracle Internet 
Directory のポートは OIDportです。

2. Oracle Internet Directory のホストを別のコンピュータから ping して、ネットワークが
稼動しているかどうかを確認します。ping が失敗した場合は、ネットワークが停止して
います。

3. ping が成功した場合は、次のコマンドを実行して、Oracle Internet Directory にアクセ
スできるかどうかを確認します。

ORACLE_HOME/bin/ldapbind -p oid_port -h oid_host

4. このコマンドが失敗した場合は、Oracle Internet Directory が停止しています。Oracle 
Process Manager and Notification Server を使用して、Oracle Internet Directory を再起
動してみます。起動しない場合は、Oracle Internet Directory の管理者に連絡して、
Oracle Internet Directory の再起動を要請してください。

OID コンポーネントを含む Oracle Application Server インスタンス上で、次のコマンド
のいずれかを使用して、Oracle Internet Directory を起動または再起動します。

� opmnctl startall

� opmnctl startproc ias-component=OID

5. DCM コマンドを再度実行します。再び失敗した場合は、次の手順に進みます。

6. メタデータ・リポジトリが実行されていることを確認します。DCM がメタデータ・リ
ポジトリにアクセスする方法は、次のようにインストール・タイプと構成に応じて異な
ります。

� Identity Management とメタデータ・リポジトリを使用している「とメタデータ・リポジトリを使用している「とメタデータ・リポジトリを使用している「とメタデータ・リポジトリを使用している「J2EE and Web 
Cache」のインストールの場合」のインストールの場合」のインストールの場合」のインストールの場合 : インスタンスが使用しているメタデータ・リポジ
トリは、ORACLE_HOME/config/iasschema.xmlファイルの
ComponentNameDCMに対応する DBConnectフィールドです。

� 「「「「Portal and Wireless」と「」と「」と「」と「Business Intelligence and Forms」のインストールの場」のインストールの場」のインストールの場」のインストールの場
合合合合 : インスタンスが使用しているメタデータ・リポジトリは、ORACLE_
HOME/config/ias.propertiesファイルの InfrastructureDBCommonName
フィールドです。

7. Oracle Internet Directory に格納されている DCMスキーマのパスワードが、メタデータ・
リポジトリの DCMスキーマのパスワードと一致することを確認します。

a. Oracle Application Server 10g のインストレーション・ガイドの DCM スキーマの
パスワードの決定方法に関する項に記載されている手順に従って、Oracle Internet 
Directory から DCMスキーマのパスワードを取得します。
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b. 取得したパスワードを使用して、次のようにメタデータ・リポジトリの DCMスキー
マにログインします。

sqlplus dcm/password@connectstring

パスワードが一致しない場合は、次の 2 つのオプションのいずれかを実行します。

3.3.2.2.1 オプションオプションオプションオプション 1:  次の手順で、Oracle Enterprise Manager Application Server Control
（Application Server Control）を使用して、Oracle Internet Directory とメタデータ・リポジ
トリのパスワードを設定しなおします。

1. Application Server Control にログインし、障害が報告されたインスタンスのインスタン
ス・ホームページを開きます。

2. 「Infrastructure」をクリックします。

3. DCMスキーマを選択します。

4. 「スキーマの変更」をクリックします。

5. 「パスワードの変更」をクリックします。

6. 新しいパスワードを設定します。

7. DCM コマンドを再度実行します。

3.3.2.2.2 オプションオプションオプションオプション 2:  メタデータ・リポジトリの DCM パスワードを、Oracle Internet 
Directory に格納されているパスワードと一致するように設定しなおします。これには、SYS
ユーザーとしてメタデータ・リポジトリにログインし、次のコマンドを発行します。

sql> ALTER DCM IDENTIFIED BY password_in_oid

password_in_oidは、Oracle Internet Directory から取得した DCM スキーマのパスワー
ドです。

3.3.3 メタデータ・リポジトリのトラブルシューティングメタデータ・リポジトリのトラブルシューティングメタデータ・リポジトリのトラブルシューティングメタデータ・リポジトリのトラブルシューティング
DCM でリポジトリに関する障害が報告されたときに、ファイル・ベース・リポジトリでは
なくメタデータ・リポジトリを使用していた場合は、この項の説明に従って、リポジトリの
トラブルシューティングを行います。

3.3.3.1 DCM におけるメタデータ・リポジトリの使用におけるメタデータ・リポジトリの使用におけるメタデータ・リポジトリの使用におけるメタデータ・リポジトリの使用
DCM は、メタデータ・リポジトリの DCM スキーマに構成情報を格納します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle Internet Directory のトラブルシューティングの詳細は、
『Oracle Internet Directory 管理者ガイド』を参照してください。
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3.3.3.2 メタデータ・リポジトリの障害をトラブルシューティングする方メタデータ・リポジトリの障害をトラブルシューティングする方メタデータ・リポジトリの障害をトラブルシューティングする方メタデータ・リポジトリの障害をトラブルシューティングする方
法法法法
1. メタデータ・リポジトリが実行されており、システムからアクセスできることを確認し

ます。インスタンスのメタデータ・リポジトリの一覧は、ORACLE_
HOME/config/iasschema.xmlファイルの DBConnectフィールドにあります。 

2. エラー・メッセージがインスタンスとリポジトリに矛盾があることを示している場合
は、次のように resyncInstance コマンドを発行します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl resyncinstance

3. ログ・ファイルでエラーを調べます。データベースまたはシステムのエラーによって、
リポジトリが破損している可能性があります。これは、次のログ・ファイルで調べるこ
とができます。

METADATA_REPOSITORY_ORACLE_HOME/admin/iasdb/bdump

METADATA_REPOSITORY_ORACLE_HOME/admin/iasdb/udump

データベースの障害または破損の形跡が見られる場合は、データベースのドキュメント
を参照して、データベースのリストアおよびリカバリを行います。

3.3.4 ファイル・ベース・リポジトリのトラブルシューティングファイル・ベース・リポジトリのトラブルシューティングファイル・ベース・リポジトリのトラブルシューティングファイル・ベース・リポジトリのトラブルシューティング
DCM でファイル・ベース・リポジトリに関する障害が報告された場合は、この項の説明に
従って、リポジトリのトラブルシューティングを行います。

3.3.4.1 DCM におけるファイル・ベース・リポジトリの使用におけるファイル・ベース・リポジトリの使用におけるファイル・ベース・リポジトリの使用におけるファイル・ベース・リポジトリの使用
DCM は、ORACLE_HOME/dcm/repositoryに構成情報を格納します。

3.3.4.2 ファイル・ベース・リポジトリの障害をトラブルシューティングファイル・ベース・リポジトリの障害をトラブルシューティングファイル・ベース・リポジトリの障害をトラブルシューティングファイル・ベース・リポジトリの障害をトラブルシューティング
する方法する方法する方法する方法
ファイル・ベース・リポジトリの障害のほとんどは、ファイル・システムの障害に起因しま
す。

1. 次のことを確認します。

� ファイル・システムが容量不足でないこと。

� ファイル・システムが割当て範囲内で使用されていること。

� Oracle Application Server をインストールしたオペレーティング・システムのユー
ザーが、リポジトリに対する書込み権限を持っていること。

たとえば、UNIX では、ユーザーが oracle の場合は、リポジトリ・ファイルの所有者と
権限の文字列が例 3-2 のようになっている必要があります。
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例例例例 3-2 ファイル・ベース・リポジトリの権限ファイル・ベース・リポジトリの権限ファイル・ベース・リポジトリの権限ファイル・ベース・リポジトリの権限

drwxr-x---   4 oracle   g632         512 Apr  4 17:30 .
drwxr-xr-x   7 oracle   g632         512 Apr  4 16:48 ..
-rw-r-----   1 oracle   g632         990 Apr  4 17:45 app.bom
-rw-r-----   1 oracle   g632           0 Apr  4 16:48 archive
-rw-r-----   1 oracle   g632           0 Apr  4 16:48 archmember
-rw-r-----   1 oracle   g632        1291 Apr  4 17:30 cluster
-rw-r-----   1 oracle   g632          42 Apr  4 16:48 cluster.bom
-rw-r-----   1 oracle   g632        1034 Apr  4 17:30 componentCluster
-rw-r-----   1 oracle   g632         635 Apr  4 17:45 conf.bom
-rw-r-----   1 oracle   g632         650 Apr  4 16:48 farm
-rw-r-----   1 oracle   g632        1545 Apr  4 17:30 instance
-rw-r-----   1 oracle   g632        3597 Apr  4 17:30 instanceAttr
-rw-r-----   1 oracle   g632        3855 Apr  4 17:30 member
drwxr-x---   2 oracle   g632         512 Apr  5 16:07 mutex
-rw-r-----   1 oracle   g632         777 Apr  4 16:48 node
-rw-r-----   1 oracle   g632        5140 Apr  4 17:30 obj
-rw-r-----   1 oracle   g632           0 Apr  4 16:48 tag
drwxr-x---   2 oracle   g632         512 Apr  4 17:30 tmp
-rw-r-----   1 oracle   g632         550 Apr  4 17:39 tp.bom

2. エラー・メッセージがインスタンスとリポジトリに矛盾があることを示している場合
は、次のように resyncInstance コマンドを発行します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl resyncinstance

3. リポジトリ・ファイルにエラーがある場合、あるいはリポジトリ・ファイルの一部また
はすべてが削除されている場合は、次の方法でファイルをリストアできます。

インスタンスがクラスタリングされている場合 : 

a. リカバリするインスタンスの Oracle ホームで、次のコマンドを発行します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl resyncinstance

Oracle ホームのバックアップがある場合 : 

a. ORACLE_HOME/dcm/repositoryのリポジトリ・ファイルをリストアします。

b. リカバリするインスタンスの Oracle ホームで、次のコマンドを発行します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl resyncinstance
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構成のアーカイブ構成のアーカイブ構成のアーカイブ構成のアーカイブ

この章では、DCM のアーカイブ機能と、アーカイブに保存されている構成をリストアする
方法について説明します。

この章は次の項で構成されています。

� DCM アーカイブ・コマンド

� 初期構成のアーカイブの作成

� アーカイブの作成

� アーカイブのベスト・プラクティス

� アーカイブとインスタンスの互換性

� アーカイブのエクスポートとインポート

� 自動アーカイブの使用方法

� 構成の保存

� インスタンスへのアーカイブのインポートと適用
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DCM アーカイブ・コマンド
4.1 DCM アーカイブ・コマンドアーカイブ・コマンドアーカイブ・コマンドアーカイブ・コマンド
dcmctlユーティリティのコマンド（表 2-6「アーカイブ・コマンド」）を使用すると、
Oracle Application Server インスタンスやクラスタの構成をアーカイブして、それを同じイ
ンスタンスやクラスタ、または別のインスタンスやクラスタに適用できます。このアーカイ
ブ機能により、システムを変更する前に構成を保存したり、目的に応じて特定の構成を保存
またはリストアすること（日中と夜間で別々の構成を操作するなど）が容易になります。

4.2 初期構成のアーカイブの作成初期構成のアーカイブの作成初期構成のアーカイブの作成初期構成のアーカイブの作成
Oracle Universal Installer を起動すると、インストールの最後にアーカイブ機能が呼び出さ
れ、Distributed Configuration Management の初期構成がアーカイブされます。このアーカ
イブには、次の名前が付けられます。

InstalledImageinstance name

4.3 アーカイブの作成アーカイブの作成アーカイブの作成アーカイブの作成
アーカイブを作成する方法には次の 2 つがあります。

� 自動アーカイブの使用方法

� 明示的アーカイブの使用方法

注意注意注意注意 : saveInstanceコマンドと restoreInstanceコマンドの使用は推
奨されません。かわりに、これらのコマンドの機能がすべて含まれている
アーカイブ機能を使用することをお薦めします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「Distributed Configuration Management アーカイブの使用方法」
（1-7 ページ）

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「構成のアーカイブ」（4-1 ページ）
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4.3.1 自動アーカイブの使用方法自動アーカイブの使用方法自動アーカイブの使用方法自動アーカイブの使用方法
自動アーカイブは、DCM の管理操作を実行する前に自動的にアーカイブを作成します。
dcmctl setコマンドを使用して、自動アーカイブが有効になっていることを確認します。

たとえば、次のように入力します。

dcmctl set
Verbose:  true
Sort:  false
Warning:  true
Debug:  true
Default Timeout:  120
Auto Archive Count:  15

dcmctl setコマンドを実行すると、Auto Archive Count の値が表示されます。Auto 
Archive Count がゼロでない場合は、自動アーカイブが有効になっていて、DCM の管理コ
マンドを発行する前にアーカイブが自動的に作成されます。

4.3.2 明示的アーカイブの使用方法明示的アーカイブの使用方法明示的アーカイブの使用方法明示的アーカイブの使用方法
自動アーカイブが有効になっている場合でも、管理者は、DCM の管理操作を実行する前に、
指定したバージョンのアーカイブを明示的に作成できます。明示的に作成されたアーカイブ
は、管理者が削除するまで保存されます。

たとえば、foo という名前の新しい J2EE アプリケーションをデプロイする前にアーカイブを
作成するには、次のコマンドを使用します。

dcmctl createArchive -arch PriorToDeployingFoo -comment "prior to foo deploy V1"

createArchiveを使用する場合、アーカイブ名と、そのアーカイブが関連付けられている
構成のバージョンを特定する対応コメントを使用することをお薦めします。自動アーカイブ
と明示的アーカイブのどちらでも、管理操作を実行する前にアーカイブを作成することをお
薦めします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「set」（2-46 ページ）

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「createArchive」（2-12 ページ）
構成のアーカイブ 4-3



アーカイブのベスト・プラクティス
4.4 アーカイブのベスト・プラクティスアーカイブのベスト・プラクティスアーカイブのベスト・プラクティスアーカイブのベスト・プラクティス
この項では、明示的アーカイブと自動アーカイブのベスト・プラクティスについて説明しま
す。ここで扱う項目は次のとおりです。

� createArchive によるアーカイブの作成

� 自動アーカイブとアーカイブ・タイプ

� applyArchiveTo によるアーカイブのリストア

4.4.1 createArchive によるアーカイブの作成によるアーカイブの作成によるアーカイブの作成によるアーカイブの作成
作成できるアーカイブには 2 つのタイプがあります。1 つはクラスタ全体のデータをアーカ
イブするもので、もう 1 つはクラスタ全体のデータと 1 つのインスタンスのインスタンス固
有のデータの両方をアーカイブするものです。

createArchiveでアーカイブされるのは、DCM リポジトリに格納されているデータのみ
です。OAS ファイルに手動で変更を行った後は、dcmctl updateConfigの実行が不可欠
です。このコマンドによって、DCM リポジトリ内で DCM が管理するファイルに変更内容
が格納され、適切に作成されたアーカイブには、それらの変更内容が含まれるようになりま
す。

createArchive -arch myArchiveNameまたは createArchive -arch 
myArchiveName -i <myInstanceName>で作成されたアーカイブと、createArchive 
-arch myArchiveName -cl <clusterName>で作成されたアーカイブとでは、内容が
異なります。

相違点は次のとおりです。

� createArchive -clで作成されたクラスタ全体のアーカイブには、クラスタ固有の情
報のみが含まれ、そのアーカイブの作成元のインスタンスに固有の情報は含まれませ
ん。

� createArchive -iで、またはオプションを指定しないで作成されたインスタンス固
有のアーカイブには、クラスタ固有の情報と、createArchiveを実行したインスタン
スに関する、DCM で管理する情報が含まれます。

インスタンスに対してインスタンス固有の変更を行い、それらが保存されていることを確認
する場合は、createArchiveを実行するときに、-clオプションではなく -iオプション
を使用する必要があります。

注意注意注意注意 : コメントを表す -commentスイッチを利用して、アーカイブの説明
に役立てることをお薦めしますが、このスイッチは、次のドキュメント内で
は説明する概念を明確にするためにオフになっています。
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現在、インスタンス固有のアーカイブとクラスタ固有のアーカイブを簡単に区別する方法は
ありません。そのため、コメントを使用して、どのタイプのアーカイブを作成するのかを示
しておくことをお薦めします。

applyArchiveToでは、-iオプションで格納されたインスタンス固有のデータがクラスタ
に適用されないことに注意してください。「applyArchiveTo によるアーカイブのリストア」
の項を参照してください。

保護のレベルを最高にするために、アーカイブをエクスポートすることを強くお薦めしま
す。

例例例例 1
3 つの Oracle Application Server インスタンスで構成されたクラスタがあり、1 つのインス
タンスでインスタンス固有の変更を行い、将来それらのリストアが必要になる場合に備えて
変更内容を保存する場合は、次のコマンドを実行して変更内容を適切に保存する必要があり
ます。

createArchive -arch archive_name -i instance_name

例例例例 2
3 つの Oracle Application Server インスタンスで構成されたクラスタがあり、すべてのイン
スタンスでインスタンス固有の変更を行い、将来それらのリストアが必要なる場合に備えて
変更内容を保存する場合は、バックアップを取るインスタンスごとに、次のコマンドを実行
する必要があります。

% createArchive -arch archive_name -i instance_name1
% createArchive -arch archive_name -i instance_name2
% createArchive -arch archive_name -i instance_name2

注意注意注意注意 : 「自動アーカイブとアーカイブ・タイプ」の項を参照して、自動アー
カイブによるインスタンス固有のデータのアーカイブの処理方法を理解して
おいてください。リストア操作が円滑に予期したとおりに行えるように、リ
ストアとアーカイブが必要になる前に「applyArchiveTo によるアーカイブの
リストア」の項を確認しておくことも重要です。
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4.4.2 自動アーカイブとアーカイブ・タイプ自動アーカイブとアーカイブ・タイプ自動アーカイブとアーカイブ・タイプ自動アーカイブとアーカイブ・タイプ
DCM の自動アーカイブ機能は、アーカイブを生成するときに次のように動作します。

� インスタンスがクラスタ内にある場合は、createArchive -clによって、クラスタ固
有のアーカイブが生成されます。

� インスタンスがスタンドアロンの場合は、createArchive -iによって、インスタン
ス固有のアーカイブが生成されます。

クラスタリングされたインスタンスに対してインスタンス固有の変更を行なっても、自動
アーカイブ・メカニズムでは保存されないことに注意してください。これらの変更は、

「createArchive によるアーカイブの作成」の項のガイドラインに従って、管理者が明示的に
保存する必要があります。

4.4.3 applyArchiveTo によるアーカイブのリストアによるアーカイブのリストアによるアーカイブのリストアによるアーカイブのリストア
リストアの手順は、明示的アーカイブでも自動アーカイブでも同じです。アーカイブのリス
トアには 5 つのシナリオがあります。

� クラスタにアーカイブをリストアする

� スタンドアロンのインスタンスにアーカイブをリストアする

� クラスタリングされていないインスタンスにアーカイブをリストアする

� クラスタ内の 1 つのインスタンスのみに、インスタンス固有のアーカイブをリストアす
る

� クラスタ内の一連のインスタンスに、インスタンス固有のアーカイブをリストアする

これらの各シナリオの手順は次のとおりです。いずれの手順を実行した場合でも、対象のク
ラスタが停止することに注意してください。目的外のアーカイブを誤ってリストアするなど
の問題が発生した場合に備えて、アーカイブを作成およびエクスポートしてから別のアーカ
イブをリストアすることをお薦めします。

4.4.3.1 クラスタにアーカイブをリストアするクラスタにアーカイブをリストアするクラスタにアーカイブをリストアするクラスタにアーカイブをリストアする
1. 管理ポイントとして、クラスタ内の 1 つのインスタンスを選択します。

2. リストアするアーカイブを選択します。必要に応じて、importArchiveを使用して、
ファイル・システムからアーカイブをインポートします。

3. 次のコマンドを実行します。

% applyarchiveTo -cl cluster_name -arch archive_name
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アーカイブのベスト・プラクティス
4.4.3.2 スタンドアロンのインスタンスにアーカイブをリストアするスタンドアロンのインスタンスにアーカイブをリストアするスタンドアロンのインスタンスにアーカイブをリストアするスタンドアロンのインスタンスにアーカイブをリストアする
1. 管理ポイントとして、クラスタ内の 1 つのインスタンスを選択します。

2. リストアするアーカイブを選択します。必要に応じて、importArchiveを使用して、
ファイル・システムからアーカイブをインポートします。

3. 次のコマンドを実行します。

% applyarchiveTo -cl archive_name -arch archive_name

4.4.3.3 クラスタリングされていないインスタンスにアーカイブをリストクラスタリングされていないインスタンスにアーカイブをリストクラスタリングされていないインスタンスにアーカイブをリストクラスタリングされていないインスタンスにアーカイブをリスト
アするアするアするアする
1. 管理ポイントとして、クラスタ内の 1 つのインスタンスを選択します。

2. リストアするアーカイブを選択します。必要に応じて、importArchiveを使用して、
ファイル・システムからアーカイブをインポートします。

3. 次のコマンドを実行します。

% applyarchiveTo -arch archive_name

4.4.3.4 クラスタ内のクラスタ内のクラスタ内のクラスタ内の 1 つのインスタンスのみに、インスタンス固有のつのインスタンスのみに、インスタンス固有のつのインスタンスのみに、インスタンス固有のつのインスタンスのみに、インスタンス固有の
アーカイブをリストアするアーカイブをリストアするアーカイブをリストアするアーカイブをリストアする
クラスタを構成しているインスタンスにインスタンス固有の変更をリストアする場合は、次
の手順を実行します。クラスタに再結合すると、クラスタ固有の情報はクラスタの設定にリ
セットされますが、インスタンス固有のデータは変更されません。

1. 管理ポイントとして、クラスタ内の 1 つのインスタンスを選択します。

2. リストアするアーカイブを選択します。必要に応じて、importArchiveを使用して、
ファイル・システムからアーカイブをインポートします。

3. インスタンス上で leaveClusterを実行し、そのインスタンスをクラスタから切り離
します。

% leaveCluster

4. アーカイブを適用します。

% applyArchiveTo -arch archive_name

5. インスタンス固有の変更がリストアされたことを確認します。

6. クラスタに再結合します。

% joinCluster -cl cluster_name
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アーカイブとインスタンスの互換性
4.4.3.5 クラスタ内の一連のインスタンスに、インスタンス固有のアーカクラスタ内の一連のインスタンスに、インスタンス固有のアーカクラスタ内の一連のインスタンスに、インスタンス固有のアーカクラスタ内の一連のインスタンスに、インスタンス固有のアーカ
イブをリストアするイブをリストアするイブをリストアするイブをリストアする
クラスタを構成しているインスタンスの一部またはすべてに、インスタンス固有の変更をリ
ストアすることもできます。これには、リストアするインスタンスごとに、「クラスタ内の 1
つのインスタンスのみに、インスタンス固有のアーカイブをリストアする」の項で示した手
順を繰り返します。

4.5 アーカイブとインスタンスの互換性アーカイブとインスタンスの互換性アーカイブとインスタンスの互換性アーカイブとインスタンスの互換性
アーカイブを作成すると、アーカイブされたオブジェクト（Oracle Application Server イン
スタンスまたはクラスタ）に関連付けられている構成およびアプリケーション・デプロイメ
ントの情報がリポジトリに格納されます。このアーカイブ・イメージは、同じリポジトリ内
の互換性のあるインスタンスやクラスタに適用することも、ファイルにエクスポートして、
別のリポジトリ内のインスタンスやクラスタに適用することもできます。インスタンスまた
はクラスタに対するアーカイブの互換性は、クラスタリングされるインスタンス間の互換性
に類似しています。

インスタンスとクラスタにアーカイブを適用する場合は、次の互換性ルールに従う必要があ
ります。

� アーカイブのソースには、適用先と同じ構成のコンポーネントがインストールされてい
る必要があります。適用先がクラスタの場合は、クラスタリングできないオブジェクト
をアーカイブに含めることはできません。

� ホスト名などのインスタンス固有の情報は、そのソースであるインスタンスのみに適用
しなおすことができます。

� インスタンスまたはクラスタの構成は、別のインスタンスまたはクラスタに直接適用す
ることができます。つまり、適用時には、インスタンスまたはクラスタのアーカイブを
ソースとして取得できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「isClusterable」（2-25 ページ）
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アーカイブのエクスポートとインポート
4.6 アーカイブのエクスポートとインポートアーカイブのエクスポートとインポートアーカイブのエクスポートとインポートアーカイブのエクスポートとインポート
アーカイブをリポジトリからファイルにエクスポートし、そのファイルを同じリポジトリま
たは別のリポジトリにインポートすることができます。インポート時には、アーカイブ名お
よび関連付けられているコメントを変更できます。最初のアーカイブ名とコメントがデフォ
ルトになります。

アーカイブはまた、リポジトリからファイルにエクスポートすることも、ファイルからリポ
ジトリにインポートすることもできます。インポートおよびエクスポート機能を使用する
と、リポジトリ間でのアーカイブの移動が可能になります。アーカイブは次のリポジトリ間
で移動できます。

� データベース・リポジトリ間

� ファイル・ベース・リポジトリ間

� データベース・リポジトリからファイル・ベース・リポジトリ

� ファイル・ベース・リポジトリからデータベース・リポジトリ

エクスポートされたアーカイブ・ファイルは、.jar 形式になります。jar ファイル内の
Export_Informationと Archive_Informationという 2 つのエントリは、アーカイブ
の記述をカプセル化します。これらのエントリは、エクスポート・ファイルから抽出して、
テキストとして表示できます。エクスポート・ファイルの他のエントリには、コンポーネン
トのインスタンスごとに 1 つずつ構成情報のエントリが含まれます。例 4-1、 例 4-2 と例 4-3
に、アーカイブ・ファイルのサンプルを示します。

例例例例 4-1 開いた状態のエクスポート・ファイル開いた状態のエクスポート・ファイル開いた状態のエクスポート・ファイル開いた状態のエクスポート・ファイル

Archive_Information
Export_Information
Default_Information
HTTP Server
home
Component1
Component2

例例例例 4-2 Export_Information ファイルファイルファイルファイル

Export_Information:
Version: 9.0.4.0.0
Comments: "User comments about the export"
Farm: dbmachine.1234.5678
Create Time: Mon Sep 30 12:42:10 PDT 2002

注意注意注意注意 : アーカイブ・ファイルは編集しないでください。編集すると、アーカアーカイブ・ファイルは編集しないでください。編集すると、アーカアーカイブ・ファイルは編集しないでください。編集すると、アーカアーカイブ・ファイルは編集しないでください。編集すると、アーカ
イブが正しく機能しなくなる場合があります。イブが正しく機能しなくなる場合があります。イブが正しく機能しなくなる場合があります。イブが正しく機能しなくなる場合があります。
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自動アーカイブの使用方法
例例例例 4-3 Archive_Information ファイルファイルファイルファイル

Archive_Information:
Name: archive1
Source: cluster1
Version: 9.0.4.0.0
Configured Component Types: [Apache, J2EE]
Comments: "User comments about the archive"
Create Time: 2002-09-26 16:46:40.0
Clusterable:true

4.7 自動アーカイブの使用方法自動アーカイブの使用方法自動アーカイブの使用方法自動アーカイブの使用方法
自動アーカイブを使用すると、表 4-1 のいずれかの操作を実行したときにアーカイブが自動
的に作成されます。自動アーカイブは、createArchiveコマンドで作成されたアーカイブ
と共存し、システム生成の名前で識別されています。例 4-6 は、その例に登場するアーカイ
ブ 2 の自動アーカイブ名の例を示しています。

例 4-4 と例 4-5 に示すように、set コマンドに -archオプションと整数を使用して、保存す
る自動アーカイブ・バージョンの数を指定したり、自動アーカイブを無効にすることができ
ます。

例例例例 4-4 保存する自動アーカイブの数を保存する自動アーカイブの数を保存する自動アーカイブの数を保存する自動アーカイブの数を 10 バージョンに設定するバージョンに設定するバージョンに設定するバージョンに設定する

dcmctl set -arch 10

表表表表 4-1 アーカイブの自動操作アーカイブの自動操作アーカイブの自動操作アーカイブの自動操作

インスタンスのクラスタへの追加

クラスタの属性の変更

インスタンスの属性の変更

構成ツールを使用した Oracle Application Server Single Sign-On の構成

新規 OC4J インスタンスの作成

J2EE アプリケーションのデプロイ

updateConfig コマンドの発行

クラスタの結合

Enterprise Manager のスタンドアロン・コンソールの使用による Oracle Application Server の構成

OC4J インスタンスの削除
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自動アーカイブの使用方法
例例例例 4-5 自動アーカイブをオフにする自動アーカイブをオフにする自動アーカイブをオフにする自動アーカイブをオフにする

dcmctl set -arch 0

整数値は、関連付けられたインスタンスまたはクラスタに対する自動アーカイブの上限を指
定します。たとえば、10 個のインスタンスを含むファームがあり、各インスタンスで自動
アーカイブ・カウントが 15 に設定されている場合、自動アーカイブ・カウントは 150 アー
カイブが作成されるまで増大し続けます。

自動アーカイブには、例 4-6 のアーカイブ 2 に示すような、システム生成の名前が付けられ
ます。自動アーカイブ名はすべて、dcm.autoarchiveで始まります。その後ろにコン
ピュータの IP アドレス、アーカイブのトリガーとなった DCM 操作の識別子、コンピュー
タ固有のユーザー ID が続きます。これにより、自動アーカイブ名はファーム全体を通じて
一意の名前になります。インスタンスがクラスタのメンバーである場合、Source: 識別子は
cluster: cluster nameになります。

例例例例 4-6 自動アーカイブ名（自動アーカイブ名（自動アーカイブ名（自動アーカイブ名（listArchives コマンドで出力）コマンドで出力）コマンドで出力）コマンドで出力）

dcmctl> listarchives
1
Name:         InstalledImage_10gM21.example.com
Source:       instance: 10gM21.example.com
Version:      9.0.4.0.0
Comments:      This is an archive of the initial installed configuration for
 this instance.
Created:      2003-11-12 14:08:34.162
Clusterable:  true

2
Name:         dcm.autoarchive_222.222.3.12.999f1921.f8d70c4e79.-7fff
Source:       instance: 10gM21.example.com
Version:      9.0.4.0.0
Comments:     Automatic archival prior to hand-editing of configuration files
 OC4J OHS opmn jazn
Created:      2003-11-13 13:45:49.259
Clusterable:  true
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構成の保存
4.8 構成の保存構成の保存構成の保存構成の保存
DCM の構成は定期的に保存する必要があります。構成を大幅に変更する場合は、変更前お
よび変更後の構成スナップショットを作成しておくと便利です。

1. 構成に応じて、次のいずれかのコマンドを発行します。

dcmctl createarchive -arch archive_name -cl cluster_name

または

dcmctl createarchive -arch archive_name -i instance_name

2. （オプション）次のコマンドを使用して、アーカイブをファイル・システムにエクス
ポートします。

dcmctl exportarchive -arch archive_name -f file_name

4.9 インスタンスへのアーカイブのインポートと適用インスタンスへのアーカイブのインポートと適用インスタンスへのアーカイブのインポートと適用インスタンスへのアーカイブのインポートと適用
誤ってインスタンスを破棄したり、リポジトリにエラーが発生した場合は、インポート・コ
マンドを使用して、エクスポートしたアーカイブから構成をリストアできます。

 dcmctl importarchive -arch archive_name -f file_name

アーカイブを DCM リポジトリにリストアするには、次のいずれかのコマンドを使用しま
す。

dcmctl applyarchiveto -arch archive_name -cl cluster_name

dcmctl applyarchiveto -arch archive_name -i instance_name

注意注意注意注意 : アーカイブはリポジトリに保存されます。アーカイブをファイル・シ
ステムにエクスポートしていないときにリポジトリが破損すると、リポジト
リに保存されていたアーカイブは失われます。万が一に備え、アーカイブを
ファイル・システムにエクスポートしておくことをお薦めします。
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