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読者への注記 

この計画ドキュメントでは，Oracle，Rdb，RDBMS という言葉を次の意味で使用しています。 

• RDBMS は一般に，Oracle データベース・ソフトウェアまたは Oracle Rdb ソフ
トウェアを指しています。 

• Rdb は，Oracle Rdb ソフトウェアを指しています。 

• Oracle は，Oracle データベース・ソフトウェアを指しています。 

  

  

業務に関する検討事項 
 

概要 
データベース移行計画における推進力となるのが，企業における業務

の望ましい姿や展望を示すビジョンです。財務，医療，研究，開発，

防衛，製造，公共事業など，どの業種であるかには関係なく，企業活

動をサポートするために IT システムが存在します。ある企業に対する
サポートのあり方は，移行管理の計画を決めるうえで大きな影響を及

ぼします。  

データベースの移行においては，業務にフォーカスして次の 6 つの点
について検討および考察する必要があります。以降の各項で，これら

について詳しく説明します。 

 情報の収集 

業務情報と技術情報を，いつ，誰が，何を，どのように収集する

のかについて主に説明しています。収集された情報は，データベ

ースの移行計画と意思決定プロセスに大きな影響を及ぼすことに

なります。 

 業務内容の再検討 

業務内容の計画的または自然発生的な変化が，組織の多くのユー

ザに影響を及ぼし，移行プロセスの推進にどのように寄与する可

能性があるかというテーマを取り上げます。 

 ソフトウェア・バージョンの評価 

業務要件とソフトウェア・バージョンについて説明し，ソフトウ

ェアのサポート状況，互換性，および相対的なパフォーマンスに

関する問題を取り上げます。 

 データベース・アップグレード・パスの選択 

移行プロセス中に発生する必須または選択的なソフトウェア・ア

ップグレードの計画について，その要点を説明しています。アッ
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プグレードの必要性，アップグレードを行う場合の推奨する方法，

およびアップグレードの時期や方法について解説しています。 

 最適な移行時期の決定 

業務の観点から最適な移行時期を決定する際に役立つよう設計さ

れた，一連の推奨する方法とその他の情報を提供します。 

 クラスタ環境における移行計画 

現在，OpenVMS クラスタ環境の Alpha  サーバ上で Oracle9iRAC を
使用していて，Intel® Itanium® 2 ベースの HP Integrity サーバ上の
クラスタ環境への移行を計画している場合は，ここで移行計画に

役立つ情報や参考資料を参照できます。 
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情報の収集 
概要 

移行前のフェーズで必要な情報を収集することにより，効率的に移行

することができます。ここでは，さまざまな情報の種類と，それらの

情報をデータベース移行計画に利用する方法について説明します。 

詳細説明 

情報の収集では，次の点を考慮する必要があります。 

 情報ソース 

企業の特性に応じて，次のようなさまざまなソースから情報を収

集します。 

• 自分の所属するグループ，部門，ラボ 

• 企業内の他のグループ，部門，開発ラボ，研究ラボ 

• 現在使用中，または将来使用を検討しているアプリケーショ

ンや基盤ソフトウェアを提供する独立系ソフトウェア・ベン

ダ（ISV） 

• IT システム・ハードウェアのサプライヤ（供給業者） 

次の図に示すように，これらの情報ソースによって，技術的なも

のから業務的なものまで，さまざまな情報が提供されます。 
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 業務情報 

業務情報は，組織の業務の中で IT システムおよびアプリケーショ
ンがどのように使用されるかについての情報です。データベース

移行では次の情報が対象になります。 

• データの特性 

• データの可用性の要件 

• データの変動性 

• 他のグループにおける変更の影響 

その他，状況によっては他の情報が含まれる場合もあります。 

 技術情報 

IT システムの管理および移行に関連する技術情報としては，ベン
ダ・データ，バージョン・データ，パッチ・レベル，スクリプト，

環境変数，ハードウェア構成，アクセス時間，パフォーマンス・

データなど，非常に多くの情報があります。 

これらの情報は，移行中のいくつかの時点で，アクションの評価

と実行のために必要です。次のようなアクションがあります。 

• 問題の解決 

• ISV サポート担当者との効果的な連携作業 

• ターゲット・システムのベースラインや環境の確立（スクリ

プトや環境変数など） 

• サーバ，ストレージ，ネットワークの各要件の決定 

• バルク・データ・コピー時間の見積り 

• トランザクション処理速度の見積り 

• リソースの最小化と，ソース・システムの継続的な使用に伴

う競合状態のスケジューリング 

• 必要に応じて重要なバックアップにアクセスできるようにす

ること 

• 移行シナリオの策定に役立つ，アプリケーションとデータベ

ース・サーバとの関係の特定（サーバ移行をいくつかのフェ

ーズに分けて実施できるかどうかなど） 
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推奨する方法 
情報収集作業に関して推奨する方法を次に示します。 

 情報ソース 

使用するさまざまな情報ソースを特定し文書化します。 

 業務情報 

次の表に示す業務情報を収集，記録，整理します。 
 

注意 
以下の表で使用する「マップ」という用語は，適切な情報を表現するた

めの任意の手段を意味します。たとえば，通信経路を把握するためには

ダイアグラムを使用し，システム名やオペレーティング・システム・バ

ージョンを把握するためには表を使用します。 
 

情報の種類 情報の使用方法 

ユーザ，DBA，管理者を含む，予定されて
いる作業のマップ 

これらの情報は作業の競合を避けるのに使用しま

す。作業が競合する例としては，バルク・デー

タ・コピー中に，予定されていた完全バックアッ

プが開始されてしまった場合などがあります。 
使用状況データ 

 日または週の使用状況の統計情報 
 使用状況の特性（トランザクション速度，

更新や挿入の測定値） 
 データベースにアクセスしているユーザ数

やアプリケーション・サーバ数 

これらの情報を使用して，移行作業の最適な実施

時期を計画します。 

ユーザの組織やその管理職，技術サポート

の人員 
これらの人員と連携して移行計画を調整し，業務

運営への悪影響を最小限に抑えます。管理職を含

めてください。 
記録保持の要件およびポリシー これらの情報を使用して，データ保持のための行

政および他の法的要件に対してどのように準拠す

るのかを計画します。企業によっては，知的所有

権情報など，その他の要件を独自に確立している

場合もあります。 
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 技術情報 
 

情報の種類 情報の使用方法 

システム名，オペレーティング・システム

のバージョン，RDBMS のバージョン，ア
プリケーション開発企業名，アプリケーシ

ョン製品名，アプリケーション・バージョ

ン，およびパッチ・レベルのマップ 
移行対象のアプリケーションやデータベー

スに関連するすべてのシステムについて，

これらの情報を収集 

これらの背景情報は，後の移行プロセスにおける

決定やトレードオフを行う際に使用します。 

RDBMS サーバとアプリケーション・サー
バ間の通信経路のマップ 
 

使用可能な帯域幅と，その他の使用可能なトラフ

ィックについて完全に理解することが，バルク・

データ転送に必要となる時間量を見積るうえで重

要となります。 
これらの情報を使用して移行シナリオの選択肢を

考慮し，次のことが保証されるようにします。 
 データベース・サーバとアプリケーション・サー

バのネットワークの効率的な配置 
 トラフィック・パターンどうしで相互に干渉しな

いこと 
関連する RDBMS サーバと，Oracle が通信
する他のサーバとの間のネットワークのマ

ップ 

クラスタがデータ転送トラフィックにどの程度の

影響を与えるのかを考慮します。アプリケーショ

ンによっては，タスクに固有のサーバが含まれる

場合があります。 
RDBMS サーバおよびアプリケーション・
サーバでそれぞれ使用されるストレージの

マップ 

使用可能なストレージ量を見積り，十分な容量を

確保します。ストレージの配置の効率性が不十分

な場合に発生するパフォーマンス上の問題につい

ても同様に重要です。ソース・システムの配置を

考慮し，ターゲット・システムで将来望まれるパ

フォーマンスについても検討します。この作業

は，移行後のデータベースを将来の最終的なスト

レージ配置に割り当てるために役立ちます。 
データベースからサーバおよびディレクト

リ構造へのマップ 
この情報によって，スタートアップ，環境変数，

およびその他の制御ファイルが格納されるサーバ

とディレクトリ構造に，個々のデータベースが関

連付けられます。この情報を使用して，移行を実

行する際に正しい環境で作業できるようにしま

す。 
データベースの特性 
サイズ，オブジェクト数，オブジェクトの

種類，特殊な処理を必要とする可能性のあ

るデータ型の識別などを含む 

この情報によって， 
 バルク・データのコピーおよび同期を行うための

ツールを選択します。 
 コピーおよび同期の操作を実行するのに必要な時

間量を見積ります。 
移行後のデータベースを運用使用に切り替える前

に行う検証およびその他の完了処理について，そ

れらの実行に必要な時間を見積ります。 
ビジネス上重要なデータベースの特性 
これには，高可用性と災害復旧の処理の必

要性を含む 

この情報によって， 
高可用性のための要件を評価し，耐災害運用のため

の計画を支援します。 
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業務内容の再検討 
概要 

市場や地理的環境，競合他社や製品，業務の管理に使用するツールな

ど，ビジネスの環境は絶えず変化しています。新しいプラットフォー

ムへの移行もまた，このような絶え間ない変化の一部であり，企業の

業務内容の他の要素にも影響を及ぼします。 

業務内容の計画的または自然発生的な変化が，組織の多くのユーザに

影響を及ぼしながら，移行プロセスの推進にどのように寄与する可能

性があるかというテーマを取り上げます。 

詳細説明 
企業の業務内容に関しては，次の点を考慮する必要があります。 

 IT アーキテクチャと将来の業務要件との比較 

移行作業の改善や，他の IT システムの改善を盛り込むことによっ
て，経済的効果や相乗効果が得られることがあります。モノリシ

ック構造から，クライアント・サーバまたはそれ以上に強力なレ

イヤ構造に移行することによって，IT 環境にメリットがもたらさ
れる可能性はありませんか？負荷分散が必要でしょうか？高可用

性機能や災害復旧機能を採用すべきでしょうか？ 

移行内容によっては，データベース複製機能などを含めた災害復

旧時の対応を確立することによって，メリットがもたらされる可

能性があります。24 時間常時データベース・アクセスが可能なこ
とがきわめて重要なオンライン・トランザクション処理（OLTP）
では，特にこのことが顕著になります。 

クラスタベースのアーキテクチャでは，高レベルの可用性や，シ

ステム・パフォーマンスの向上の点で，さらにメリットが得られ

る場合もあります。OpenVMS クラスタや Oracle9iRAC の使用を検
討してください。詳細については，クラスタ環境における移行計

画を参照してください。 

 ベンダ製品と業務計画のサポート 

業務および企業向けソフトウェア・ツールを提供しているベンダ

による製品改良や機能追加が，企業の業務内容に価値をもたらす

場合があります。企業の IT インフラストラクチャやアプリケーシ
ョン・ソフトウェアの提供元であるハードウェア・ベンダや ISV 
によって，企業が計画している目的の状況に適用できるような機

能が提供されていないでしょうか。それらの機能は，移行を成功

させるうえでどのように利用できますか。 
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 データベースやアプリケーションの入れ替えまたは使用中止 

作業現場で使用されているアプリケーションおよびその使用方法

と，それらのアプリケーションがビジネス・ニーズの変化に対応

する上でどのように役立っているかについて検討します。これら

の検討の結果，現在使用しているものとは異なるリレーショナ

ル・データベース管理システム（RDBMS）やデータベース・バー
ジョンを使用する新しい CRM製品または ERP製品へのアップグ
レードや切り替えなど，他のアプリケーションへの変更が必要で

しょうか？通常，そのような変更を行う場合は，新しいアプリケ

ーションの使用を開始した後に，現在のデータベースの使用を中

止して保管しておきます。 

例 
従業員の経費管理：たとえば，従業員の経費管理アプリケーショ

ンを新しいものに切り替える場合，以前のアプリケーション製品

を並行して使用しますが，新たに経費レポートを使用する際は新

しいアプリケーションを使用します。その際，ある時点からは以

前のアプリケーションとそのデータベースをネットワークに接続

しておく必要がなくなります。それ以降は，すべてのユーザが新

しいシステムに経費を入力して新しい製品を導入します。ただし，

未完了の経費レポートについては以前のシステムで承認と決済を

行うようにします。また，その後，古いシステムの使用はアーカ

イブの参照目的に限定します。 
 

注意 
元のデータベースの移行が引き続き必要となる場合もありますが，その

場合は「静的データ」の事例のほうが扱いが簡単になります。詳細につ

いては，移行計画ドキュメント『Database evaluation』の「Determining 
database usage」の項を参照してください。また，アーカイブ目的の移行
は，通常は都合のよいときに実行できます。 

 
 ユーザ環境と作業プロセス 

次のことをユーザに要請します。 

• 優先順位の設定や，移行のさまざまな面に関する取り決めに

ついての支援  

• 移行をよりスムーズに行うため，一時的に使用できなくても

ユーザに影響しない機能の特定 

• 計画のさまざまなバリエーションについて，それらのコスト

とメリットの評価   

ユーザは現場の最前線で作業しており，移行時に発生する問題を

早期に予測できる場合があります。彼らの経験や協力もまた，移

行時の問題回避に役立ちます。  
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推奨する方法 
一般的なガイドラインとして推奨する方法を次に示します。 

 IT アーキテクチャと将来の業務要件との比較 

次の選択肢について検討します。 

• クライアント・サーバまたはそれ以上に強力なレイヤ構造 

• 負荷分散 

• 高可用性 

• 災害復旧計画 

• データベース複製機能 

• クラスタ・アーキテクチャ 

 ベンダ製品によって業務計画がどのようにサポートされるかを検討 

• IT インフラストラクチャやアプリケーション・ソフトウェア
を提供しているハードウェア・ベンダや ISV に確認します。
ベンダや ISV が改良版をリリースするロードマップや時期を
把握し，業務で利用したい機能について調べます。この情報

に基づいて移行を計画します。 

移行を支援するために，HP は ISV ロードマップに関する 
Web サイトを作成しました。この Web サイトは，HP Alpha 
および HP Integrity に対応する主要なアプリケーションの提供
状況を確認するのに役立ちます。これらの情報は，主要なア

プリケーションのロードマップを理解し，特定のパッケー

ジ・アプリケーション環境を移行するための最適なタイミン

グを決めるのに役立ちます。この Web サイトは次のURLでア
クセスできます： 
http://h71000.www7.hp.com/partners/index.html

ロードマップ情報の詳細については，HP の担当営業またはソ
リューション・アーキテクトに問い合せてください。 

• 詳細については，Packaged applications 移行モジュールに含ま
れている ISV ホワイト・ペーパーを参照してください。 

 データベースやアプリケーションの入れ替えまたは使用中止の検討 

 優先順位の設定，機能の特定，および移行コストについてユーザに

確認 

http://h71000.www7.hp.com/partners/index.html
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ソフトウェア・バージョンの評価 
概要 

あるプラットフォームから別のプラットフォームに移行する際には，

ソフトウェア・バージョンについて特に注意する必要があります。移

行に際して業務上の目標を明確に定めると，ソフトウェア・バージョ

ンに関する計画がかなり容易になります。 

ここでは業務要件とソフトウェア・バージョンに対する課題について

説明し，ソフトウェアの提供状況，互換性，および相対的なパフォー

マンスに関する問題を取り上げます。 

詳細説明 
移行先のソフトウェア・バージョンについて検討する際は，次の点を

考慮する必要があります。 

 業務目標 

業務目標は，現在の業務環境をそのまま新しいプラットフォーム

に移行して利用する計画なのか，それとも移行とともに変更や改

善を加える計画なのかを理解するのに役立ちます。この項目の詳

細については，「Oracle アップグレード・パスの選択」の項を参
照してください。 

 実運用環境，開発環境，QA 環境 

ソフトウェア・バージョンを，実運用環境だけでなく開発環境や 

QA 環境でも評価することが重要です。そうすることによって，タ
ーゲット環境で必要となるアプリケーションを計画できるように

なります。 

 ソフトウェア・バージョンの選択 

現在の環境をそのまま利用する場合でも，変更やアップグレード

を行う場合でも，ソフトウェア・バージョンを計画するための一

般的なプロセスは同じです。ただし，具体的な手順の順序や，そ

れらの手順における決定事項についてはさまざまに異なります。 

ソフトウェア・バージョンを計画する場合に，十分な配慮を払う

べき主な観点として，サポート状況，互換性，パフォーマンスの 3 
つがあります。 

1. サポート状況 

まず業務要件を決め，それらを必要なソフトウェア機能に対

応付けます。必ず，すべてのアプリケーション・ソフトウェ

ア，RDBMS，およびオペレーティング・システムについて確
認します。また，ある要件が別の要件に依存する場合がある

ことに注意します。たとえば，特定のアプリケーション機能

を利用するために，RDBMS の特定の機能が必要になる場合
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があります。同様に，RDBMS の機能を利用するために，オ
ペレーティング・システムの特定の機能が必要になる場合も

あります。 

ソフトウェアのアップグレードを計画している場合は，新規

に利用したいと考えている新しい機能についてだけでなく，

現在利用しているものの今後利用しなくなる可能性のある既

存機能についても考慮します。必要となるソフトウェアのバ

ージョンを機能セットに基づいて決定したら，入手可能な製

品のロードマップを調べ，それらの入手可能時期を確認しま

す。ソフトウェア製品とその入手可能時期を，業務機能と突

き合せることによって，対象環境を移行するための期間を設

定できるようになります。 

Oracle が特定のバージョンのサーバのサポートを終了する時
期を考慮する必要があります。2006 年初めの時点で，一部の
顧客はまだ 7，8i，9i を実行していますが，Alpha サーバでは 
9iR2 と 10g だけがサポートされる予定です。10g の出荷後，
9iR2 はいつまでサポートされるのか，明らかにされていませ
ん。したがって，場合によっては、OpenVMS I64 上で 10g が
利用可能になる前に，Alpha 上で 10g にアップグレードしてお
く必要があります。 

Oracle は，古いバージョンの Oracle クライアント製品のサポ
ートを継続し、これによって、より新しいバージョンのデー

タベースにアクセスできます。たとえば，Alpha 上の Oracle 9i 
クライアントと，OpenVMS I64 上の 10g データベースを組み
合わせて使用することができます。 

また，Oracle による Rdb の特定のバージョンのサポートが終
了する時期を考慮する必要があります。  

次の表に示すように，HP Integrity 上で動作する OpenVMS 向け
の Oracle Rdb の最小リビジョン・レベルは，Version 7.2 です。 
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2. 互換性 

業務要件を決めると，必要なソフトウェアとそれに関連する

バージョンが決まります。次に，それらのソフトウェア・セ

ットの互換性についてチェックする計画を立てます。互換性

を評価するためには，次の 2 つの手段が必要です。 

 セット内のすべてのソフトウェアを必要に応じて相互運

用できるようにします。 

 そのソフトウェア・セットが業務内で他の既存要素と正

常に連携できるようにします。 

プログラミング・インタフェース（サポートされているまた

は提供されている API）とユーザ（ヒューマン）インタフェ
ースの両方について評価のための計画を立てます。 

3. パフォーマンス 

最後に，移行先の環境で使用する予定のソフトウェア・バー

ジョンのパフォーマンスについて評価する計画を立てます。

この評価はプロトタイプ環境で実行できると理想的です。 

ソフトウェアのバージョンを変更することが明らかな場合は，

パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。最新リリー

スのアプリケーションに追加された新機能を利用する場合，追

加のリソース（メモリ，I/O，CPU）が必要になることがあり
ます。このため新しいリリースでは，以前のリリースよりも実

行速度が遅くなったり，以前のリリースと同じレベルで実行す

るためにリソースの追加が必要となる場合があります。 
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新しい環境で同じバージョンのソフトウェアを使用する場合

でも，パフォーマンスの問題が発生することがあります。同

じバージョンのアプリケーションでも，異なるプラットフォ

ームで実行した場合に動作が異なることがあります。アプリ

ケーションがプラットフォームによって提供されるサービス

に依存していると，このような問題が発生します。ハードウ

ェアやオペレーティング・システムを変更すると，これらの

サービスの提供方法も変わる場合が多くあります。その結果，

アプリケーションの動作が変わる原因となることがあります。

2 つのプラットフォームでサービスの提供方法に基本的な違
いがないのであれば，関連するパラメータのチューニングと

調整を行うことによって，このような問題を修正できる場合

があります。 

推奨する方法 
ソフトウェア・バージョンに関する計画を立てる際に推奨する方法を

次に示します。 

 業務目標の確認 

情報の収集および業務内容の再検討を事前に確認します。これら

は，データベース移行に関連する，さまざまな業務目標を理解す

るのに役立ちます。これらの情報は，ソフトウェア・バージョン

に関する計画を立てる際にきわめて重要です。 

 ソフトウェア・バージョンを変更するかどうかの決定 

現在のソフトウェア環境をそのまま利用するのか，それとも業務

移行の一環としてソフトウェアに対する変更やアップグレードを

行うのかを決定します。 

 ソフトウェア・バージョンのサポート状況の確認 

• オペレーティング・システム，RDBMS，およびすべてのアプ
リケーション・ソフトウェアについて，それらの製品のロー

ドマップと入手可能時期を確認します。 

何らかの変更を計画している場合は，それらの変更が移行先

のオペレーティング・システムのバージョンで確実にサポー

トされていることを確認します。RDBMS やアプリケーショ
ンに関して新規の要件がある場合は，それらの要件をオペレ

ーティング・システムの機能と突き合せ，移行先環境のすべ

ての部分でそれらの変更が確実にサポートされることを確認

します。 

ISV ロードマップ Web サイトを使って，HP AlphaServerおよ
び HP Integrity システム上での，主要なアプリケーションのサ
ポート状況を確認します。 
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• 詳細については，Packaged applications 移行モジュールに含ま
れている ISV ホワイト・ペーパーを参照してください。 

 ソフトウェアの互換性を分析するための実施計画 

互換性を分析する作業を計画に組み込み，移行先のソフトウェア

環境が業務環境の既存の部分と確実に相互運用できるようにしま

す。この作業では，次の情報ソースを利用します。 

• Oracle Technology Network (OTN) 

http://otn.oracle.com/index.html

• Oracle MetaLink Web サイト 

http://metalink.oracle.com/ 
 
ログインしてから“Forums”を選択し，次に“Oracle Rdb 
Product Family on OpenVMS”を選択します。 

 移行先プラットフォームのパフォーマンス，チューニング，および

スケーリングの分析 

移行先のソフトウェア環境のパフォーマンスとチューニングを分

析する時期を計画し，現在の業務環境との相違点を十分理解し，

必要に応じて対処できるようにします。特に，スケーリングの完

全な評価を行うための十分な時間とリソースを計画の中で確保し

ます。 

OpenVMS I64 上でのメモリ要件の増加を計画に盛り込む必要があ
ります。I64 では Oracle イメージが，Alpha 版よりも 3 倍以上大
きくなる場合があります。このため /resident オプションを指
定して Oracle をインストールすることは重要な機能となります。 

 開発要件と QA 要件の考慮 

このプロセスでは，実運用環境だけでなく，関連するすべての開

発環境と QA 環境について考慮します。 

 ソフトウェアのプロトタイピング 

前記のいくつかの推奨する方法では，移行先の環境で使用するソ

フトウェアをプロトタイピングする作業が伴います。詳細につい

ては，移行計画ドキュメント『Prototype environment』 を参照して
ください。 

http://otn.oracle.com/index.html
http://metalink.oracle.com/
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Oracle アップグレード・パスの選択 
概要 

使用中のソフトウェアの新しいバージョンと，最も重要な Oracle 
RDBMS ソフトウェアの新しいバーションが，移行先のシステムで使用
できる場合があります。新しいバージョンにアップグレードする場合，

それは移行計画にどのように影響するでしょうか。アップグレードは，

移行前，移行中，移行後のどのタイミングで行うべきでしょうか。 
 

注意 
対象ソフトウェアに関して最もリスクが低い方法は，アップグレードを

行わないことです。ソース・システムが Oracle 10gR2 であり，ターゲ
ット・システムでも Oracle 10gR2 を使用することを計画している場合
は，ここでの情報は読み飛ばしてもかまいません。 

 

詳細説明 
ソフトウェアのアップグレード・パスについて検討する際は，次の点

を考慮する必要があります。 

 パスの選択肢 

ターゲット・システムへの移行の一環として，Oracle やその他の
ソフトウェアを最新バージョンにアップグレードする場合，次の 3 
つのパスが選択できます。 

• アップグレードしてから移行 – ターゲット・システムで使用
するソフトウェアのバージョンと一致するように，まずソー

ス・システムのソフトウェアをアップグレードし，その後に

移行します。 

• 直接移行 – ソース・システム上の低いバージョンのソフトウ
ェアからターゲット・システム上の高いバージョンのソフト

ウェアへ直接移行します。 

• 移行してからアップグレード – 現在使用しているのと同じバ
ージョンのソフトウェアをターゲット・システムにインスト

ールし，ターゲット・システムに移行した後，ターゲット・

システム上のソフトウェアのバージョンをアップグレードし

ます。このオプションは，Oracle の 10gR2 よりも高いバージ
ョンの場合にのみ利用できるオプションです。将来の対応で

あることから，ここでは詳しく取り上げません。 

 

注意 
OpenVMS が稼動している HP Integrity サーバでは，Oracle8i，Oracle9i，
Oracle 10gR1 は使用できません。 
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次の図に，データベースごとの 3 つのパスを示します。 

 

Oracle アップグレード・パス 

                       

 
 メリットとデメリット 

各パスにはそれぞれ問題点もあります。つまり，ソフトウェアの

アップグレードおよびデータベースの移行を計画する際に考慮す

べきメリットとデメリットがあります。このトレードオフは，互

換性，データ再編成の必要性，信頼性，処理方法など，複数の要

因によって決まります。 

次に示す表では，これらの問題点について示し，アップグレー

ド・パスと対応付けています。特定のパスを検討している場合は，

そのパスの列を参照して，該当する問題を確認してください。 
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互換性の問題 
互換性の問題の一部は，判断が難しく，予期せず発生する場合があります。 

ア
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ド
後
移
行

 

直
接
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移
行
後

 
ア
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プ

 
グ
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ド

異なるバージョンにアップグレードする場合に，次のことが考えられます。    

 使用しているバージョンの Oracle が，ターゲット・システムでサポートされてい
ない場合があります。この場合，移行後にアップグレードするというパスは使用

できません。また，新しいプラットフォームでは古いバージョンの動作が保証さ

れていない場合もあります。 

   

 必要なバージョンが利用できるようになるまで時間を要するかもしれません。    

機能によっては，新しいバージョンでは同じように動作しないものがあるかも

しれません。この点について確認するには，プロトタイプ・システムでテスト

します。 

   

環境によっては，新しいバージョンのソフトウェアを導入すると，アプリケー

ションのバージョンに関する互換性の問題が生じることがあります。次に例を

示します。 

1. アプリケーション A はバージョン X の OS が必要 
2. アプリケーション B はバージョン Y の OS が必要 
3. アプリケーション A をバージョン Y の OS で使用すると，クラッシュする 

   

場合によっては，データベースにストアド・プロシージャ（またはその他のコ

ード）が格納されることにより，互換性の問題が発生することがあります。プ

ロトタイプ・システムを使用して，プロシージャおよびその他のコードがター

ゲット・システムでコンパイルおよび実行できることを確認します。 

   

データの再編成 
アップグレードおよび移行は，データベースの構造を改善するよい機会です。
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データの再編成を行うタイミングを決定する事柄は何でしょうか？たとえば，

データを物理的または論理的に変更しますか？移行計画ドキュメント

『Database evaluation 』の「Evaluating database physical redesign」の項を
参照してください。 

   

データの再編成は，移行前と移行後のどちらのタイミングで行うべきでしょう

か。 
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信頼性の問題 
アップグレードおよび移行に伴う信頼性および効率の向上に関する項目を次に

示します。 
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異なるバージョン間でエクスポートおよびインポートによるデータの一括移動

を行うと，すべてのデータ型が正しく処理されないことがあります。使用する

データ型が問題なく処理されるか，Oracle のマニュアルで確認してください。
問題の数が少なければ，必ずしもすべてのデータが正しく処理されなくてもよ

いことがあります。問題のデータを別途処理するように計画できる場合がある

からです。 

   

新しいバージョンで，特定のストアド・プロシージャが正しくコンパイルされ

ない，または機能しないことがあります。この点についてできるだけ早くプロ

トタイプ環境で調べるためのタスクを計画してください。まず Oracle のマニ
ュアルを確認することから始めるのが良いでしょう。 

   

アップグレード作業および移行作業の後，実運用環境で試験運用を実行する必

要がありますか？これには時間と労力を要しますが，リスクも少なく，行うだ

けの価値はあります。 

   

Oracle またはアプリケーションのアップグレード後，あるいは移行後，データ
ベースが正常かどうか確実に判断することが重要になります。よいツールがあ

り，複雑な状況でなければ，直接移行パスを推奨します。 
一方，さらに細かい段階的な移行を行えば，信頼性を確保し，必要に応じて後

戻りすることができます。ただし，手順の数は多くなり，必然的にスケジュー

ルおよびリソースに影響が出ます。各段階で検証に使用できる方法およびツー

ルを確認してください。詳細については，移行計画ドキュメント『Validation 
and verification』 を参照してください。 

   

処理方法に関する検討事項 
処理手順の決定に役立つ検討事項を次に示します。 
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移行前の実運用システムを先にアップグレードすると，必要なときに以前のバ

ージョンに戻すことが難しくなります。 
   

新しいプラットフォーム向けに修正する必要のあるクライアントとアプリケー

ション・システムが多数ありますか？それらはすべて自社で直接制御できるも

のですか？それとも別の会社や組織（サービス・プロバイダなど）によって操

作されるものですか？環境の性質によっては，これらの問題を調整する計画が

必要になります。Identifying database access and dependencies，および 
Target server production readiness の PAD を参照してください。 

   

その他の要因 
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すべてのコンピュータが同じ場所にない場合は，アップグレードおよび検証作

業が複雑になります。これは悪いことではありませんが，遠距離で調整する不

便さを考慮に入れ，予定時間に余裕を持つ必要があります。 

   

クラスタまたは複製環境で作業をしている場合は，その環境で承認されている

インフラストラクチャおよびアプリケーション・ソフトウェアのアップグレー

ド方法を理解しておいてください。 

   

別のアプリケーションの要件と，それらのアプリケーションと Oracle との相
互作用を理解しておく必要があります。アプリケーションは相互に作用し合っ

たり，矛盾するインフラストラクチャ要件を必要とすることがあります。アプ

リケーションのバージョンに互換性が無いケースは一例ですが，他の面でも干

渉や相互作用が生じる場合があります。 
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推奨する方法 
Oracle アップグレードに関して推奨する方法を次に示します。 

 Oracle のバージョンを一致させるにはバージョン・アップグレード
と移行作業を別々に行う必要があります。 

現在，Oracle のバージョンを一致させるアップグレード・パスは，
アップグレード後移行のみです。 

プラットフォームを一致させるための推奨の方法は，プロトタイ

プ環境にも適用されます。ただし，これは多少複雑な状況を生じ

させます。適切なプロトタイピング作業を実施する前に，ソー

ス・システムを変更しないでください。その理由は，プロトタイ

プ環境の一部としてソース・システムをコピーする必要があるた

めです。詳細については，移行計画ドキュメント『Migration 
resources』を参照してください。 

Oracle アップグレード・パス 
Oracle アップグレード・パスは次のとおりです。 

 現在 Oracle8i を実行中の場合：アップグレード・パスを評価し，
次のどちらかを選択： 

• 1 ）Oracle8i から Oracle 10g（コピーを使ったアップグレード
の後に移行） 
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ほとんどの業務の場合，特に Web を利用している業務，また
は移行対象データベースに対するアクセスが世界中からある

場合は，アップグレード後に移行するパスをお勧めします。

ここでは，ソースの実運用システムと，ターゲット・システ

ムに配備予定のものと同じバージョンの Oracle RDBMS のコ
ピーから移行して，実運用のオリジナルのソース・システム

と現行の RDBMS バージョンはそのまま維持しておきます。
これには，移行中に両方のプラットフォームを同じレベルで

配置できるというメリットがあります。この方法による移行

は，全体的な移行時間は長くなりますが，リスクが抑えられ，

後戻りが可能です。 

• 2 ）Oracle8i から 10g（アップグレード後移行，コピーなし） 

 

ソース・システムのコピーを準備できない場合は，別の方法

でのアップグレード後移行パスが次善の方法となります。ま

ず，移行後に使用するバージョンの Oracle RDBMS へソー
ス・システムをアップグレードし，そのあと実際に移行を実

施します。この方法の利点も，移行時に両方のプラットフォ

ームが同じレベルで配置されることです。ただし，元の実運

用システムに変更を加えることになります。 

 現在 Oracle9i を実行中の場合：アップグレード・パスを評価し，
次の選択肢からいずれかを選択： 
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• １） Oracle9i から Oracle 10g（コピーを使ったアップグレー
ドの後に移行）： 

ほとんどの業務の場合，特に Web を利用している業務，また
は移行対象データベースに対するアクセスが世界中からある場

合は，アップグレード後に移行するパスをお勧めします。ここ

では，ソースの実運用システムと，ターゲット・システムに配

備予定のものと同じバージョンの Oracle のコピーから移行して，
実運用のオリジナルのソース・システムと現行のバージョンは

そのまま維持しておきます。これには，移行中に両方のプラッ

トフォームを同じレベルで配置できるというメリットがありま

す。この方法による移行は，全体的な移行時間は長くなります

が，リスクが抑えられ，後戻りが可能です。 
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• ２） Oracle9i から Oracle 10g（アップグレードの後に移行，
コピーなし） 

ソース・システムのコピーを準備できない場合は，別の方法

でのアップグレード後移行パスが次善の方法となります。ま

ず，移行後に使用するバージョンの Oracle  へソース・システ
ムをアップグレードし，そのあと実際に移行を実施します。

この方法の利点も，移行時に両方のプラットフォームが同じ

レベルで配置されることです。ただし，元の実運用システム

に変更を加えることになります。 
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 現在 Oracle 10g を実行中の場合：Oracle 10g から Oracle 10g（移
行）： 

このパスは，ソース・システムがすでにターゲット・システ

ムで利用可能な RDBMS の最新バージョンを実行している場
合のみ選択できます。 
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Rdb アップグレード・パスの選択 
概要 

現在使用しているソフトウェアのより新しいバージョンと，最も重要

な Rdb ソフトウェアの新しいバージョンが，移行先のシステムで使用
できる場合があります。新しいバージョンにアップグレードする場合，

それは移行計画にどのように影響するでしょうか。アップグレードは，

移行前，移行中，移行後のどのタイミングで行うべきでしょうか。 
 

注意 
対象ソフトウェアに関して最もリスクが低いパスは，アップグレードを

行わないパスです。ソース・システムが RDB/DBMS Version 7.2 であ
り，ターゲット・システムでも RDB/DBMS Version 7.2 を使用すること
を計画している場合は，ここでの情報は読み飛ばしてもかまいません。

 

詳細説明 
ソフトウェアのアップグレード・パスについて検討する際は，次の点

を考慮する必要があります。 

 パスの選択肢 

ターゲット・システムへの移行の一環として，Oracle Rdb やその
他のソフトウェアを最新バージョンにアップグレードする場合，

次の 3つのパスが選択できます。 

• アップグレードしてから移行。ターゲット・システムで使用

するソフトウェアのバージョンと一致するように，まずソー

ス・システムのソフトウェアをアップグレードし，その後に

移行します。 

• 直接移行。ソース・システム上の低いバージョンのソフトウ

ェアからターゲット・システム上の高いバージョンのソフト

ウェアへ直接移行します。 

• 移行してからアップグレード。現在使用しているのと同じバ

ージョンのソフトウェアをターゲット・システムにインスト

ールし，ターゲット・システムに移行した後，ターゲット・

システム上のソフトウェアのバージョンをアップグレードし

ます。このオプションは，7.2 よりも高いバージョンの 
RDB/DBMS に対してのみ選択できます。このため，ここでは
詳しく取り上げません。 

 

 注意 

HP Integrity で動作する Oracle Rdb for OpenVMS の最小のリビジョン・
レベルは 7.2 です。 
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次の図に，データベースごとの 3つのパスを示します。 

 
 

RDB アップグレード・パス 
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 メリットとデメリット 

各パスにはそれぞれ問題点もあります。つまり，ソフトウェアの

アップグレードおよびデータベースの移行を計画する際に考慮す

べきメリットとデメリットがあります。このトレードオフは，互

換性，データ再編成の必要性，信頼性，処理方法など，複数の要

因によって決まります。 

次に示す表では，これらの問題点について示し，アップグレー

ド・パスと対応付けています。特定のパスを検討している場合は，

そのパスの列を参照して，該当する問題を確認してください。 
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互換性の問題 
互換性の問題の一部は，判断が難しく，予期せず発生する場合があります。 
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異なるバージョンにアップグレードする場合に，次のことが考えられます。    

 使用しているバージョンの Rdb がターゲット・システムでサポートされていない
場合があります。この場合，移行後にアップグレードするというパスは使用でき

ません。また，新しいプラットフォームでは古いバージョンの動作が保証されて

いない場合もあります。 

   

 必要なバージョンが利用できるようになるまで時間を要するかもしれません。     

機能によっては，新しいバージョンでは同じように動作しないものがあるかも

しれません。この点について確認するには，プロトタイプ・システムでテスト

します。 

   

環境によっては，新しいバージョンのソフトウェアを導入すると，アプリケー

ションのバージョンに関する互換性の問題が生じることがあります。次に例を

示します。 

1. アプリケーション A はバージョン X の OS が必要 
2. アプリケーション B はバージョン Y の OS が必要 
3. アプリケーション A をバージョン Y の OS で使用すると，クラッシュする 

   

場合によっては，データベースにストアド・プロシージャ（またはその他のコ

ード）が格納されることにより，互換性の問題が発生することがあります。プ

ロトタイプ・システムを使用して，プロシージャおよびその他のコードがター

ゲット・システムでコンパイルおよび実行できることを確認します。 

   

データの再編成 
アップグレードおよび移行は，データベースの構造を改善するよい機会です。
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データの再編成を行うタイミングを決定する事柄は何でしょうか？たとえば，

データを物理的または論理的に変更しますか？移行計画ドキュメント

『Database evaluation』の「Evaluating database physical redesign」の項を参
照してください。 

   

データの再編成は，移行前，移行中，移行後のうちのいつ行うべきでしょう

か？ 
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信頼性の問題 
アップグレードおよび移行に伴う信頼性および効率の向上に関する項目を次に

示します。 
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異なるバージョン間でエクスポートおよびインポートによるデータの一括移動

を行うと，すべてのデータ型が正しく処理されないことがあります。使用する

データ型が問題なく処理されるか，Rdb のマニュアルで確認してください。 
問題の数が少なければ，必ずしもすべてのデータが正しく処理されなくてもよ

いことがあります。問題のデータを別途処理するように計画できる場合がある

からです。 

   

新しいバージョンで，特定のストアド・プロシージャが正しくコンパイルされ

ない，または機能しないことがあります。この点についてできるだけ早くプロ

トタイプ環境で調べるためのタスクを計画してください。まず Rdb のマニュ
アルを確認することから始めるのが良いでしょう。 

   

アップグレード作業および移行作業の後，実運用環境で試験運用を実行する必

要がありますか？これには時間と労力を要しますが，リスクも少なく，行うだ

けの価値はあります。 

   

Rdb またはアプリケーションのアップグレード後，あるいは移行後，データベ
ースが正常かどうか確実に判断することが重要になります。よいツールがあ

り，複雑な状況でなければ，直接移行パスを推奨します。 
一方，さらに細かい段階的な移行を行えば，信頼性を確保し，必要に応じて後

戻りすることができます。ただし，手順の数は多くなり，必然的にスケジュー

ルおよびリソースに影響が出ます。各段階で検証に使用できる方法およびツー

ルを確認してください。詳細については，移行計画ドキュメント『Validation 
and verification』を参照してください。 

   

処理方法に関する検討事項 
処理手順の決定に役立つ検討事項を次に示します。 
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移行前の実運用システムを先にアップグレードすると，必要なときに以前のバ

ージョンに戻すことが難しくなります。 
   

新しいプラットフォーム向けに修正する必要のあるクライアントとアプリケー

ション・システムが多数ありますか？それらはすべて自社で直接制御できるも

のですか？それとも別の会社や組織（サービス・プロバイダなど）によって操

作されるものですか？環境の性質によっては，これらの問題を調整する計画が

必要になります。Identifying database access and dependencies，および 
Target server production readiness の PADを参照してください。 

   

その他の要因 
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すべてのコンピュータが同じ場所にない場合は，アップグレードおよび検証作

業が複雑になります。これは悪いことではありませんが，遠距離で調整する不

便さを考慮に入れ，予定時間に余裕を持つ必要があります。 

   

クラスタまたは複製環境で作業をしている場合は，その環境で承認されている

インフラストラクチャおよびアプリケーション・ソフトウェアのアップグレー

ド方法を理解しておいてください。 

   

別のアプリケーションの要件と，それらのアプリケーションと Rdb との相互
作用を理解しておく必要があります。アプリケーションは相互に作用し合った

り，矛盾するインフラストラクチャ要件を必要とすることがあります。アプリ

ケーションのバージョンに互換性が無いケースは一例ですが，他の面でも干渉

や相互作用が生じる場合があります。 
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推奨する方法 
Rdb のアップグレードに関して推奨する方法を次に示します。 

 RDBMS のバージョンを一致させるにはバージョン・アップグレー
ドと移行作業を別々に行う必要があります。 

現在，RDBMS のバージョンを一致させるアップグレード・パスは，
アップグレード後移行のみです。 

 プラットフォームを一致させるための推奨の方法は，プロトタイプ

環境にも適用されます。ただし，これは多少複雑な状況を生じさせ

ます。適切なプロトタイピング作業を実施する前に，ソース・シス

テムを変更しないでください。その理由は，プロトタイプ環境の一

部としてソース・システムをコピーする必要があるためです。詳細

については，移行計画ドキュメント『Migration resources』を参照し
てください。 

Rdb アップグレード・パス 
Rdb アップグレード・パスは次のとおりです。 

 現在 Oracle Rdb Version 7.0 を実行している場合：アップグレード・
パスを評価し，次のどちらかを選択： 

• １）Oracle Rdb Version 7.0 から Oracle Rdb Version 7.2（コピー
を使ったアップグレードの後に移行）： 



Oracle データベース移行計画アセスメント：移行前 

30  Rev. 1.2 
  

ほとんどの業務の場合，特に Web を利用している業務，また
は移行対象データベースに対するアクセスが世界中からある

場合は，アップグレード後に移行するパスをお勧めします。

ここでは，ソースの実運用システムと，ターゲット・システ

ムに配備予定のものと同じバージョンの Oracle RDBMS のコ
ピーから移行して，実運用のオリジナルのソース・システム

と現行の RDBMS バージョンはそのまま維持しておきます。
これには，移行中に両方のプラットフォームを同じレベルで

配置できるというメリットがあります。この方法による移行

は，全体的な移行時間は長くなりますが，リスクが抑えられ，

後戻りが可能です。 

• ２）Oracle Rdb Version 7.0 から Oracle Rdb Version 7.2（アップ
グレードの後に移行，コピーなし）： 

ソース・システムのコピーを準備できない場合は，別の方法

でのアップグレード後移行パスが次善の方法となります。ま

ず，移行後に使用するバージョンの Oracle RDBMS へソー
ス・システムをアップグレードし，そのあと実際に移行を実

施します。この方法の利点も，移行時に両方のプラットフォ

ームが同じレベルで配置されることです。ただし，元の実運

用システムに変更を加えることになります。 
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 現在 Oracle Rdb Version 7.1 を実行している場合：アップグレード・
パスを評価し，次のどちらかを選択： 

• １）Oracle Rdb Version 7.1 から Oracle Rdb Version 7.2（コピー
を使ったアップグレードの後に移行）： 

ほとんどの業務の場合，特に Web を利用している業務，また
は移行対象データベースに対するアクセスが世界中からある

場合は，アップグレード後に移行するパスをお勧めします。

ここでは，ソースの実運用システムと，ターゲット・システ

ムに配備予定のものと同じバージョンの Oracle RDBMS のコ
ピーから移行して，実運用のオリジナルのソース・システム

と現行の RDBMS バージョンはそのまま維持しておきます。
これには，移行中に両方のプラットフォームを同じレベルで

配置できるというメリットがあります。この方法による移行

は，全体的な移行時間は長くなりますが，リスクが抑えられ，

後戻りが可能です。 
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• ２）Oracle Rdb Version 7.1 から Oracle Rdb Version 7.2（アップ
グレードの後に移行） 

ソース・システムのコピーを準備できない場合は，別の方法

でのアップグレード後移行パスが次善の方法となります。ま

ず，移行後に使用するバージョンの Oracle RDBMS へソー
ス・システムをアップグレードし，そのあと実際に移行を実

施します。この方法の利点も，移行時に両方のプラットフォ

ームが同じレベルで配置されることです。ただし，元の実運

用システムに変更を加えることになります。 
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 現在 Oracle Rdb Version 7.2 を実行中の場合：Oracle Rdb Version 7.2 
から Oracle Rdb Version 7.2（移行）： 

このパスは，ソース・システムがすでにターゲット・システ

ムで利用可能な RDBMS の最新バージョンを実行している場
合のみ選択できます。 

• Alpha と Integrity の混在クラスタ環境を検討 

Alpha と Integrity の混在クラスタで Rdb を実行することが可能
で，この方法が推奨されるケースもあります。この環境では、1
つのデータベースを Alpha システムと Integrity システムから同時
にアクセスすることができます。それぞれのシステム上のアプリ

ケーション・コードは異なりますが，データベースは共通です。

この構成は，次のような環境でテスト目的に使用する場合は特に

検討に値します。 

1. OpenVMS I64（Integrity サーバ）上のデータベースと，
Alpha サーバまたは Integrity サーバ上（または両方）のク
ライアント・アプリケーションを組み合わせた環境。 

2. Alpha サーバ上の OpenVMS 上のデータベースと，Alpha サ
ーバまたは Integrity サーバ上（または両方）のクライアン
ト・アプリケーションを組み合わせた環境。 

このような組み合わせは，クラスタでない場合でも，Rdb リモー

ト・ネットワーク・サーバを使用することで可能です。 

次の図に，その可能性を示します。  
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• マイグレーションの選択肢 

既存の Alpha または VAX 構成から Integrity サーバ・システムを
含む新しい環境へアプリケーションを移行する場合は，個々のサ

イトの要件に応じて，考えられるパスがいくつかあります。一般

に，これは既存の AlphaServer システム・クラスタまたはスタン
ドアロン・システムに新しいノードを追加するのと同じ程度簡単

で，ノードが HP Integrity サーバである点が異なるだけです。下
の表「推奨されるマイグレーション手順」は，いくつかの考えら

れる状況と，とるべき推奨手順を示しています。 

推奨されるマイグレーション手順 
ケース 目的  手順  

1  Integrity サーバを既存の VAX シス
テムのクラスタへ追加する。  

1. RMU/VERIFY/ALL を使ってデ
ータベースを検証します。 

2. RMU/BACKUP を使ってデータ
ベースのバックアップを作成し

ます。 
3. Integrity および Alpha ノードに

Rdb 7.2 をインストールします。
4. RMU/CONVERT を使ってデータ
ベースを Rdb 7.2 構造レベルに
変換します。 

5. RMU/VERIFY/ALL を使ってデ
ータベースを再度検証します。
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6. RMU/BACKUP を使ってデータ
ベースのバックアップを作成し

ます。 
7. SQL の ATTACH ステートメン
トでデータベース・ルート・フ

ァイルを指定することによっ

て，Integrity からデータベース
に直接アクセスします。  

2  既存の VAX ノードと Alpha ノード
の混在クラスタに Integrity サーバ
を追加し，すべてのノードから 
Rdb データベースにアクセスす
る。データベースに使用されてい

るディスクは，すべてのノードか

らアクセスできる。 

注意：VAX/Integrity クラスタは，
実運用向けにはサポートされてい

ません。 

1. RMU/VERIFY/ALL を使ってデ
ータベースを検証します。 

2. RMU/BACKUP を使ってデータ
ベースのバックアップを作成し

ます。  
3. Integrity および Alpha ノードに

Rdb 7.2 をインストールします。
4. RMU/CONVERT を使ってデータ
ベースを Rdb 7.2 構造レベルに
変換します。 

5. RMU/VERIFY/ALL を使ってデ
ータベースを再度検証します。 

6. RMU/BACKUP を使ってデータ
ベースのバックアップを作成し

ます。 
7. SQL の ATTACH ステートメン
トでデータベース・ルート・フ

ァイルを指定することによっ

て，Alpha および Integrity ノー
ドからデータベースに直接アク

セスします。 
8. SQL の ATTACH ステートメン
トで Alpha ノードまたは 
Integrity ノードの名前の 1 つを
指定し，Rdb の組み込みネット
ワーク・サーバを使って VAX 
ノードからデータベースにアク

セスします。 
9. 完全なテストを行った後，

VAX ノードをクラスタから取
り除きます。 
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3  データベースを新しいディスクに

移動し，Integrity サーバを既存のク
ラスタに追加する。  

1. RMU/COPY と options ファイル
を使用して，データベース・フ

ァイルを新しいディスクに移動

します。 
2. ケース 1 または 2 の手順に従
います。 

4  主に VAX ノードまたは Alpha ノー
ドから，以前のリリースを使って 

Rdb を使い続ける。 アプリケーシ
ョンのテストの目的で Integrity サ
ーバを追加する。  

1. Integrity ノードに Rdb 7.2 をイ
ンストールします。 

2. SQL の ATTACH ステートメン
トで Alpha ノードまたは VAX 
ノードの名前の 1 つを指定する
ことによって，Integrity ノード
から既存のデータベースにアク

セスします。 
3. テストが完了したら，ケース 1
または 2 の手順に従います。 

5  Integrity サーバを既存の Alpha サー
バのクラスタに追加するか，既存

のスタンドアロンの Alpha サーバ
に新しい Integrity サーバを 1 つま
たは複数追加することによって新

しいクラスタを作成する。 

 

1. RMU/VERIFY/ALL を使ってデ
ータベースを検証します。 

2. RMU/BACKUP を使ってデータ
ベースのバックアップを作成し

ます。 
3. Integrity および Alpha ノードに

Rdb 7.2 をインストールしま
す。  

4. RMU/CONVERT を使ってデータ
ベースを Rdb 7.2 構造レベルに
変換します。 

5. RMU/VERIFY/ALL を使ってデ
ータベースを再度検証します。

6. RMU/BACKUP を使ってデータ
ベースのバックアップを作成し

ます。 
7. SQL の ATTACH ステートメン
トでデータベース・ルート・フ

ァイルを指定して，Alpha およ
び Integrity からデータベースに
直接アクセスします。 
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6  新しいスタンドアロンの Integrity 
サーバ・システムか，Integrity サー
バのクラスタを作成し，その新し

い環境にデータベースを移動す

る。  

1. RMU/VERIFY/ALL を使ってデ
ータベースを検証します。 

2. 新しいシステムに Rdb 7.2 をイ
ンストールします。 

3. RMU/BACKUP を使って既存の
クラスタ上にデータベースのバ

ックアップを作成します。 
4. バックアップ・ファイルを新し
いシステムにコピーします（ま

たは，テープ媒体を使用してい

る場合は，新しいシステムでテ

ープを使用できるようにしま

す）。 
5. RMU/RESTORE を使って新し
いシステム上でデータベースを

復元し，options ファイルで各
データベース・ファイルの場所

を指定します。 
6. RMU/VERIFY/ALL を使って新し
いデータベースを検証します。 

 

注意：データベース上で何か変更を加える場合は，必ず作業バックアップを作成してく

ださい。 
 

クラスタ環境へ移行する際は，次の点を考慮する必要があります。 

• クラスタ機能 

VAX システムまたは Alpha システムの OpenVMS クラスタと，
HP Integrity サーバの OpenVMS クラスタとの間に，機能上の相
違はありません。  

• クラスタ移行手順 

あるクラスタ環境から別のクラスタ環境への移行では通常いく

つかの考慮すべき点がありますが，Rdb データベースの「単一デ
ータベース，複数インスタンス」という特徴によって，予想さ

れる複雑さの問題のほとんどは解決されます。この単純化で最

も重要なのは，データベース移行手順は非クラスタ環境と同じ

考え方で実行できるという点です。つまり，クラスタ環境であ

るかどうかは，データベースの移行手続きにはほとんど関係が

ありません。 

また，最初にプロトタイプ環境をクラスタ・システムとして設

定，管理することも重要です。ただし，プロトタイプ・システ

ムを最終ターゲット・システムにする計画でなければ，ノード
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の数は同じにする必要はありません。プロトタイプ作業には，2 
つのノードがあれば十分です。 

• ストレージ 

プラットフォームの移行計画ドキュメントを参照してください。 

• データベースの移行 

クラスタ環境でのデータベース移行プロセスの手順は，単一シ

ステム環境の手順とほとんど同じです。 
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一般的な推奨事項 
一般的な移行ガイドラインとして推奨する方法を次に示します。 

• 論理データ構造の変更は後から行う 
論理データ構造の移行と変更を同時に行うことは避けます。一方

を開始する前に，他方を完了して検証のフェーズを入れるように

計画を立ててください。 

• 最新のアップグレード情報の確認 
Oracle のバージョンアップの推奨する方法に影響する事柄に注意
します。たとえば，Oracle 社では，Oracle のバージョンのアップ
グレード方法を定期的に公開しています。常に最新の方法を使用

できるように，次に示す Oracle MetaLink Web サイトを定期的に
参照してください。 http://metalink.oracle.com/ 

• ISV ロードマップ Web サイトを使って，HP Alpha および HP 
Integrity での，主要なアプリケーションの提供状況を確認します。 

注意：この ドキュメントでは，Oracle8i (Alpha) から Oracle9i (Alpha)へ移行
し，次に Oracle 10g (Alpha)，さらに Oracle 10g (Integrity) へと移行する方法
ついては取り上げていません。中間パスが不要になるように，Oracle8i か
ら Oracle 10g へ直接移行するためのアップレード・アシスタントが用意さ
れています。 

 

http://metalink.oracle.com/
http://h71000.www7.hp.com/partners/index.html
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最適な移行時期の決定 
概要 

移行作業は，それぞれのプロジェクトで都合の良いタイミングを計画

して実行できます。長期に渡って使用されるエンタープライズ・オペ

レーティング環境とコンピューティング・プラットフォームおよびス

トレージ・プラットフォームへデータベースを順次移行するための計

画を立案し、実施するために，十分な時間を確保することができます。

最適な移行時期を決める際には，数多くの判断を織り込む必要があり

ます。 

 ハイレベルな検討事項としては，移行計画や手法を立案し，どの年

度のどの時期に移行を実施するかを決定します。 

 詳細な検討事項としては，運用上問題なく移行を実施可能な具体的

な日時について計画を立てます。 

詳細説明 
移行に際して考慮すべきハイレベルな検討事項とより詳細な検討事項

について，以下に説明します。 

 ハイレベルな検討事項 

次に示すハイレベルな検討事項は，移行を行うのに最適な年度お

よび四半期を決めるための計画を立案するのに役立ちます。これ

らのハイレベルな検討事項を組み合せることによって，すべての

要素の準備が整うことが合理的に予測でき，移行を開始すること

が可能となる最も早い時期を判断します。この際，データベース

の移行と同時に，将来に備えて業務やビジネス・チャンスを拡大

するための変更を加えることも検討します。 

• ビジネス上の要求と予測 

ビジネス上の要求と予測を慎重に検討することが重要です。

ビジネスを推進するためには，インフラストラクチャとアプ

リケーション・ソフトウェアを提供する独立系ソフトウェ

ア・ベンダ（ISV）の製品計画など，他の要因についても十分
に考慮された計画を立案する必要があります。 

ビジネス・ニーズの変化を移行計画に組み入れ，変化に備え

ます。ビジネスの展望について見直し，移行との相乗効果を

もたらす可能性のある将来のイベントがあるかを調べます。

たとえば，次のような点を考慮します。 

 利用している主要なアプリケーション ISVの 1つで将来
大幅に改良されたバージョンのリリースが計画されてお

り，業務で使用したい機能が追加されるかもしれません。 

 業務拡張，新規製品，または地域的な展開について計画

があるかもしれません。 
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まずビジネス・ニーズに着目し，次にテクノロジに着目しま

す。新しいテクノロジは，根底にあるビジネス・ニーズと，

そのテクノロジによってビジネス・プロセスにメリットがも

たらされる可能性について把握した上で採用します。 

• HP 製品の提供状況とロードマップ 

OpenVMS，AlphaServer，および HP Integrity サーバの製品ロ
ードマップは，移行に関して高い柔軟性と計画の自由度を提

供できるように考慮されています。 

今後も，魅力あるさまざまな機能が引き続き導入されます。

最新の OpenVMS ロードマップには，2009 年までの機能拡張
の計画が示されており，機能の拡張はさらにその先も続きま

す。AlphaServer モデルは新規販売を終了しましたが，フル･
サポートは 2011 年まで提供されます。 

オペレーティング・システムおよびサーバ製品の提供期間は

長期にわたるので，計画，設計，および実装のための十分な

時間をとれます。 

• システム・アーキテクチャと段階的な移行 

使用するハードウェア・システム，アプリケーション，およ

びデータベースのアーキテクチャによっては，移行の時期と

移行に要する期間を決める際に，他の要素について考慮しな

ければならないことがあります。たとえば，アプリケーショ

ンとデータベースが同じシステム上にあり，ハードウェア・

システムのキャパシティが足りなくなっている場合，アプリ

ケーションを先に移動して，データベースを後で移動するこ

ともできます。アプリケーションの移行とデータベースの移

行を別々のフェーズで行うことによって，ダウンタイムを 2 
回に分散させ，それぞれ短期間のダウンタイムで移行作業を

行うことができます。 

 詳細な検討事項 

ハイレベルな検討事項について評価し，最も早期に移行を開始で

きる時期を決定したら，詳細な検討事項について検討します。移

行時期と最大許容所要時間を絞り込み，実際のデータベース移行

に要する時間を見積ります。この時期より十分前に移行前の準備

を開始するように計画し，安全のために多少のゆとりを設けます。 

• 移行時期  

次の点を考慮して移行時期を決めます。 

 季節的な変動がある業務では，通常，ダウンタイムの影

響が最も小さい閑散期を候補にします。 

http://www.hp.com/jp/openvms/index.html
http://h18002.www1.hp.com/alphaserver/index.html
http://www.hp.com/products1/servers/integrity/index.html
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 24 時間常時業務を行う企業では，時間を限定してデータ
ベースを使用不可にすることが許容されるような，業務

量の比較的少ない時間帯を候補にします。 

• 最大許容ダウンタイム時間 

ユーザや顧客に対してデータベースを使用不可にして業務を停

止することのできる，最大許容時間を決める必要があります。 

• 移行時間 

移行計画ドキュメント『Database evaluation』の「Estimate 
migration duration」の項を参考に，データベースの移行に要す
る時間を判断します。移行時間を見積ったら最大許容ダウン

タイム時間と比較して，許容範囲内であることを確かめます。

想定した許容範囲を超える場合は，移行時間か最大許容ダウ

ンタイム時間のどちらかを調整する必要があります。 

推奨する方法 
一般的なガイドラインとして推奨する方法を次に示します。 

 ハイレベルな検討事項について確認します。 

• ビジネス上の要件と予測を確認します。 

• ISV の製品とサポート状況を確認します。 

• ビジネス・ニーズを移行計画に組み込みます。 

• 移行時期に影響を与える製品ロードマップについて調べます。 

• HP 製品のサポート状況とビジネス・ニーズとの調整を行います。 

• システム・アーキテクチャを考慮し，段階的な移行でニーズ

を満たすことができるかを調べます。 

 重要度の高い要件がすべて満たされる時期を調べ，移行を実施する

年度および四半期を決定します。 

 詳細な検討事項について確認します。 

• 具体的な移行時期の決定 

 業務に影響の少ない最適なダウンタイム期間がないかを

調べます。 

 主な詳細検討事項がすべて満たされる時期を調べ，運用

上問題なく移行を実施できる具体的な日時を定めます。 

• 最大許容ダウンタイム時間 

データベースへのアクセスを禁止して業務を停止することの

できる最大時間を決めます。 
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• データベース移行に要する時間を見積り，移行時間と最大許

容ダウンタイム時間に矛盾がないかを調べます。矛盾があれ

ば必要に応じて調整します。詳細については，移行計画ドキ

ュメント『Database evaluation』の「Estimate migration 
duration」の項を参照してください。 



Oracle データベース移行計画アセスメント：移行前 

44  Rev. 1.2 
  

クラスタ環境における移行計画 
 

概要 
現在，AlphaServer 環境の OpenVMS 上で Oracle 8i，9i または 10g RAC 
を使用している場合は， HP Integrity サーバ上で OpenVMS および 
Oracle 10g RAC が稼動する環境へ移行することになります。ここでは，
クラスタ環境への移行に関する情報および提案を示し，その他の参照

情報を示します。 

詳細説明 
クラスタ環境へ移行する際は，次の点を考慮する必要があります。 

 クラスタ機能 

AlphaServers 上の OpenVMS クラスタと HP Integrity サーバ上の 
OpenVMS クラスタとの間に，機能上の相違はありません。 

 クラスタ移行手順 

あるクラスタ環境から別のクラスタ環境への移行では通常いくつか

の考慮すべき点がありますが，Oracle9i および 10g RAC データベー
スの「単一データベース，複数インスタンス」という特徴によって，

予想される複雑さの問題のほとんどは解決されます。この単純化で

最も重要なのは，データベース移行手順は非クラスタ環境と同じ考

え方で実行できるという点です。つまり，クラスタの有無は，デー

タベース移行手続きにはほとんど関係がありません。 

これは，事前に適切なインストールおよび設定が行われているこ

とを前提としています。たとえば，クラスタへのノード追加時に

ターゲット・システムを再起動しなくて済むように，ターゲッ

ト・システムには最初から Oracle RDBMS をクラスタ・インスト
ールしておく必要があります。 

また，最初にプロトタイプ環境をクラスタ・システムとして設定，

管理しておく必要があります。ただし，プロトタイプ・システム

を最終的に移行先システムにする計画でなければ，ノードの数は

同じにする必要はありません。プロトタイプ作業には，2つのノー
ドがあれば十分です。 

 RAC では混在アーキテクチャ・クラスタ（Alpha サーバと Integrity 
サーバ）をサポートする予定はありません。 

 ストレージ 

詳細については，プラットフォームの移行計画ドキュメントを参

照してください。 
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 データベースの移行 

クラスタ環境のデータベース移行プロセスの手順は，単一システ

ム環境の手順とほとんど同じです。 

推奨する方法 
クラスタ環境での移行の一般的なガイドラインとして推奨する方法を

次に示します。 

 適切な RDBMSリリースまで延期 

ほとんどの場合において，HP Integrity サーバ上で使用可能な  
RDBMS のリリースを待つことが賢明です。 

 クラスタ・プロトタイプ 

プロトタイプ環境をできる限りターゲット設定に近づけるように

計画を立てます。したがって，プロトタイプ環境をクラスタ・シ

ステムとして構築する計画を立てる必要があります。 

 追加情報 

Platform infrastructure 移行モジュールに含まれているプラットフォ
ーム移行計画ドキュメントでは，基盤となるクラスタ・プラット

フォーム環境の構築におけるさまざまな問題点に関する重要な情

報を提供しています。また，クラスタ環境に関する HP のロードマ
ップについても取り上げています。 

 

 

 

 

読者への注記 
この計画ドキュメントでは，Oracle，Rdb，RDBMS という言葉を次の
意味で使用しています。 

 RDBMS は一般に，Oracle データベース・ソフトウェアまたは 
Oracle Rdb ソフトウェアを指しています。 

 Rdb は，Oracle Rdb ソフトウェアを指しています。 

 Oracle は，Oracle データベース・ソフトウェアを指しています。 
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