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1
付属エージェントの概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

付属エージェントについて

■

リソースとその属性

■

エージェントとそのリソースの修正

■

属性

■

IMF 対応エージェント

■

デバッグログメッセージの有効化

■

VCS によるマルチパスソリューションのサポート

付属エージェントについて
付属エージェントは、VCS エンジン HAD から受信したコマンドに従って定義済みのリ
ソースタイプのリソースを管理する VCS（ Cluster Server）プロセスです。 これらのエー
ジェントは、VCS のインストール時にインストールされます。
ノードには、リソースタイプごとに 1 つのエージェントが存在し、このエージェントがそのタ
イプのすべてのリソースを監視します。 たとえば、1 つの IP エージェントが、すべての IP
リソースを管理します。
エージェントは、起動時に VCS から必要な設定情報を取得します。その後、周期的にリ
ソースを監視し、VCS のリソースの状態を更新します。
エージェントは次の処理を行います。
■

リソースをオンライン化する

■

リソースをオフライン化する

■

リソースを監視し、状態変化を報告する
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リソースとその属性

エージェントの動作について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

リソースとその属性
リソースはシステムの構成部分です。 リソースは、ボリューム、ディスクグループ、IP アド
レスなど、それぞれが持つタイプによって認識されます。 VCS には、一連のリソースタイ
プが含まれています。 これらのリソースタイプは、types.cf ファイルに一連の属性で定義
されています。 各タイプには、対応するエージェントがあり、このエージェントでリソースが
制御されます。
VCS の設定ファイルである main.cf には、各リソースの属性値と、types.cf ファイルへの
include 命令が含まれています。
属性に値を設定すると、リソースがどのように動作するかが設定されます。 リソースの属
性値を変更すると、VCS エージェントがリソースの設定や監視対象などを変更します。
たとえば、この IP エージェントは Address 属性を使って、監視対象の IP アドレスを判断
します。

エージェントとそのリソースの修正
Cluster Manager（Java コンソール）、Veritas Operations Manager、またはコマンドラ
インを使って、エージェントが管理するリソースの設定を動的に変更できます。
VCS の設定ファイルである main.cf を、直接編集することも可能です。 この場合、ファイ
ルを編集後、変更した設定を有効にするためには、VCS を再起動する必要があります。
これらのタスクの実行手順について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。

属性
属性には、クラスタ、システム、サービスグループ、リソース、リソースタイプ、エージェント
などに関するデータが含まれています。 1 つの属性には、定義と値があります。 属性値
を変更して VCS リソースを設定できます。 属性は、オプションか必須のいずれかで、あ
る設定ではオプションの属性が他の設定では必須になることもあります。 多くのオプショ
ンの属性には事前定義済みの値（デフォルト値）があり、必要に応じて変更できます。
内部使用の属性もあります。 これらの属性を変更しないでください。変更すると、クラスタ
で重要な問題が起きる可能性があります。
属性には型と値のタイプがあります。 一部の属性値では数字を指定でき、その他の属性
値では英数字の値、または英数字の値のグループを指定できます。その他にはブール
のオンまたはオフの値のみを指定できる属性値があります。
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表 1-1

属性のデータ型

データ型

説明

文字列

一連の文字である文字列は、二重引用符（"）で囲みます。 文字列がアル
ファベットで始まり、その文字列内に含まれるものが半角英数字、ダッシュ（-）
および下線（_）のみの場合は、二重引用符は省略できます。
文字列中に二重引用符を含む場合、その二重引用符の直前にバックスラッ
シュ（¥）を挿入し、［¥"］と表現します。 文字列内の円記号（¥）は、2 つの円
記号（¥¥）で表します。

整数

符号付き整数の定数は、0 - 9 のアラビア数字で表した数列です。数列の前
には、ダッシュ（-）を使えます。 この場合、10 進数と解釈されます。整数は、
符号付き 32 ビット整数 2147483647 より大きな値にすることはできません。

ブール

ブールは、0（偽）または 1（真）を表す整数です。

表 1-2

属性値の種類

値の種類

説明

スカラー

スカラーには値が 1 つしかありません。 これは、デフォルトの値の種類です。

ベクトル

ベクトルは、順序付けられた値のリストです。 各値には、0 から始まる正の整
数を使ってインデックスが付けられます。 値をブラケット（[]）のセットで囲む
ことで、この値の種類がベクトルであることを示します。 types.cf ファイル内
の属性の定義では、ブラケットは属性名の後に指定されます。

キーリスト

キーリストは、順序付けられていない、重複のない文字列のリストです。

関連

関連は、順序付けられていない文字列と値の組み合わせです。 各組み合
わせの文字列と値は、等号（=）で区切られます。 波カッコ（{}）で囲まれた
データは、属性が関連であることを示します。 types.cf ファイル内の属性の
定義では、波カッコは属性名の後に指定されます。たとえば、str
SnmpConsoles{} とします。

IMF 対応エージェント
インテリジェントな監視フレームワーク（IMF）では、VCS はポーリングベースの監視に加
えてインテリジェントなリソース監視をサポートします。IMF は VCS のエージェントフレー
ムワークの拡張機能です。
次のエージェントは IMF 対応です。
■

Apache HTTP サーバーエージェント。 p.178 の 「Apache HTTP サーバーエージェ
ント」 を参照してください。

■

Application エージェントp.193 の 「Application エージェント」 を参照してください。
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■

DiskGroup エージェントp.20 の 「DiskGroup エージェント」 を参照してください。

■

Mount エージェントp.58 の 「Mount エージェント」 を参照してください。

■

Process エージェントp.238 の 「Process エージェント」 を参照してください。

デバッグログメッセージの有効化
エージェントに関連する問題のトラブルシューティングに役立つように、エージェントだけ
でなくエージェントフレームワークでもデバッグログメッセージを有効にできます。
エージェントフレームワークのデバッグログメッセージを有効にするには、次のように指定
します。
# hatype -modify agent_name LogDbg -add DBG_AGDEBUG DBG_AGINFO
DBG_AGTRACE

次に例を示します。
# hatype -modify Mount LogDbg -add DBG_AGDEBUG DBG_AGINFO DBG_AGTRACE

エージェント固有のデバッグログメッセージを有効にするには、次のように指定します。
# hatype -modify agent_name LogDbg -add debug_log_levels

次に例を示します。
# hatype -modify Mount LogDbg -add DBG_1 DBG_2 DBG_3 DBG_4 DBG_5
DBG_6

別の方法として、次のコマンドを使うこともできます。
# hatype -modify Mount LogDbg -add 1 2 3 4 5 6

エージェント固有のデバッグログレベル情報は、エージェントの記述で指定します。 たと
えば Mount エージェントについては、「p.75 の 「Mount エージェントのデバッグログレベ
ル」 を参照してください。 」を参照してください。
ログの動作について詳しくは、『VCS 管理者ガイド』を参照してください。

VCS によるマルチパスソリューションのサポート
このセクションは次のエージェントに適用されます。
■

LVMLogicalVolume エージェント

■

LVMVolumeGroup エージェント
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VCS によるマルチパスソリューションのサポート

VCS は Veritas InfoScale の一部として含まれている Dynamic Multi-Pathing（DMP）
をサポートします。 ハードウェア互換性リスト (HCL) に明示的にリストされていないマル
チパスソリューションはサポートされません。HCL は、SORT Web サイトの［ドキュメント
(Documentation)］タブにあります。ただし、オペレーティングシステムの一部として含ま
れているサードパーティのソリューションはサポートされます。
Veritas はサードパーティおよびネーティブのソリューションを詳細にテストしてサポート
することを目指していますが、すべてのサードパーティのマルチパスアプリケーションをテ
ストすることはできません。これは、サポートマトリックスが複雑で、想定される製品の組み
合わせの数が多すぎるためです。したがって、Veritas は HCL に明示的にリストされてい
ないマルチパスソリューションを公式にはサポートしていません。また、SCSI3-PGR によ
る I/O フェンシングなどの高度な機能は、HCL にリストされたアレイとマルチパスソリュー
ションおよび Veritas InfoScale との組み合わせでのみサポートされます。
サードパーティのマルチパスソリューションを使っている場合、Veritas はデータパスを冗
長に保つ必要性を理解し、ソリューションをアンインストールまたは無効にすることを強要
しません。Veritas はサードパーティのマルチパスソリューションを無効とみなさず、引き
続きサポートの問題のトラブルシューティングを行います。ただし、マルチパスソリューショ
ンに関連する持続的なサポートについては、マルチパスのベンダーに問い合わせる必要
があります。
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2
ストレージエージェント
この章では以下の項目について説明しています。
■

ストレージエージェントの概要

■

DiskGroup エージェント

■

DiskGroupSnap エージェント

■

Volume エージェント

■

VolumeSet エージェント

■

LVMLogicalVolume エージェント

■

LVMVolumeGroup エージェント

■

Mount エージェント

■

VMwareDisksエージェント

■

SFCache エージェント

ストレージエージェントの概要
ストレージエージェントは共有ストレージを監視し、共有ストレージの可用性を高めます。
ストレージには、共有ディスク、ディスクグループ、ボリューム、マウントが含まれます。

DiskGroup エージェント
DiskGroup エージェントは、VxVM（Veritas Volume Manager）の専用ディスクグループ
のオンライン化、オフライン化、監視を行います。このエージェントは VxVM コマンドを
使ってディスクグループの状態を判断します。このエージェントを使って専用ディスクグ
ループを監視したり、いつでも利用できるようにしたりできます。

第 2 章 ストレージエージェント
DiskGroup エージェント

メモ: 専用のディスクグループは、ディスクグループがノード上の同じ共有ディスクで設定
されている場合、パラレルサービスグループに設定しないでください。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、『p.29 の 「DiskGroup エージェントの
注意事項」 を参照してください。 』を参照してください。

IMF 対応
DiskGroup エージェントは IMF（Intelligent Monitoring Framework）対応であり、IMF
通知に AMF（Asynchronous Monitoring Framework）カーネルドライバを使います。
IMF とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。
IMF 関連の DiskGroup アプリケーションエージェント関数について詳しくは、p.21 の
「DiskGroup エージェントのエージェント関数」 を参照してください。 を参照してください。
IMF との DiskGroup エージェントの使用について詳しくは、p.30 の 「IMF を使った
DiskGroup エージェントの使用」 を参照してください。 を参照してください。

DiskGroup エージェントの依存関係
DiskGroup リソースは他のどのリソースにも依存しません。
DiskGroup リソースを含むサンプルサービスグループ

図 2-1
アプリケ
ーション

IP

マウント

NIC

ボリューム

ディスク
グループ

DiskGroup エージェントのエージェント関数
Online

vxdg コマンドを使ってディスクグループをインポートします。

オフライン (Offline)

vxdg コマンドを使ってディスクグループをデポートします。
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Monitor

vxdg コマンドを使ってディスクグループがオンラインかオフラインかを
判断します。monitor 関数は VxVM noautoimport フラグを設定します。
この処理により、VCS がディスクグループのインポート制御を保守でき
るようになります。 monitor 関数は次のコマンドを使って noautoimport
フラグを設定します。
# vxdg -g disk_group set autoimport=no
DiskGroup エージェントに対して IMF が有効な場合、リソースは非同
期に監視され、ディスクグループの状態に変化があると、適切な処理の
ためすぐに DiskGroup エージェントに送信されます。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフライン
にします（必要な場合は強制的に実行されます）。

Info

Info 関数は Volume Manager から情報を取得し、DiskGroup リソース
のタイプと空き領域を表示します。
InfoInterval のタイミングを 0 より大きい値に設定して Info 関数を開始
します。
次の例では、Info 関数を 60 秒ごとに実行します。
# haconf -makerw
# hatype -modify DiskGroup InfoInterval 60

DiskGroup リソースの DiskType と FreeSize に関する情報を取得す
るには、次のコマンドを入力します。
# hares -value diskgroupres ResourceInfo
次のように出力されます。
DiskType sliced
FreeSize 35354136
値は KB で指定します。
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Action

次のようなさまざまなアクションがあります。
■

■

■

■

■

license.vfd
有効な Veritas Volume Manager のライセンスがあるかどうかを調
べます。ない場合は、vxlicinst ユーティリティを使って、有効なライ
センスキーをインストールします。
disk.vfd
ディスクグループのすべてのディスクがホスト上で表示されているか
どうかを調べます。失敗した場合は、ディスクへのホストからのパスが
存在しているかどうか、LUN マスキングおよびゾーン化が正しく設定
されているかどうかを調べます。
udid.vfd
クラスタノードのディスクの UDID （固有ディスク識別子）を調べます。
失敗した場合は、ディスクグループのディスクがすべてのクラスタノー
ドで同じであることを確認します。
verifyplex.vfd
キャンパスクラスタセットアップに対して、各サイトのプレックス数が正
しく設定されているかどうかを調べます。失敗した場合は、キャンパ
スクラスタセットアップに対して、サイト、ディスク、プレックスが正しく
設定されていることを確認します。
volinuse
オープンボリュームが使用中であるかどうかを調べるか、または VCS
設定の外部でマウントされているボリューム上のファイルシステムを
調べます。

p.29 の 「高可用性のファイアドリル」 を参照してください。
imf_init

IMF（Intelligent Monitoring Framework）と連動するようにエージェント
を初期化します。この関数はエージェントの起動時に実行されます。

imf_getnotification

ディスクグループの状態の変更についての通知を待機します。この関数
は、IMF でエージェントが初期化された後に実行されます。この関数は
通知を待機します。通知を受け取ると、エージェントはリソースで処理を
実行します。

imf_register

エージェントが IMF を使って監視する必要があるリソースエンティティを
登録します。この関数は、リソースが安定状態（オンラインまたはオフラ
イン）になった後に各リソースに対して実行されます。

DiskGroup エージェントの状態の定義
ONLINE

ディスクグループがインポートされていることを示します。

OFFLINE

ディスクグループがインポートされていないことを示します。

FAULTED

予想外にディスクグループがデポートされている、または無効になっている
ことを示します。
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UNKNOWN

設定に問題があるか、リソースの状態を判別する機能に障害があることを示
します。この状態が発生する原因の 1 つは、I/O フェンシングが設定されて
いないときに、クラスタレベルの UseFence 属性が「SCSI3」に設定されて
いないのに Reservation 属性の値が「SCSI3」になっていることです。

DiskGroup エージェントの属性
表 2-1

必須属性

必須属性

説明

DiskGroup

Veritas Volume Manager で設定されたディスクグループの名前。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

表 2-2

オプションの属性

オプションの属性

説明

MonitorReservation

この値が 1 で SCSI-3 フェンシングが利用される場合、
エージェントは、ディスクグループ上の SCSI 予約を監視
します。予約がない場合は、monitor エージェント関数は
そのリソースをオフラインにします。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0

メモ: MonitorReservation 属性を 0 に設定し、クラスタ全
体の属性である UseFence の値を SCSI3 に設定して
SCSI 予約を使わずにディスクグループをインポートする
と、monitor エージェント関数は、そのディスクグループリ
ソースを含むサービスグループをオフラインにします。
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オプションの属性

説明

PanicSystemOnDGLoss

ディスクグループが無効になった場合または監視プログラ
ムがタイムアウトした場合にノードをパニックにするかどうか
を決定します。ストレージ接続を失うことにより、ディスクは
無効になります。 正しく応答しない VxVM コマンドにより
監視プログラムがタイムアウトすることがあります。

メモ: FaultOnMonitorTimeout に高い値を設定すると、
システムの許容度を高めることができます。
この属性は次の値を受け入れます。
■

0: システムを停止しない

■

1: ディスクグループが DISABLED 状態になった場合
またはディスクグループのリソース障害が監視のタイム
アウトによって発生した場合にシステムを停止する
2: ディスクグループが DISABLED 状態になった場合
にシステムを停止する
3: ディスクグループのリソース障害が監視のタイムアウ
トによって発生した場合にシステムを停止する

■

■

この属性の値が 0 で、ディスクグループが無効になれば、
次の状態が発生します。
■

■

クラスタの I/O フェンシングが有効になっている場合
は、DiskGroup リソースに FAULTED のマークが付け
られます。 この状態になると、結果的にエージェントの
施行でサービスグループはオフラインになります。
DiskGroup リソースのオフライン化の一部として、エー
ジェントは無効になったディスクグループをデポートし
ようとします。 無効なディスクグループがデポートに失
敗しても、DiskGroup リソースは FAULTED 状態にな
ります。この状態では、 リソースを含んでいるサービス
グループのフェールオーバーが有効になります。
DiskGroup リソースをフェールバックするには、ストレー
ジの接続を復元した後に、手動でディスクグループを
デポートします。
クラスタが I/O フェンシングを使わない場合、メッセー
ジはログに記録され、リソースは ONLINE として報告
されます。 リソースが ONLINE と報告されるのはフェー
ルオーバーしないためであり、これによりデータの整合
性が保証されます。
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オプションの属性

説明

PanicSystemOnDGLoss

メモ: PanicSystemOnDGLoss 属性は

（続き）

MonitorReservation 属性に依存しません。

メモ: PanicSystemOnDGLoss をゼロ以外の値に設定し
た場合に poweroff -nf コマンドを使うとシステムでパ
ニックが起きます。このコマンドはシステムを停止します。
管理者はシステムを起動する必要があります。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0
StartVolumes

この属性の値が 1 の場合、DiskGroup の online 関数は、
ディスクグループをインポートした後、そのディスクグルー
プに所属するすべてのボリュームを起動します。

メモ: Veritas Volume Manager のシステムレベルで
autostartvolumes のデフォルトをオンに設定している場
合は、ディスクグループを構成するすべてのボリュームを
インポートディスクグループの一部として起動します。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 1
StopVolumes

値が 1 の場合、DiskGroup の offline 関数はディスクグ
ループをデポートする前に、そのディスクグループに所属
するすべてのボリュームを停止させます。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 1

UmountVolumes

この属性は、オープンボリュームが VCS 制御外でマウン
トされても、DiskGroup リソースを強制的にオフラインにで
きます。 この属性の値が 1 で、ディスクグループがボリュー
ムをオープン済みである場合は、次の状態が発生します。
■

■

エージェントは、オープンボリュームのファイルシステム
をマウント解除しようとします。 必要に応じて、エージェ
ントはオープンボリュームのファイルシステムを使って
VCS のすべての管理されたアプリケーションと管理対
象外のアプリケーションを強制終了しようとします。
エージェントは、ファイルシステムのマウントを強制的に
マウント解除し、ボリュームを閉じようとします。

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0
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オプションの属性

説明

Reservation

SCSI-3 予約を有効にするかどうかを決定します。 この属
性には、次の 3 つの値のいずれかを設定できます。
■

■

■

ClusterDefault - クラスタレベルの UseFence 属性の
値が SCSI-3 の場合、ディスクグループは SCSI-3 予
約を使ってインポートされます。 クラスタレベルの
UseFence 属性の値が NONE の場合、ディスクグルー
プは予約を使わずにインポートされます。
SCSI3 - クラスタレベルの UseFence 属性の値が
SCSI-3 の場合、ディスクグループは SCSI-3 予約を
使ってインポートされます。
NONE - ディスクグループは SCSI-3 予約を使わずに
インポートされます。

SCSI-3 予約を使ってディスクグループをインポートする場
合は、ディスクグループのディスクが SCSI-3 PR
（Persistent Reservation）に準拠していることを確認しま
す。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: ClusterDefault
例: "SCSI3"
ClearClone

この属性の値が 1 の場合、ディスクグループは「-c」オプ
ションを使ってインポートされます。ディスクグループをイン
ポートするときに、このオプションによりディスクグループの
ディスクから「clone」フラグと「udid_mismatch」フラグを消
去し、必要に応じて UDID も更新します。
「-c」オプションについて詳しくは、VxVM のマニュアルペー
ジを参照してください。

メモ: ハードウェアクローンデバイスの場合、この属性を 1
に設定しないでください。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0
DGOptions

vxdg インポートコマンドのオプションを指定します。エー
ジェントは、DiskGroup リソースをオンラインにするときに
のみ、この属性を使用します。
詳しくは、vxdg(1m) マニュアルページを参照してくださ
い。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "-o noautostart -o updateid"
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表 2-3

内部属性

属性

説明

tempUseFence

この属性は内部使用のみを目的として予約されています。

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われる
スレッド数です。 この属性で定義された数は、他の内部の
目的で使うスレッドの数を含みません。
NumThreads 属性を高い値に設定すると、オンラインに移
行する時間や、多数の DiskGroup リソースを監視する時
間が短くなる場合があります。
データ形式と値のタイプ: 静的整数 - スカラー
デフォルト: 1

メモ: DiskGroup リソースの数が多く、これらのリソースが
オンラインに移行するのに長い時間がかかる場合は、
NumThreads 属性の値を 1 より大きくすることを検討して
ください。

リソースタイプの定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。

type DiskGroup (
static keylist SupportedActions = { "license.vfd", "disk.vfd",
"udid.vfd",
"verifyplex.vfd", checkudid, numdisks, campusplex, volinuse,
joindg, splitdg, getvxvminfo }
static int OnlineRetryLimit = 1
static str ArgList[] = { DiskGroup, StartVolumes, StopVolumes,
MonitorOnly,
MonitorReservation, tempUseFence, PanicSystemOnDGLoss,
UmountVolumes, Reservation, ConfidenceLevel, ClearClone }
static str IMFRegList[] = { DiskGroup, Reservation }
static int IMF{} = { Mode = 3, MonitorFreq = 5, RegisterRetryLimit
= 3 }
str DiskGroup
boolean StartVolumes = 1
boolean StopVolumes = 1
static int NumThreads = 1
boolean MonitorReservation = 0
temp str tempUseFence = INVALID
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int PanicSystemOnDGLoss = 0
int UmountVolumes = 0
str Reservation = ClusterDefault
boolean ClearClone = 0
)

DiskGroup エージェントの注意事項
DiskGroup エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「高可用性のファイアドリル」

■

「ボリュームセットの使用」

■

「ディスクグループの noautoimport フラグの設定」

■

「IMF を使った DiskGroup エージェントの使用」

高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、ノードの VCS の設定と基本的なインフラ間の不一致を検
出します。 これらの不一致はサービスグループが特定のノードでオンラインになることを
防ぐことがあります。
DiskGroup リソースについて、高可用性のファイアドリルは次の点をチェックします。
■

Veritas Volume Manager ライセンス

■

ホストからディスクグループ内のすべてのディスクへの可視性

■

クラスタノードのディスクグループの同じディスク

■

キャンパスクラスタセットアップのディスクグループのすべてのサイト上のプレックスと
同数

高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

ボリュームセットの使用
ボリュームセットを使用する場合は、ボリュームを含む DiskGroup リソースの StartVolumes
属性と StopVolumes 属性を 1 に設定します。ファイルシステムがボリュームセットで作
成される場合は、Mount リソースを使用してボリュームセットをマウントします。
詳しくは Mount エージェントの説明を参照してください。

ディスクグループの noautoimport フラグの設定
VCS では、インポートされたディスクグループの noautoimport フラグを明示的に true
に設定する必要があります。 この値を設定すると、ディスクグループのオンライン化とオフ
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ライン化を行うときに、必要に応じてディスクグループのインポートとデポートを VCS で制
御できます。
インポートされたディスクグループの noautoimport フラグの状態をチェックするには
◆

# vxprint -l disk_group | grep noautoimport

このコマンドからの出力が空白の場合、noautoimport フラグは false に設定され、
VCS は必要な制御を失います。
Monitor 関数が VxVM noautoimport フラグの値をオフからオンに変更します。 この関
数は、サービスグループをオフライン化する代わりに値を変更します。 この処理により、
VCS がディスクグループのインポート制御を保守できるようになります。
次のコマンドは、autoimport フラグを false に変更します。
# vxdg -g disk_group set autoimport=no

ファイバーチャネルアダプタの設定
ほとんどのファイバーチャネル（FC）ドライバには、「failover」と呼ばれる設定可能パラメー
タがあります。 この設定可能パラメータは、FC ドライバの設定ファイルにあります。 この
パラメータは、ディスクターゲットが OFFLINE から FAILED に移行するまでにドライバが
待機する秒数です。 状態が FAILED になると、ドライバは保留中のファイバーチャネル
コマンドをすべて、エラーコードを付けてアプリケーションにフラッシュします。 ディスクグ
ループリソースのすべての MonitorTimeout の値より小さいゼロ以外の値を使うことをお
勧めします。監視タイムアウトの過度の待ち時間を避けるために、この値を使います。
詳しくは、次のガイドを参照してください。
■

Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド

■

ファイバーチャネルアダプタ設定ガイド￼

IMF を使った DiskGroup エージェントの使用
IMF を使った DiskGroup エージェントの使用に関する注意事項:
■

MonitorFreq は 0 以上の値に設定できます。 MonitorFreq キーの値を高い値に設
定すると、エージェントがモニター機能を頻繁に実行しないようになります。MonitorFreq
キーを 0 に設定すると、IMF 監視の実行中の従来の監視が無効になります。従来の
監視はリソースに関する通知を受信した後にのみ行われます。
ただし、ディスクグループが予約で設定されていて、MonitorReservation 属性の値
が 1 に設定されている場合は、MonitorFreq キーの値を、エージェントで監視機能
を実行する頻度に設定してディスクグループの予約を確認します。
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DiskGroup エージェントの設定例
DiskGroup リソースの設定
DiskGroup リソースの設定例
DiskGroup dg1 (
DiskGroup = testdg_1
)

DiskGroup エージェントのデバッグログレベル
DiskGroup エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_3、DBG_4

DiskGroupSnap エージェント
キャンパスクラスタのファイアドリルを実行するために DiskGroupSnap エージェントを使
います。 DiskGroupSnap エージェントにより、キャンパスクラスタ環境（VxVM 拡張ミラー
リング）での設定およびデータ整合性を確認できます。 エージェントは SCSI-3 フェンシ
ングもサポートします。
メモ: DiskGroupSnap エージェントでは、クラスタ内のすべてのシステムで GCO（Global
Cluster Option）ライセンスが有効である必要があります。
ファイアドリルについて詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
DiskGroupSnap は、専用のファイアドリルサービスグループに定義する必要があります。
ファイアドリルサービスグループはアプリケーションサービスグループと類似しています。
ファイアドリルサービスグループには、Mount リソース、Application リソースなど、アプリ
ケーションサービスグループと同様のリソースが含まれている可能性があります。
また、ファイアドリルサービスグループには、DiskGroupSnap に依存する Mount リソー
スなど、DiskGroupSnap タイプのリソースを含める必要があります。 主要な DiskGroup
には、「siteconsistent」属性の値を on に設定して DiskGroup に登録した、複数のサイ
トを含める必要があります。
DiskGroupSnap エージェントがオンラインになると、主要な DiskGroup から 1 つのサイ
トを切断し、切断したサイトを独立した DiskGroup として異なる名前でファイアドリルホス
トにインポートします。 DiskGroup のボリュームもインポートされ、ファイアドリルホストに同
じ名前でマウントされます。
DiskGroupSnap エージェントでは、ファイアドリルに Gold または Bronze を設定できま
す。この設定は、DiskGroupSnap エージェントの FDType 属性で指定できます。 この
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設定により、ファイアドリルのテストで DiskGroup から切断するサイトが決まります。 デフォ
ルトの設定は Gold です。この設定の場合、DiskGroupSnap エージェントは DiskGroup
から、ローカルの VxVM サイトや DiskGroup がオンラインのサイト以外のサイトを選択し
ます。 Gold に設定すると、DiskGroupSnap エージェントの FDSiteName 属性を使用
して、切断するサイトの代替サイトを設定することもできます。 Bronze に設定すると、
DiskGroupSnap エージェントでは DiskGroup から切断するサイトに、ローカルの VxVM
サイトの名前を使用します。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、『p.35 の 「DiskGroupSnap エージェ
ントの注意事項」 を参照してください。 』を参照してください。

DiskGroupSnap エージェントの依存関係
DiskGroupSnap リソースは他のどのリソースにも依存しません。DiskGroupSnap エー
ジェントのリソースを含むサービスグループには、アプリケーションのサービスグループに
対するオフラインローカル依存関係があります。 オフラインローカル依存関係があるの
は、ファイアドリルサービスグループとアプリケーションサービスグループが同じサイトで同
時にオンラインにならないようにするためです。
DiskGroupSnap リソースを含むサンプルサービスグループ

アプリケーション
サービスブループ

図 2-2
Application

Mount

DiskGroup

ファイアドリルサ
ービスブループ

Offline local 依存関係
Application

Mount

DiskGroup
スナップ

DiskGroupSnap エージェントのエージェント関数
Online

アプリケーションのディスクグループが、有効なキャンパスクラスタ設定にあ
ることを確認します。 FDSiteName 属性の値が指定するサイトを切断しま
す。 次に、切断したサイトでのファイアドリルに使われる、別のディスクグルー
プを作成します。 Online 関数の完了後、エージェントは lock ディレクトリ
（/var/VRTSvcs/lock）にロックファイルを作成して、リソースがオンラインであ
ることを示します。
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オフライン (Offline) FDSiteName 属性の値が指定するサイトが、アプリケーションのディスクグ
ループに再接続されます。 Offline 関数の完了後、エージェントは lock ディ
レクトリ（/var/VRTSvcs/lock）からロックファイルを削除して、リソースがオフ
ラインであることを示します。
Monitor

/var/VRTSvcs/lock ディレクトリにロックファイルがあるかどうかをチェックし
て DiskGroupSnap リソースを監視します。

Clean

DiskGroupSnap リソースをオフラインにします。

open

DiskGroupSnap リソースに ONLINE ではない親リソースがある場合、
DiskGroupSnap のリソースのオンラインロックファイルを削除します。
DiskGroupSnap リソースには、OFFLINE のマークが付きます。

DiskGroupSnap エージェントの状態の定義
ONLINE

DiskGroupSnap リソースは、通常どおり機能します。

OFFLINE

DiskGroupSnap リソースは動作していません。

UNKNOWN

設定のエラーが存在します。

FAULTED

DiskGroupSnap リソースは VCS の制御外で予期せずオフラインになって
います。

DiskGroupSnap エージェントの属性
表 2-4

必須属性

必須属性

説明

TargetResName

アプリケーションのサービスグループの DiskGroup リソースの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "dgres"
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必須属性

説明

FDType

ファイアドリルに使う設定を指定します。 この属性には次の値を指定できま
す。
■

Bronze

■

Gold （デフォルト）

Bronze に設定した場合、DiskGroup から切断するサイトにローカルホスト
の VxVM サイトの名前が使用されます。 これにより DiskGroup がサイト障
害に対して脆弱になります。ファイアドリルの処理中に実稼働ボリュームのコ
ピーを使用できない可能性があるためです。
Gold 設定では、異なるサイトで利用可能な親ボリュームのコピーが少なくと
も 3 つあります。そのため、1 つのサイトを切断した場合でも、ファイアドリル
が進行中のときにボリュームがサイトの災害に対して無防備になることはあり
ません。

表 2-5

オプションの属性

オプションの属性

説明

FDSiteName

ファイアドリルディスク用の一意の VxVM サイト名。 この属性の値
は FDType 属性との組み合わせで使用されます。メインの
DiskGroup に登録されたサイトの 1 つに設定する必要がありま
す。
■

■

FDType が Bronze 設定の場合、FDSiteName の値は空に
するか、ファイアドリルホストのローカスホストの VxVM サイトの
名前を指定します。
FDType が Gold 設定の場合、FDSiteName ではファイアドリ
ルの一部として切断する DiskGroup のサイトを指定します。
FDSiteName が空の場合、DiskGroup の設定に基づいて切
断するサイトが選択されます。 実稼働サーバーのサイト名でも
ファイアドリルホストのサイト名でもないサイト名が DiskGroup
から選択されます。
表 2-6 に、FDType 属性および FDSiteName 属性に設定で
きる値と、エージェントによる決定を示します。

Production DiskGroup には A、B、C の 3 つのサイトが含まれており、ローカル VxVM
サイト ID が A のノードで Application サービスグループがオンラインになっている設定
を考慮してください。ファイアドリルは、ローカル VxVM サイト ID が B のノードで
Application サービスグループがオンラインになっている別のノードで実行されます。
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表 2-6
FDType

Bronze

Gold/空

FDSitename EMPTY
結果

FDType の設定例

B

切断するサイ DiskGroup からサ
トを B にし、 イト B を切断しま
処理を続行 す。
します。

C

EMPTY

B

エラー

A、B 以外の エラー
サイトがある
か確認し、選
択します。 そ
れ以外の場
合、エラーに
なります。

C
DiskGroup からサ
イト C を削除しま
す。

DiskGroupSnap エージェントの注意事項
DiskGroupSnap エージェントでは、次の点に注意してください。
■

p.35 の 「VCS のアップグレード後のファイアドリルの設定」 を参照してください。

■

p.35 の 「ファイアドリルのサービスグループの SystemZones 属性の設定」 を参照
してください。

■

p.36 の 「ファイアドリルサービスグループの設定」 を参照してください。

■

p.36 の 「Mount エージェントタイプの ArgList 属性に ReuseMntPt 属性を追加す
る」 を参照してください。

■

p.37 の 「設定の注意事項」 を参照してください。

■

p.38 の 「エージェントの制限事項」 を参照してください。

VCS のアップグレード後のファイアドリルの設定
VCS を以前のバージョンから 6.0 にアップグレードしたら、DiskGroupSnap タイプのリ
ソースをすべて削除し、属性の新しい定義を使って再作成します。 この手順に従わな
かった場合、エージェントが予想外の動作をする可能性があります。

ファイアドリルのサービスグループの SystemZones 属性の設定
アプリケーションのサービスグループの SystemZones 属性にローカルシステム値を割り
当てる必要があります。 これらの値を設定することで、サービスグループは異なるゾーン
へのフェールオーバーを試みる前に、同じゾーン内でフェールオーバーします。
キャンパスクラスタの設定について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。
たとえば、2 つのゾーンに対してサービスグループの SystemZones 属性を 0 と 1 に設
定します。このようにすると、Node_A と Node_B のサービスグループは Node_C と
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Node_D で起動する前に 2 つのノード間でフェールオーバーするようになります。アプリ
ケーションとそのファイアドリルサービスグループはどちらも、SystemZones 属性に次の
値が設定されます。
SystemZones = { Node_A = 0, Node_B = 0, Node_C = 1, Node_D = 1 }

ファイアドリルサービスグループの設定
ファイアドリルサービスグループでは、アプリケーションレベルのリソース（プロセスリソー
ス、アプリケーションリソース、Oracle リソースなど）は、ファイアドリルサービスグループと
アプリケーションサービスグループで同じ属性値を持つことができます。 属性の同じ値を
再利用すると、VCS が間違ったリソースをオンラインとして報告する可能性があります。
このようなタイプでは、FireDrill タイプレベル属性を 1 に設定してください。 たとえば、
Oracle リソースとリスナーリソースを同一に設定する場合は、Oracle と Netlsnr の FireDrill
属性を 1 に設定します。
#
#
#
#

haconf
hatype
hatype
haconf

–makerw
–modify Oracle FireDrill 1
–modify Netlsnr FireDrill 1
-dump –makero

Mount エージェントタイプの ArgList 属性に ReuseMntPt 属性
を追加する
ファイアドリルサービスグループで Mount リソースを使う場合は、ArgList に ReuseMntPt
属性を追加し、値を 1 に設定する必要があります。
ReuseMntPt 属性を ArgList 属性に追加し、値を 1 に設定するには

1

設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw

2

ReuseMntPt 属性を ArgList 属性に追加します。
# hatype -modify Mount ArgList -add ReuseMntPt

3

ファイアドリルの Mount リソースの ReuseMntPt 属性の値を 1 に変更します。
# hares -modify firedrill_mount_resource_name ReuseMntPt 1
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4

ファイアドリルの Mount リソースの ReuseMntPt 属性の値を 1 に変更します。
# hares -modify original_mount_resource_name ReuseMntPt 1

5

VCS の設定を読み取り専用にします。
# haconf –dump –makero

設定の注意事項
次の推奨事項に注意します。
■

Veritas Volume Manager 5.1 以降と FMR ライセンスの組み合わせと、Site
Awareness ライセンスをインストールする必要があります。

■

アプリケーションサービスグループがオンラインになっているとき、SystemZone で
DiskGroupSnap リソースをオンラインにしないでください。

■

ファイアドリルサービスグループとアプリケーションサービスグループの両方で
SystemZones 属性の値が同じことを確認します。

■

ファイアドリルサービスグループでは Volume リソースを使わないでください。
DiskGroupSnap エージェントは内部的に vxvol コマンドを使って、ファイアドリル
ディスクグループ内のすべてのボリュームを開始します。

■

大きいセットアップでは、各種タイマーの値を微調整して、VxVM コマンドの完了を待
つ間にタイマーがタイムアウトしないようにすることが必要になる場合があります。 微
調整が必要なタイマーとしては、DiskGroupSnap リソースの OfflineTimeout や、関
連する DiskGroup リソースの MonitorInterval と ActionTimeout などがあります。次
に例を示します。
#
#
#
#
#

haconf –makerw
hares -override dgsres OfflineTimeout
hares -modify dgsres OfflineTimeout 600
hares -override dgres MonitorInterval
hares -modify dgres MonitorInterval 1200 (this has to be twice
the value intended for ActionTimeout below)
# hares -override dgres ActionTimeout
# hares -modify dgres ActionTimeout 600
# haconf –dump –makero
■

ファイアドリルサービスグループを作成するとき、一般的には、アプリケーションサービ
スグループで使うのと同じ属性値を使います。
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Mount リソースの BlockDevice 属性は、アプリケーションサービスグループとファイ
アドリルサービスグループの間で変わります。 BlockDevice のパスでは、ディスクグ
ループ名の部分に _fd を追加する必要があります。次に例を示します。
/dev/vx/dsk/newdg1/newvol1 は /dev/vx/dsk/newdg1_fd/newvol1 になります。
「p.38 の 図 2-3 を参照してください。 」に、ファイアドリルサービスグループのリソー
スの値への変更を示します。Volume リソースが含まれていないことに注意します。
■

ファイアドリルを開始する前に、アプリケーション DiskGroup に登録されているすべ
てのサイトが ACTIVE 状態であることを確認してください。
DiskGroupSnap リソースのサンプルリソースの値

図 2-3
procfdres1

mntfdres1

BlockDevice =
" /dev/vx/dsk/newdg1_fd/newvol1"

dgsres

エージェントの制限事項
次の制限事項が DiskGroupSnap エージェントに適用されます。
■

DiskGroupSnap エージェントはボリュームセットをサポートしません。

■

DiskGroupSnap エージェントは Storage Foundation for Oracle RAC 環境では使
えません。

■

DiskGroupSnap リソースのオンラインおよびオフライン操作で、VCS 処理のエントリ
ポイントを呼び出し、VxVM コマンドを実行してファイアドリルサイトを切断/再接続しま
す。 VxVM では、これらのコマンドが、ディスクグループがインポートされるノードで実
行される必要があるので、ディスクグループはこれらの操作を実行する前にクラスタの
一部のノードでインポートされる必要があります。

■

いずれかのノードで VCS を終了する前に、のファイアドリルサービスグループをオフ
ラインにしてください。 VCS を終了する前にファイアドリルサービスグループをオフラ
インにしなかった場合、ファイアドリルを引き続き実行するには、ファイアドリルサイトを
ディスクグループに手動で再接続する必要があります。

■

Veritas Volume Manager でサポートされる ASL/APM ライブラリがあるエンクロー
ジャを使ってください。 サポート対象のエンクロージャを確認するには、vxddladm
listsupport コマンドを使います。

■

ファイアドリルの処理中にアプリケーションサービスグループを切り替えないでくださ
い。
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DiskGroupSnap エージェントのリソースタイプの定義
このエージェントのリソースタイプの定義は次のとおりです。
type DiskGroupSnap (
static int ActionTimeout = 120
static int MonitorInterval = 300
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { TargetResName, FDSiteName, FDType }
str TargetResName
str FDSiteName
str FDType
)

DiskGroupSnap エージェントの設定例
図 2-4 では、プライマリサイトは Bronze 設定であり、ディザスタリカバリサイトは Gold 設
定です。
プライマリサイトは、専用のファイアドリルディスクがないために Bronze 設定です。 Bronze
設定では、ディザスタリカバリサイトのミラーディスクの用途を変更して、ファイアドリルのテ
ストディスクとして使います。 Bronze 設定の欠点は、ファイアドリルがオンラインのときに
プライマリサイトでディスク障害が発生した場合、サイトが障害状態になることです。
Bronze 設定での FDSiteName の値は VxVM サイト名です。 この設定のため、プライ
マリサイトでのノードの FDSiteName 属性値は次のようになります。
FDSiteName@Node_A = pri
FDSiteName@Node_B = pri

ディザスタリカバリサイトは、専用のファイアドリルディスクがサイトにあるので Gold 設定に
なります。 FDSiteName 属性には、ファイアドリルディスクに指定されている VxVM サイ
トタグを使います。 この設定のため、ディザスタリカバリサイトでのノードの FDSiteName
属性値は次のようになります。
FDSiteName@Node_C = dr_fd
FDSiteName@Node_D = dr_fd

Node_A と Node_B については SystemZones 属性の値をゼロに設定し、Node_C と
Node_D については 1 に設定します。次に例を示します。
SystemZones = { Node_A = 0, Node_B = 0, Node_C = 1, Node_D = 1 }
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Bronze 設定のプライマリサイトと Gold 設定のディザスタリカバリサ
イト

図 2-4

Bronze 設定
でのプライマリサイト

Gold 設定でのディザ
スタリカバリサイト

SystemZones=0

SystemZones=1

VxVM サイト名=pri
Node_A

VxVM サイト名=dr

Node_B

Node_C

Node_D

ストレ
ッチク
ラスタ

データディスク

データディスク

VxVM サイト名 = pri

VxVM サイト名 = dr

ファイアドリルディスク

VxVM サイト名 =
dr_fd

標準的な DiskGroupSnap エージェントの main.cf 設定
次の設定例では、ファイアドリルのサービスグループおよび対応するアプリケーションサー
ビスグループを示します。ファイアドリルのサービスグループは次のとおりです。
group dgfdsg (
SystemList = { Node_A = 0, Node_B = 1, Node_C = 2, Node_D = 3 }
SystemZones = { Node_A = 0, Node_B = 0, Node_C = 1, Node_D = 1}
)
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DiskGroupSnap dgsres (
TargetResName = dgres
)
FDtype = "Gold"
FDSiteName
FDSiteName
FDSiteName
FDSiteName
)

@Node_A
@Node_B
@Node_C
@Node_D

=
=
=
=

pri
pri
dr_fd
dr_fd

Mount mntfdres1 (
MountPoint = "/dgsfs1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/newdg1_fd/newvol1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
)
Mount mntfdres2 (
MountPoint = "/dgsfs2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/newdg1_fd/newvol2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
)
Process procfdres1 (
PathName = "/usr/bin/ksh"
Arguments = "/scrib.sh /dgsfs1"
)
Process procfdres2 (
PathName = "/usr/bin/ksh"
Arguments = "/scrib.sh /dgsfs2"
)
requires group dgsg offline local
mntfdres1 requires dgsres
mntfdres2 requires dgsres
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procfdres1 requires mntfdres1
procfdres2 requires mntfdres2

アプリケーションのサービスグループ（実際のサービスグループ）は次のとおりです。
group dgsg (
SystemList = { Node_A = 0, Node_B = 1, Node_C = 2, Node_D =
3 }
SystemZones = { Node_A = 0, Node_B = 0, Node_C = 1, Node_D
= 1}
)
DiskGroup dgres (
DiskGroup = newdg1
)
Mount mntres1 (
MountPoint = "/dgsfs1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/newdg1/newvol1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
)
Mount mntres2 (
MountPoint = "/dgsfs2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/newdg1/newvol2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
)
Process procres1 (
PathName = "/usr/bin/ksh"
Arguments = "/scrib.sh /dgsfs1"
)
Process procres2 (
PathName = "/usr/bin/ksh"
Arguments = "/scrib.sh /dgsfs2"
)

42

第 2 章 ストレージエージェント
DiskGroupSnap エージェント

mntres1 requires dgres
mntres2 requires dgres
procres1 requires mntres1
procres2 requires mntres2

Oracle リソースを使用する DiskGroupSnap の main.cf の例
次の Oracle の設定はこのガイドで示すために単純化されています。
group fd_oragrp (
SystemList = { Node_A = 0, Node_B = 1 }
AutoStart = 0
SystemZones = { Node_A = 0, Node_B = 1 }
)
DiskGroupSnap dgres (
FDSiteName @Node_A = siteA
FDSiteName @Node_B = siteB
TargetResName = oradg_res
FDType = "Bronze"
)
IP fd_oraip (
Device = etho
Address = "10.198.95.191"
NetMask = "255.255.255.0"
)
Mount fd_archmnt (
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradg_fd/archive_vol"
MountPoint = "/ora_archive"
FSType = vxfs
)
Mount fd_datamnt (
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradg_fd/data_vol"
MountPoint = "/ora_data"
FSType = vxfs
)
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NIC fd_oranic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.198.95.1" }
)
Netlsnr fd_LSNR (
Home = "/opt/oracle/ora_home"
Owner = oracle
)
Oracle fd_Ora_01 (
Owner = oracle
Home = "/opt/oracle/ora_home"
Sid = Ora_01
)
requires group oragrp offline local
fd_LSNR requires fd_Ora_01
fd_LSNR requires fd_oraip
fd_Ora_01 requires fd_archmnt
fd_Ora_01 requires fd_datamnt
fd_archmnt requires dgres
fd_datamnt requires dgres
fd_oraip requires fd_oranic
group oragrp (
SystemList = { Node_A = 0, Node_B = 1 }
AutoStartList = { Node_A, Node_B }
SystemZones = { Node_A = 0, Node_B = 1 }
)
DiskGroup oradg_res (
DiskGroup = oradg
)
IP Node_A4vip (
Device = eth0
Address = "10.198.95.192"
Netmask = "255.255.252.0"
)
Mount arch_mnt (
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
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BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradg/archive_vol"
MountPoint = "/ora_archive"
FSType = vxfs
)
Mount data_mnt (
FsckOpt = "-y"
ReuseMntPt = 1
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradg/data_vol"
MountPoint = "/ora_data"
FSType = vxfs
)
NIC nic_Node_A4vip (
Device = eth0
)
Netlsnr LSNR (
Home = "/opt/oracle/ora_home"
Owner = oracle
)
Oracle Ora_01 (
Owner = oracle
Home = "/opt/oracle/ora_home"
Sid = Ora_01
)
Volume arch_vol (
Volume = archive_vol
DiskGroup = oradg
)
Volume data_vol (
Volume = data_vol
DiskGroup = oradg
)
LSNR requires Ora_01
LSNR requires Node_A4vip
Ora_01 requires arch_mnt
Ora_01 requires data_mnt
arch_mnt requires arch_vol
arch_vol requires oradg_res
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data_mnt requires data_vol
data_vol requires oradg_res
Node_A4vip requires nic_Node_A4vip

DiskGroupSnap エージェントのデバッグログレベル
DiskGroupSnap エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1

Volume エージェント
Volume エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームのオンライン化、
オフライン化、監視を行います。 高可用性のあるボリュームにするにはこのエージェント
を使います。
メモ: レプリケーション用に作成したボリュームには Volume エージェントを使わないでく
ださい。

Volume エージェントの依存関係
Volume リソースは DiskGroup リソースに依存します。
Volume リソースを含むサンプルサービスグループ

図 2-5
Application

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

Volume エージェントのエージェント関数
Online

vxrecover コマンドを使ってボリュームを起動します。

オフライン (Offline) vxvol コマンドを使ってボリュームを停止します。
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Monitor

ボリュームがオンライン、オフライン、不明のいずれであるかを判断するため
に、ボリュームに対する RAW デバイスインターフェースからブロックの読み
込みを試みます。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフラインにし
ます（必要な場合は強制的に実行されます）。

Volume エージェントの状態の定義
ONLINE

指定されたボリュームが起動していて、I/O が許可されていることを示します。

OFFLINE

指定されたボリュームが起動しておらず、I/O が許可されていないことを示し
ます。

FAULTED

ボリュームが予想外に停止し、I/O が許可されないことを示します。

UNKNOWN

エージェントがリソースの状態を判断できないこと、またはリソース属性が正
しく設定されていないことを示します。

Volume エージェントの属性
表 2-7

必須属性

必須属性

説明

DiskGroup

ボリュームが含まれているディスクグループの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "DG1"

ボリューム

DiskGroup 属性で指定されたディスクグループからのボリュームの名前。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "DG1Vol1"
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表 2-8

内部属性

オプションの属性 説明
NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数です。
この属性で定義された数は、他の内部の目的で使うスレッドを含みません。
NumThreads 属性を高い値に設定すると、オンラインに移行する時間や、
多数の DiskGroup リソースを監視する時間が短くなる場合があります。
DiskGroup リソースの数が多く、これらのリソースがオンラインに移行するの
に長い時間がかかる場合は、NumThreads 属性の値を 1 より大きくするこ
とを検討してください。
この属性は修正しないことをお勧めします。
デフォルト: 1

Volume エージェントのリソースタイプの定義
このエージェントのリソースタイプの定義は次のとおりです。

type Volume (
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { Volume, DiskGroup }
str Volume
str DiskGroup
)

Volume エージェントの設定例
Volume エージェントの設定例は次のとおりです。
Volume sharedg_vol3 (
Volume = vol3
DiskGroup = sharedg
)

Volume エージェントのデバッグログレベル
Volume エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_3、DBG_5
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VolumeSet エージェント
VolumeSet エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームセットのオン
ライン化、オフライン化、監視を行います。 高可用性のあるボリュームセットにするには
エージェントを使います。

VolumeSet エージェントの依存関係
VolumeSet リソースは DiskGroup リソースに依存します。
VolumeSet リソースを含むサンプルサービスグループ

図 2-6
Application
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VolumeSet エージェントのエージェント関数
Online

vxrecover コマンドを使ってボリュームセットを起動します。

オフライン (Offline) vxvset コマンドを使ってボリュームセットを停止します。
Monitor

ボリュームセットがオンライン、オフライン、不明のいずれであるかを判断す
るために、ボリュームセット内のボリュームに対する RAW デバイスインター
フェースからブロックの読み込みを試みます。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフラインにし
ます（必要な場合は強制的に実行されます）。

VolumeSet エージェントの状態の定義
ONLINE

ボリュームセット内のすべてのボリュームが起動していて、すべてのボリュー
ムに対して I/O が許可されていることを示します。

OFFLINE

ボリュームセット内で少なくとも 1 つのボリュームが起動しておらず、そのボ
リュームに対して I/O が許可されていないことを示します。
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FAULTED

ボリュームセット内のボリュームが予想外に停止したことと、I/O が許可されて
いないことを示します。

UNKNOWN

エージェントがリソースの状態を判断できないこと、またはリソース属性が正
しく設定されていないことを示します。

VolumeSet エージェントの属性
表 2-9

必須属性

必須属性

説明

DiskGroup

ボリュームセットが含まれているディスクグループの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "DG1"

VolumeSet

DiskGroup 属性で指定したディスクグループに属するボリュームセットの名
前。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "DG1VolSet1"

VolumeSet エージェントのリソースタイプの定義
type VolumeSet (
static str ArgList[] = { DiskGroup, VolumeSet }
str VolumeSet
str DiskGroup
)

VolumeSet エージェントの設定例
ここでは、このエージェントの設定例を示します。

DiskGroup リソースに依存するように設定された VolumeSet
VolumeSet の shared_vset3 リソースが設定され、共有ディスクグループを持つ
DiskGroup リソースに依存します。
VolumeSet sharedg_vset3 (
VolumeSet = vset3
DiskGroup = sharedg
)
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VolumeSet エージェントの注意事項
ここでは、このエージェントの注意事項を示します。

アクセスできないボリュームのために VolumeSet エージェントがオンラ
インにならない
ボリュームセット内にアクセスできないボリュームがあると、VolumeSet エージェントはオ
ンラインになりません。
ボリュームセットからボリュームを削除するには
◆

次のコマンドを入力して、mountpoint にマウントされたボリュームセットからボリュー
ムを削除します。
# fsvoladm remove mountpoint volume_name
# vxvset -g diskgroup rmvol volumeset volume_name

VolumeSet エージェントのデバッグログレベル
VolumeSet エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_4

LVMLogicalVolume エージェント
LVMLogicalVolume エージェントは、Logical Volume Manager（LVM2）ボリュームのオ
ンライン化、オフライン化、監視を行います。 このエージェントでは LVM2 コマンドを使用
します。 このエージェントを使い、ボリュームグループおよび論理ボリュームを、いつでも
使えるようにするか、または監視できます。
p.18 の 「VCS によるマルチパスソリューションのサポート」 を参照してください。

依存関係
LVMLogicalVolume リソースは LVMVolumeGroup リソースに依存します。
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LVMLogicalVolume リソースを含むサンプルサービスグループ

図 2-7
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エージェント関数
Online

lvchange コマンドを使ってボリュームを開始します。

オフライン (Offline) lvchange コマンドを使ってボリュームを停止します。
Monitor

ボリュームに対する raw デバイスインターフェースからブロックを読み取り、
ボリュームがオンラインかオフラインかを判断します。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフラインにし
ます（必要な場合は強制的に実行されます）。

状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

指定されたボリュームが起動していて、I/O が許可されていることを示します。

OFFLINE

指定されたボリュームが起動しておらず、I/O が許可されていないことを示し
ます。

UNKNOWN

エージェントがリソースの状態を判断できない、またはリソース属性が無効で
あることを示します。
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属性
表 2-10

必須属性

必須属性

説明

LogicalVolume

Logical Volume Manager（LVM2）で設定されたボリュームの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "volume1"

VolumeGroup

Logical Volume Manager（LVM2）で設定された、ボリュームが格納されて
いるボリュームグループの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "volumegroup1"

リソースタイプの定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。
type LVMLogicalVolume (
static str ArgList[] = { LogicalVolume, VolumeGroup }
str LogicalVolume
str VolumeGroup
)

設定例
この例では、論理ボリュームはマウントポイントでマウントされます。
Mount mnt_lvmvol01 (
MountPoint = "/mnt/lvmvol01"
BlockDevice = "/dev/mapper/lvmvg01-lvmvol01"
FSType = "reiserfs"
FsckOpt = "-y"
)
LVMLogicalVolume lvmvol01 (
LogicalVolume = lvmvol01
VolumeGroup = lvmvg01
)
LVMVolumeGroup lvmvg01 (
VolumeGroup = lvmvg01
)
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mnt_lvmvol01 requires lvmvol01
lvmvol01 requires lvmvg01

デバッグログレベル
LVMLogicalVolume エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_3、DBG_5

LVMVolumeGroup エージェント
LVMVolumeGroup は、Logical Volume Manager（LVM2）ボリュームグループのオンラ
イン化、オフライン化、監視を行います。 このエージェントでは LVM2 コマンドを使用しま
す。 このエージェントを使い、ボリュームグループおよび論理ボリュームを、いつでも使え
るようにするか、または監視できます。
p.18 の 「VCS によるマルチパスソリューションのサポート」 を参照してください。

LVMVolumeGroup エージェントの依存関係
Dynamic Multi-pathing で LVM のタグ付けを使うことをお勧めします。
LVMVolumeGroup リソースを含むサンプルサービスグループ

図 2-8
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LVMVolumeGroup エージェントのエージェント関数
このエージェントのエージェント関数は次のとおりです。
Online

vgimport コマンドを使ってボリュームグループをインポートします。

オフライン (Offline) vgexport コマンドを使ってボリュームグループをエクスポートします。
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Monitor

vgdisplay コマンドを使ってボリュームグループがオンラインかオフライン
かを判断します。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフラインにし
ます（必要な場合は強制的に実行されます）。

Action

次のように様々な action エージェント関数があります。
■

volinuse
指定されたボリュームが VCS の制御外でマウントされるか否かを調べま
す。 action は、ボリュームが VCS の制御外でマウントされる場合は
「FAILURE」を返し、そうでない場合は「SUCCESS」を返します。

LVMVolumeGroup エージェントの状態の定義
ONLINE

ボリュームグループがインポートされていることを示します。

OFFLINE

Linux: ボリュームグループがインポートされていないことを示します。

UNKNOWN

設定に問題があるか、リソースの状態を判別する機能に障害があることを示
します。

LVMVolumeGroup エージェントの属性
表 2-11

必須属性

必須属性

説明

VolumeGroup

Logical Volume Manager（LVM2）で設定された、ボリュームが格納されて
いるボリュームグループの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "volumegroup1"

表 2-12

オプションの属性

オプションの属性

説明

StartVolumes

この属性の値が 1 なら、LVMVolumeGroup オン
ライン機能はグループをインポートします。 次に、
そのボリュームグループに属するすべてのボリュー
ムを開始します。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0
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オプションの属性

説明

EnableLVMTagging

この属性の値が 1 の場合、LVMVolumeGroup の
online 関数は LVM タグをボリュームグループに関
連付けてから、グループをインポートします。 関連
付けられたタグは、リソースがオフライン状態になっ
たときに削除されます。
LVM のタグ付けを有効にするにはすべてのホスト
でネーティブ LVM を手動で 設定してくださ
い。p.56 の 「Dynamic Multi-Pathing に対してボ
リュームグループのアクティブ化保護を有効にす
る」 を参照してください。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0

LVMVolumeGroup エージェントのリソースタイプの定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。
type LVMVolumeGroup (
static keylist SupportedActions = { volinuse }
static str ArgList[] = { VolumeGroup, StartVolumes,
EnableLVMTagging }
str VolumeGroup
boolean StartVolumes = 0
boolean EnableLVMTagging = 0
)

LVMVolumeGroup エージェントの注意事項
LVMVolumeGroup エージェントでは、次の点に注意してください。
「Dynamic Multi-Pathing に対してボリュームグループのアクティブ化保護を有効にする」
「ボリュームグループのアクティブ化保護に関する注意事項」

Dynamic Multi-Pathing に対してボリュームグループのアクティブ化保
護を有効にする
クラスタ内の各ノードで、次の手順を実行して、Red Hat と SUSE システム上のボリュー
ムグループのアクティブ化保護を有効にします。
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ボリュームグループのアクティブ化保護を有効にするには

1

クラスタ内の各ノードで、/etc/lvm/lvm.conf ファイルを編集し、次の行を追加します。
tags { hosttags = 1 }

2

クラスタ内の各ノードの /etc/ lvm/ ディレクトリで、ノード固有の lvm.conf ファイルを
次の形式で作成します。
lvm_host_name.conf
host_name は uname -n コマンドの出力です。

3

手順 2 で作成したファイルに次の行を追加します。
activation { volume_list=node }

node は uname -n コマンドの出力です。

ボリュームグループのアクティブ化保護に関する注意事項
ボリュームグループのアクティブ化保護を使用する予定の場合は、次の注意事項を確認
してください。
■

/etc/lvm/lvm.conf で hosttag=0 を設定すると、すべてのボリュームグループの LVM
タグ付けが無効になります。

■

LVM タグ付け（lvm.conf ファイルで hosttags = 1）をサポートするようにシステムの
LVM 設定（/etc/lvm/lvm.conf）を修正する場合は、設定したすべての
LVMVolumeGroup リソースに対して EnableLVMTagging の値が 1 になっているこ
とを確認してください。
特定のボリュームグループの LVM タグ付けを無効にする別の方法は、volume_list
アクティブ化設定（/etc/lvm/lvm_`uname –n`.conf）でそのボリュームグループ名を追
加することです。
たとえば、vg11 ボリュームグループに対して LVM タグ付けを行わないようにする場
合は、/etc/lvm/lvm_`uname –n`.conf に次の行を追加します。
activation { volume_list=["vg11","@node"] }。ここでの「node」は、「uname -n」コマ
ンドの値です。
この設定を使用すると、ボリュームグループ vg11 のアクティブ化のときにタグ付けを
使わないようにエージェントに指示できます。 ただし、残りのボリュームグループには
タグ付けを行う必要があります。

LVMVolumeGroup エージェントの設定例
このエージェントの設定例は次のとおりです。
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Linux の設定 1
この例では、複数のパスを持つディスク上にボリュームグループ testvg_1 が作成され、
LVM タグ付けが有効になっています。
LVMVolumeGroup lvg1 (
VolumeGroup = testvg_1
EnableLVMTagging = 1
)

Linux の設定 2
この例では、複数のパスを持つディスク上にボリュームグループ testvg_1 と testvg_2 が
作成されます。 LVM タグ付けは、testvg_1 に対しては有効で、test_vg2 に対しては無
効になっています。
LVMVolumeGroup lvg1 (
VolumeGroup = testvg_1
EnableLVMTagging = 1
)
LVMVolumeGroup lvg2 (
VolumeGroup = testvg_2
)
Here the /etc/lvm/lvm_`uname –n`.conf file contains:
activation { volume_list=["testvg_2","@node"] }
where node is the value of uname -n command.

LVMVolumeGroup エージェントのデバッグログレベル
LVMVolumeGroup エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_3、DBG_5

Mount エージェント
Mount エージェントは、ファイルシステムまたは NFS クライアントのマウントポイントのオ
ンライン化、オフライン化、監視を行います。 このエージェントを使うと、ファイルシステム
または NFS クライアントのマウントポイントの可用性を高めることができます。
また、このエージェントは、高可用性のファイアドリルをサポートします。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、『p.69 の 「Mount エージェントに関す
る注意事項」 を参照してください。 』を参照してください。
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IMF 対応
Mount エージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF（Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF とインテリジェントなリソースの監視につ
いて詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
メモ: マウントに対する IMF の使用は、VxFS、ext4、および XFS ファイルシステムタイプ
でのみサポートされます。
IMF 関連の Mount エージェント関数について詳しくは、「Mount エージェントのエージェ
ント関数」を参照してください。
IMF との Mount エージェントの使用について詳しくは、「IMF の使用に関する注意事項」
を参照してください。

Mount エージェントの依存関係
Mount リソースは他のどのリソースにも依存しません。
Mount リソースを含むサンプルサービスグループ

図 2-9
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Mount エージェントのエージェント関数
Online

ブロックデバイスをディレクトリにマウントします。 非 NFS
のマウントに失敗すると、エージェントはファイルシステム
を再びマウントする前に、デバイスに対して fsck コマンド
を実行します。
ファイルシステムのタイプが NFS の場合は、エージェント
は指定されたディレクトリにリモートファイルシステムをマウ
ントします。 リモート NFS ファイルシステムは、
BlockDevice 属性で指定されます。

メモ: SmartIO 機能のライトバックモードを有効にすると、
ノードエラーや SSD（Solid State Drive）デバイスエラー
が起きたときに保留中のダーティデータを含むファイルが
アクセス不能になることがあります。
ライトバックキャッシュのリカバリについて詳しくは、『Veritas
InfoScale SmartIO for Solid State Drives ソリューション
ガイド』を参照してください。
オフライン (Offline)

マウント済みのファイルシステムをマウント解除します。

Monitor

ファイルシステムがマウントされているかどうかを調べます。
Mount エージェントに対して IMF が有効な場合、リソース
は非同期に監視され、リソースの状態に変化があると、適
切な処理のためすぐに VCS に送信されます。

imf_init

AMF（Asynchronous Monitoring Framework）カーネル
ドライバと連動するようにエージェントを初期化します。 こ
の機能は、エージェントが起動すると実行されます。

imf_getnotification

リソースの状態の変更についての通知を待機します。 この
機能は、AMF カーネルドライバと連動するようにエージェ
ントが初期化された後に実行されます。 エージェントは継
続的に通知を待機し、通知後にリソースでアクションを実
行します。

imf_register

エージェントで監視する必要があるリソースエンティティを
AMF カーネルドライバに登録します。 この機能は、リソー
スが安定した状態（オンラインまたはオフライン）に入った
後に、リソースごとに実行されます。このアクションのエント
リポイントは、マウントエージェントのマウントポイント、ブロッ
クデバイス、ファイルシステムタイプを登録します。

Clean

マウント済みのファイルシステムを強制的にマウント解除し
ます。
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Info

Mount エージェントの info 関数は、次のコマンドを実行し
ます。
# df -h mount_point
出力として、次の Mount リソースの情報が表示されます。
Size Used Avail Use%
info エージェント関数を開始するには、InfoInterval のタ
イミングを 0 より大きい値に設定します。info エージェント
関数は 60 秒ごとに実行されます。
# haconf -makerw
# hatype -modify Mount InfoInterval 60
Mount リソースに関する情報を取得するコマンドは、次の
とおりです。
# hares -value mountres ResourceInfo
次のように出力されます。
Size 2097152
Used 139484
Available 1835332
Used% 8%
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Action

■

■

■

■

■

chgmntlock
VCS 定義のロックに VxFS ファイルシステムのロック
をリセットします。
mountpoint.vfd
オフラインノードに、指定したマウントポイントが存在す
るかどうかを調べます。 失敗した場合、それを VCS が
修正するように要求すると、mkdir コマンドを使ってマ
ウントポイントディレクトリを作成します。
mounted.vfd
マウントポイントが、すでにオフラインノード上にマウン
トされているかどうかを調べます。 失敗した場合、指定
マウントポイントディレクトリからのすべてのファイルシス
テムをマウント解除する必要があります。
vxfslic.vfd
有効な Veritas File System（VxFS）ライセンスがある
かどうかを調べます。 失敗した場合、VxFS のライセン
スを更新する必要があります。
mountentry.vfd
マウントポイントが自動（マウント用）ファイルシステム
テーブルにないことを確認します。
次に例を示します。
/etc/fstab
このアクションが失敗した場合は、自動（マウント用）ファ
イルシステムテーブルからマウントポイントを削除する
必要があります。

1 から 0 まで VxFSMountLock の属性の値を変更すると
き、マウントをロック解除します。

attr_changed

Mount エージェントの状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

ローカルファイルシステムの場合は、指定されたマウントポイントにブロックデ
バイスがマウントされることを示します。
NFS クライアントの場合は、指定されたマウントディレクトリに NFS リモート
ファイルシステムがマウントされることを示します。

OFFLINE

ローカルファイルシステムの場合は、指定されたマウントポイントにブロックデ
バイスがマウントされないことを示します。
NFS クライアントの場合は、指定されたマウントディレクトリに NFS リモート
ファイルシステムがマウントされないことを示します。
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FAULTED

ローカルファイルシステムの場合は、ブロックデバイスが予想外にマウント解
除されたことを示します。
NFS クライアントの場合は、NFS リモートファイルシステムが予想外にマウ
ント解除されたことを示します。

UNKNOWN

設定に問題があるか、リソースの状態を判別する機能に障害があることを示
します。

Mount エージェントの属性
表 2-13

必須属性

必須属性

説明

BlockDevice

マウントポイントに指定するブロックデバイス。
LVM2 の場合は、ボリュームへの実際のマッパーパスを使ってください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例:
■

LVM2 の例
# ls -la /dev/ora_vg/ora_vol
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Apr 17 04:48
/dev/ora_vg/ora_vol -> /dev/mapper/ora_vgora_vol

■

■

BlockDevice の属性の場合はパス /dev/mapper/ora_vg-ora_vol を
使ってください。
NFS の例
ファイルシステムタイプが NFS の場合、BlockDevice を次のように設定
します。server:/path/to/share
IPv4
sys1.example.com:/usr/share1
IPv6
[2001::5]:/path/to/share
"/dev/vx/dsk/myvcs_dg/myvol"
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必須属性

説明

FsckOpt

非 NFS のマウントの場合は必須です。
fsck コマンドのオプションを指定するためにこの属性を使います。ローカ
ルマウントに対してこの属性を正しく設定する必要があります。 マウントに失
敗すると、ブロックデバイスを再マウントする前に、指定されたオプション付き
で fsck が実行されます。 値には、-y または -n を含んでいる必要があり
ます。 詳しくは、fsck のマニュアルページを参照してください。
-y 引数により、VxFS ファイルシステムは完全 fsck 操作の前にログ再生
を実行できます。
NFS マウントの場合、この属性の値は適用可能ではなく、無視されます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
VxFS の例: -y

メモ: コマンドラインを使うときには、% 記号を追加して「-」をエスケープしま
す。 例: hares -modify MntRes FsckOpt %-y
FSType

ファイルシステムのタイプ。
vxfs、bind、ext2、ext3、ext4、xfs、nfs、reiserfs をサポートします。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

MountPoint

マウントポイントのディレクトリ。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/mnt/apache1"

表 2-14

オプションの属性

オプションの属性

説明

CkptUmount

この属性の値が 1 の場合、ファイルシステムがマウント解除され
ると、この属性は自動的に VxFS Storage Checkpoint をマウン
ト解除します。
この属性の値が 0 であり、Storage Checkpoint がマウントされ
れば、フェールオーバーは起きません。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 1
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オプションの属性

説明

MountOpt

mount コマンドのオプション。 詳しくは Mount のマニュアルペー
ジを参照してください。
MountOpt フィールドには -o を指定しないでください。
エージェントは、Mount リソースをオンラインにするときにのみこ
のオプションを使用します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "rw"

VxFSMountLock

この属性は VxFS（Veritas File System）に適用可能です。 vxfs
によって提供されるロック機能をエージェントが使うことを制御し、
不慮のマウント解除を防ぎます。
この属性の値が 0 の場合、リソースがオンラインになると、エー
ジェントはマウントポイントをロックしません。 リソースがオンライン
になっているとき、ロックの状態を監視しません。 「VCS」以外の
キーでマウントがロックされている場合、警告は表示されません。
この属性の値が 1 の場合、オンラインの間に、エージェントマウ
ントポイントをロックするためにキー「VCS」を使います。 監視の
エージェント関数はすべてのサイクルの間にロックを監視します。
■

■

マウントポイントがロックされなければ、エージェントがロックし
ます。
マウントポイントが「VCS」以外のキーですでにロックされてい
る場合には、エージェントは警告をログに記録します。 さら
に、Chgmntlock 処理のエージェント関数を実行するように
要求します。

オフラインの間に、エージェントは必要に応じて、必要となるキー
を使ってロックを解除します。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 1
SnapUmount

この属性の値が 1 の場合、ファイルシステムがマウント解除され
ると、この属性は自動的に VxFS スナップショットをマウント解除
します。
この属性の値が 0 であり、スナップショットがマウントされる場合
は、リソースをオフラインにすることはできません。 この場合、
フェールオーバーは起きません。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0
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オプションの属性

説明

AccessPermissionChk

この属性の値を 1 または 2 に設定すると、モニタは
MntPtPermission、MntPtOwner、MntPtGroup の各属性の値
が実際のマウント済みファイルシステムの値と同じであることを検
証します。 これらのうちのどれかが定義されている値と一致しな
ければ、メッセージがログに記録されます。
この属性の値を 2 に設定した場合、マウント済みファイルシステ
ムの権限が属性値と一致しないと、Monitor エージェント関数は
OFFLINE として状態を戻します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

CreateMntPt

この属性の値が 0 の場合、マウントポイントは作成されません。
適切な権限のマウントポイントが存在しないと、マウントは失敗す
る場合があります。
この属性の値が 1 または 2 で、マウントポイントが存在しない場
合は、リソースがオンライン状態になるときに、エージェントがシ
ステムデフォルトの権限でマウントポイントを作成します。 マウン
トポイントの権限が 555 未満の場合、警告メッセージがログに記
録されます。
この属性の値が 2 で、マウントポイントが存在しない場合は、リ
ソースがオンライン状態になるときに、エージェントがシステムデ
フォルトの権限でマウントポイントを作成します。 マウントポイント
の権限が 555 未満の場合、警告メッセージがログに記録されま
す。 さらに、VCS は、リソースがオフライン状態になるときに、マ
ウントポイントと再帰的に作成されたディレクトリを削除します。 マ
ウントポイントと再帰的なマウントポイントは、空のときにのみ削除
されます。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

MntPtGroup

この属性は、マウント済みファイルシステムのグループ所有権を
指定します。 AccessPermissionChk 属性の値が 0 でない場
合、エージェントはマウント済みファイルシステムのグループ所有
権をすべての監視サイクルで検証します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "grp1"
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オプションの属性

説明

MntPtOwner

この属性は、マウント済みファイルシステムのユーザー所有権を
指定します。 AccessPermissionChk 属性の値が 0 でない場
合、エージェントはマウント済みファイルシステムのユーザー所
有権をすべての監視サイクルで検証します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "usr1"

MntPtPermission

この属性は、8 進数 4 桁の絶対形式でマウント済みファイルシス
テムの権限を指定します。 AccessPermissionChk 属性の値が
0 でない場合、エージェントはマウント済みファイルシステムの
モードをすべての監視サイクルで検証します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "0755"

OptCheck

この属性の値は、VCS がマウントオプションを検証する必要があ
るかどうかを指定します。 リソースの状態は検証の結果に基づい
て判断されます。
0（デフォルト）にセットすると、マウントオプションは確認されませ
ん。
OptCheck 属性の値が 1、2、3 のいずれかの場合は、検査が実
行されて、VCS に指定したマウントコマンドオプションが
MountOpt 属性に設定されているかどうかが確認されます。
MountOpt 属性は実際のマウントコマンドオプションと同じである
必要があります。 実際のマウントオプションが MountOpt 属性と
異なる場合は、メッセージがログに記録されます。 リソースの状
態はこの属性の値によって決まります。
属性の値が 1 なら、リソースの状態は変化しません。
値が 2 なら、リソースの状態はオフラインに設定されます。
値が 3 なら、リソースの状態は不明に設定されます。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

RecursiveMnt

この属性の値が 1 の場合、VCS はマウントポイントのすべての
親ディレクトリを必要に応じて作成します。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0
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オプションの属性

説明

ReuseMntPt

同じマウントポイントを複数のマウントリソースで指定する必要が
ある場合は、この属性の値を 1 に設定します。この属性は値 1
または 0 のみを受け付けることに注意してください。
この属性を使うためには、クラスタの管理者がエージェントの
arglist にこの属性を追加する必要があります。 一度に 1 つのリ
ソースのみがシステムでオンラインになることができるように、グ
ループとリソースの適切な依存関係を設定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0
この属性は次の場合にのみ適用されます。

CacheRestoreAccess

■

ファイルシステムタイプが VxFS

■

SmartIO 機能のライトバックキャッシュが有効になっている

この属性の値は、リストアアクセス操作を実行するかどうかを指定
します。 以下が有効な値です。
■

0: リカバリアクセス操作を実行しない

■

1: リストアアクセス操作を実行する

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0

メモ: ライトバックキャッシュの有効化の手順と影響については、
『Veritas InfoScale SmartIO for Solid State Drives ソリューショ
ンガイド』を参照してください。

表 2-15

内部属性

内部属性

説明

AEPTimeout

これは内部属性です。 この属性を変更しないでください。 この属
性を使って、エージェントのエントリポイントのタイムアウト値が渡さ
れます。

Mount エージェントのリソースタイプ定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。

type Mount (
static keylist RegList = { VxFSMountLock }
static int IMF{} = { Mode = 3, MonitorFreq = 1,
RegisterRetryLimit = 3 }
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static str IMFRegList[] = { MountPoint, BlockDevice, FSType
}
static boolean AEPTimeout = 1
static keylist SupportedActions = { "mountpoint.vfd",
"mounted.vfd", "vxfslic.vfd" , "chgmntlock", "mountentry.vfd"
}
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, FSType,
MountOpt, FsckOpt, SnapUmount, CkptUmount, OptCheck,
CreateMntPt, MntPtPermission, MntPtOwner, MntPtGroup,
AccessPermissionChk, RecursiveMnt, VxFSMountLock,
CacheRestoreAccess }
str MountPoint
str BlockDevice
str FSType
str MountOpt
str FsckOpt
boolean SnapUmount = 0
boolean CkptUmount = 1
int OptCheck = 0
int CreateMntPt = 0
int ReuseMntPt = 0
str MntPtPermission
str MntPtOwner
str MntPtGroup
int AccessPermissionChk = 0
boolean RecursiveMnt = 0
boolean VxFSMountLock = 1
boolean CacheRestoreAccess = 0
)

Mount エージェントに関する注意事項
Mount エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「ディレクトリ名のスペースのサポート」

■

「複数 bindfs のサポート」

■

「高可用性のファイアドリル」

■

「VxFS ファイルシステムロック」

■

「IMF の使用に関する注意事項」

■

「Mount エージェントに対するレベル 2 の監視の有効化」

■

「RHEL 7: NFSファイルシステムのバージョン」
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■

「RHEL 7: バインドマウントの設定」

■

「Amazon EFS のサポート」

ディレクトリ名のスペースのサポート
Mount エージェントではスペースが入ったディレクトリ名をサポートします。 スペースは、
名前の先頭、末尾、途中に入ります。 ディレクトリ名の末尾にスペースがある場合、Mount
リソースの対応する属性の最後にもう 1 つ「/」を追加します。 ディレクトリ名のスペースを
現在サポートしている属性は、MountPoint と BlockDevice です。 TAB キーを使って作
成されるスペースはエージェントではサポートされないので注意してください。

複数 bindfs のサポート
Mount エージェントは、bind タイプのファイルシステムをサポートします。また、同じブロッ
クデバイスからの複数の bind タイプのマウントが可能になります。ただし、マウントポイン
トは異なります。したがって、bind に設定する FSType 属性では、同じブロックデバイス
が別のマウントポイントでマウントされる場合にマウントリソースは UNKNOWN 状態を報
告しません。
設定例

Mount bindmount (
MountPoint = "/bind"
BlockDevice = "/test/bind"
FSType = bind
MountOpt = rw
)
Mount bindmount1 (
MountPoint = "/bind1"
BlockDevice = "/test/bind"
FSType = bind
MountOpt = rw
)
Mount mount (
MountPoint = "/test"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/testdg/testvol"
FSType = vxfs
MountOpt = rw
FsckOpt = "-y"
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)
bindmount requires mount
bindmount1 requires mount

高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、VCS の設定と基本のインフラストラクチャの間の矛盾点を
検出します。この両者の間に矛盾があると、サービスグループが特定のノードでオンライ
ンになれない場合があります。
Mount リソースの場合、高可用性のドリルは次を実行します。
■

Mount リソースの場合、高可用性のドリルは次を実行します。

■

マウントポイントディレクトリがすでに使われているかどうかを調べます。

■

有効な VxFS（Veritas File System）ライセンスがあるかどうかを調べます。

■

マウントポイントが /etc/fstab のファイルに存在するかどうかを調べます。

高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

VxFS ファイルシステムロック
マウントテーブル出力にあるマウントポイントに、オプション mntlock="key" がある場合、
キー "key" でロックされます。マウントのロックが使用中であり、値 "key" があるかどうかを
確認するには、mount コマンドを実行して出力を確認します。
# mount

VxFS ファイルシステムにマウントのオプションの mntlock="key" がある場合、ファイルシ
ステムのマウント解除は失敗します。
fsadm コマンドでファイルシステムをロック解除し、次にマウント解除できます。ロックされ

ているマウントをロック解除するには、次のコマンドを実行します。"key" はロック ID、
mount_point_name はファイルシステムのマウントポイントです。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -o mntunlock="key" mount_point_name

ロック付きでマウントされているファイルシステムをマウント解除するには、次のようにオプ
ション mntunlock="key を指定して vxumount コマンドを実行します。

# /opt/VRTS/bin/vxumount -o mntunlock="key" mount_point_name
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IMF の使用に関する注意事項
インテリジェントなリソース監視に IMF を使う場合は、FSType 属性の値に応じて、IMF
属性の MonitorFreq キーの値を設定する必要があります。
FSType 属性の値が bind の場合は、「bind」ファイルシステムタイプに対する Linux で
の IMF 登録はサポートされません。
BlockDevice を複数のマウントポイントにマウントできるリソースでは、IMF を有効にしな
いでください。FSType 属性の値が nfs の場合、「nfs」ファイルシステムタイプに対する
IMF 登録はサポートされません。
IMF 属性の説明については、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

Mount エージェントに対するレベル 2 の監視の有効化
FSType が「nfs」に設定されている場合にのみ、レベル 2 の監視を Mount エージェント
に対して有効にできます。
レベル 2 の監視を有効にするには、次のコマンドを実行します。
■

# haconf -makerw

■

# hares -override resource_name LevelTwoMonitorFreq

■

# hares -modify resource_name LevelTwoMonitorFreq 1

■

# haconf -dump -makero

LevelTwoMonitorFreq 属性について詳しくは、『Cluster Server エージェント開発者ガ
イド』を参照してください。

RHEL 7: NFSファイルシステムのバージョン
RHEL 7 で、mount コマンドは NFS サーバーで使われる NFS バージョンに応じて、ファ
イルシステムの種類を nfs または nfs4 のいずれかとして表示します。NFS サーバーが
NFSv4 を使用している場合、ファイルシステムの種類は nfs4 と表示されます。したがっ
て、マウントリソースでは FSType = nfs4 を設定する必要があります。NFS サーバーが
NFSv3 を使用している場合、ファイルシステムの種類は nfs と表示されます。したがっ
て、マウントリソースでは FSType = nfs を設定する必要があります。
ファイルシステムをマウントするときに、vers を指定することによって、NFS のバージョン
設定を無効にすることができます。
次の例はデフォルトの NFS バージョンが使われる場合です。
# mount -t nfs nfsserver:/mnt /mnt
# mount
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...
nfsserver:/mnt on /mnt type nfs4(rw,relatime,vers=4.0,rsize=1048576,
wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,
sec=sys,clientaddr=192.168.0.10,local_lock=none,addr=192.168.0.10)
#

次の例は、vers=3 が指定されている場合です。
# mount -t nfs -o vers=3 nfsserver:/mnt /mnt
# mount
...
nfsserver:/mnt on /mnt type nfs(rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,
wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,
sec=sys,mountaddr=192.168.0.10,mountvers=3,mountport=44649,
mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.0.10)
#

RHEL 7: バインドマウントの設定
RHEL 7 はバインドマウントをサポートしますが、マウントポイントにバインドのフラグは表
示されません。バインドマウントの場合には、mount コマンドは親ブロックデバイス、ブロッ
クデバイスではなくファイルシステムの種類、バインドマウントの実行時に使う「bind」オプ
ションを表示します。mount コマンドの出力は、複数のマウントポイントにマウントする親ブ
ロックデバイスとしてバインドマウントを表示します。この動作が原因で、Mount エージェ
ントはバインドマウントを判断できず、FSType=bind のマウントリソースをオンラインにでき
ないので、Mount エージェントがリソースの状態を UNKNOWN と報告します。他の Linux
バージョンでは FSType=bind を設定できます。
Mount エージェントで、複数のマウントポイントに同一のブロックデバイスをマウントできる
ようになったので、VCS でバインドマウントを設定する場合に親ブロックデバイスとファイ
ルシステムタイプを使います。

RHEL 6: バインドマウントの設定例
Mount mntres1 (
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/vcsdg/vcsvol"
MountPoint = "/vcsmnt"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount mntres2 (
BlockDevice = "/vcsmnt"
MountPoint = "/bindmount"
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FSType = bind
)

RHEL 7: バインドマウントの設定例
Mount mntres1 (
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/vcsdg/vcsvol"
MountPoint = "/vcsmnt"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount mntres2 (
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/vcsdg/vcsvol"
MountPoint = "/bindmount"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)

Amazon EFS のサポート
Mount エージェントは Amazon EFS（Amazon Elastic File System）をサポートしてい
ます。マルチノードのクラスタの場合、エージェントはファイルシステムを適切なノードに並
行してマウントします。
EFS の場合、このエージェントの BlockDevice 属性は Amazon EFS エンドポイントに
設定されます。次に例を示します。
BlockDevice = "fs-1a2b3c4d.efs.us-east-1.amazonaws.com:/"

Mount エージェントの設定例
Mount エージェントの基本設定
Linux 用の設定は次のとおりです。
Mount mnt_r1_1 (
MountPoint = "/testdir/LVM_R1_1"
BlockDevice = "/dev/mapper/emc_vg-emc_r1"
FSType = ext3
MountOpt = "rw"
FsckOpt = "-y"
)
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Mount エージェントの VxFS マウントロックの例
Mount test_mnt (
MountPoint = "/home/export"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/nfsdg/vol0"
FSType = vxfs
MountOpt = rw
FsckOpt = "-n"
VxFSMountLock = 1
)

Mount エージェントの NFS マウントの例
Mount mnt1 (
MountPoint = "/mnt/vcstest"
BlockDevice = "sys1:/home/export"
FSType = nfs
)

Mount エージェントの EFS マウントの例
Mount mountefs_1 (
MountPoint = "/databaseefs"
BlockDevice = "fs-1a2b3c4d.efs.us-east-1.amazonaws.com:/"
FSType = nfs4
FsckOpt = "-n"
)

Mount エージェントのデバッグログレベル
Mount エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2、DBG_3、DBG_4、DBG_5

VMwareDisksエージェント
VMwareDisks エージェントは、VMware 環境の仮想マシンに設定および配備された
VCS クラスタで vMotion および VMware Distributed Resource Scheduler（DRS）を
有効にします。
仮想マシンに共有ディスクを持つ VCS クラスタが設定されている場合、VMware は
VMware Distributed Resource Scheduler（DRS）と vMotion をサポートしません。その
ため、vMotion および DRS の機能は低下します。この問題を解決するには、ディスクを
VCS クラスタ内の単一の仮想マシンに同時に接続します。ユーザーが開始したフェール
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オーバーまたは障害によって誘発されたフェールオーバーの場合には、これらのディス
クはサービスグループとともにターゲットの仮想マシンにフェールオーバー (切断 - 接続)
されます。VMwareDisks エージェントは仮想マシンに対するディスクの接続および切断
を管理します。
VMwareDisks エージェントが適切に機能するようにするために、次のことを確認します。
■

VMware ディスクが persistent モードであることを確認します。VMware ディスクが
independent モードである場合は、VMWareDisks エージェントは VMware ディスク
をフェールオーバーの場合に persistent モードに戻します。

■

ESX/ESXi ホストまたは vCenter ユーザーアカウントに管理権限がある、またはそれ
らが root ユーザーであることを確認します。管理者ユーザーアカウントまたは root
ユーザーを使用しない場合、VMwareDisks リソース機能に必要な権限を保持する
役割を作成し、この役割を 1 人以上のユーザーに割り当てます。このユーザーには
次の処理を実行する権限が必要です。
■

低レベルファイル操作の実行

■

既存のディスクの追加

■

リソースの修正

■

ディスクの削除

上記のリストは例示であることに注意してください。必要に応じてその他の権限を追加
できます。
vCenter ユーザーの場合は、ユーザーがデータストアにアクセスするために必要な
権限を割り当てる必要があります。
役割と権限を割り当てる方法

1

vCenter Server にログオンし、［ホーム (Home)］、［インベントリ (Inventory)］、［デー
タストアとデータストアクラスタ (Datastores and Datastore Clusters)］に移動しま
す。

2

vCenter インベントリーツリービューで、適切なデータセンターを選択します。

3

データセンターを右クリックし、［権限の追加 (Add Permission)］を選択します。
または
[権限 (Permission)]タブに移動します。［権限 (Permission)]ペインで右クリックし、
［権限の追加 (Add Permission)］を選択します。

4

［権限の割り当て (Assign Permissions)］ウィンドウで、ユーザーを追加し、役割を
選択し、権限を割り当てます。
詳しくは、VMware vSphere ESXi と vCenter Server のドキュメントを参照してくだ
さい。
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エージェント関数
Online

仮想マシンにディスクを接続します。

オフライン
(Offline)

仮想マシンからディスクを切断します。

Monitor

ディスクが仮想マシンに接続されていることを確認します。

ONLINE

仮想マシンにディスクが接続されていることを示します。

OFFLINE

仮想マシンにディスクが接続されていないことを示します。

UNKNOWN

エージェントでディスクの状態を検出できなかったことを示します。

状態の定義

属性
ここでは、VMwareDisks エージェントの必須属性およびオプション属性を示します。
表 2-16

必須属性

必須属性

説明

ESXDetails

仮想マシンが設定されている ESX ホストまたは vCenter のホスト名
と資格情報のリスト。
キーは、ESX または vCenter ホスト名または IP アドレスです。値は
次の形式である必要があります。
■

ESX または IP アドレス: 'User name'='Encrypted password'

■

vCenter ホスト名: 'Domain¥User Name'='Encrypted password'

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
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必須属性

説明

DiskPaths

VMwareDisks リソースによって管理されるディスクパスのリスト。
キーの形式は、「[データストア名]ディスクパス」となります。値の形式
は、「SCSI コントローラキー: ターゲット ID（ディスクのユニット番号）」
となります。 たとえば、0:2 です。RDM の場合、接頭辞「RDM: 」をディ
スクパスに追加します。
また、キーの形式は「Disk_UUID: [データストア名] Disk_path」であ
る可能性もあります。RDM 場合は、「RDM: Disk_UUID: [データスト
ア名] Disk_path」です。 ディスク UUID が提供されない場合、エー
ジェントは UUID を見つけ、属性を修正してディスクの UUID が含ま
れるようにします。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

表 2-17

オプションの属性

オプションの属性

説明

HAInfoDetails

vSphere HA が有効であるかどうかを判断します。この属性は、vCenter
Server の vCenter ホスト名または IP アドレスを使用して、vSphere
HA の状態を判断します。
値は、Key=Value の形式で指定する必要があります。ここで、
■

Key= vCenter Server ホスト名または IP アドレス

■

Value=vCenter Server ログインユーザー資格情報これは、
'Domain¥User Name'='Encrypted password' の形式で指定す
る必要があります。

この属性値を指定しない場合、エージェントは IsVMHAEnabled 属性
値に基づいて vSphere HA 設定を判断します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
IsVMHAEnabled

vSphere HA が有効であるかどうかを定義します。 値 1 は、vSphere
HA が有効であることを示します。この属性値は、VMware vSphere
HA クラスタ内の vSphere HA 設定と一致する必要があります。
vSphere HA をオンにした場合、この 属性値を 1 (True) に設定しま
す。vSphere HA をオフにした場合、この 属性値を 0 (False) に設定
します。vSphere HA 設定は、HAInfoDetails 属性が設定されてない
場合、またはエージェントが HAInfoDetails 属性に基づいた vSphere
HA 詳細の取得に失敗した場合にのみ、この属性に基づいて判断さ
れます。
デフォルト: 1 (True)
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
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オプションの属性

説明

PanicVMOnESXLoss

ESX ホストがネットワーク接続を失った場合に、仮想マシンで「パニッ
ク」を引き起こすには、この属性値を 1 (True) に設定します。
デフォルト: 0 (False)
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

ForceRegister

内部使用の属性です。

VMRegisterWait

指定された時間間隔（秒）。この間に VMware HA は、ESX ホストに
エラーが発生したときにその他の ESX ホストで仮想マシンを登録しま
す。これは、IsVMHAEnabled が true に設定されている場合にのみ
適用可能です。
デフォルト値: 120 秒
データ形式と値のタイプ: 整数

VirtualDiskMode

ディスクを接続したときに使われるモードを指定します。
この属性の値は次のいずれかに設定できます。
■

persistent

■

independent_persistent

■

independent_nonpersistent

アプリケーション監視の設定後に値を変更する必要があります。

メモ: VMwareDisks エージェントはディスクが設定されているモード
を検出できません。フェールオーバーの後、ディスクは属性値で定義
されているモードで接続します。ディスクモードについて詳しくは、
VMware のマニュアルを参照してください。
デフォルト値: persistent
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

リソースタイプの定義
type VMwareDisks (
static keylist RegList = { ESXDetails }
static keylist SupportedActions = { checkESXconn }
static int InfoInterval = 60
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { ESXDetails, DiskPaths, ResourceInfo,
IsVMHAEnabled, VMRegisterWait, VirtualDiskMode, PanicVMOnESXLoss,
ForceRegister, HAInfoDetails }
str ESXDetails{}
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str DiskPaths{}
str HAInfoDetails{}
boolean IsVMHAEnabled = 1
int VMRegisterWait = 120
str VirtualDiskMode = persistent
boolean PanicVMOnESXLoss = 0
temp boolean ForceRegister = 0
)

設定例
UUID が DiskPaths 属性に対して提供されない設定例:
VMwareDisks VMwareDisks_1 (
ESXDetails = { "192.168.0.100" = "root=HVJtWTwVLnINjNK",
"192.168.0.101" = "root=HVJtWTwVLnINjNK",
"192.168.0.102" = "root=HVJtWTwVLnINjNK" }
DiskPaths = {
"[SharedStorage2] VxSwapHost2_1/VxSwapHost1_1.vmdk" = "0:1",
"[SharedStorage2] VxSwapHost2_1/VxSwapHost1_2.vmdk" = "0:2",
"RDM:[SharedStorage2] VxSwapHost2_1/VxSwapHost1_3.vmdk" = "0:3" }
VirtualDiskMode = independent_persistent
)

vCenter の設定例:
VMwareDisks VMwareDisks_1 (
ESXDetails = { "192.168.0.100" = "administrator=HVJtWTwVLnINjNK" }
DiskPaths = {
"[SharedStorage2] VxSwapHost2_1/VxSwapHost1_1.vmdk" = "0:1",
"[SharedStorage2] VxSwapHost2_1/VxSwapHost1_2.vmdk" = "0:2",
"RDM:[SharedStorage2] VxSwapHost2_1/VxSwapHost1_3.vmdk" = "0:3" }
VirtualDiskMode = independent_persistent
)

UUID が DiskPaths 属性に対して提供される設定例:
VMwareDisks VMwareDisks_1 (
ESXDetails = { "192.168.0.100" = "root=HVJtWTwVLnINjNK",
"192.168.0.101" = "root=HVJtWTwVLnINjNK",
"192.168.0.102" = "root=HVJtWTwVLnINjNK" }
DiskPaths = {"RDM:6000C29a-11a3-7845-029d-10737a83ced7:
[SharedStorage2] VxSwapHost2_1/VxSwapHost1_3.vmdk" = "0:3" }
VirtualDiskMode = independent_persistent
)
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SFCache エージェント
Veritas InfoScale の SmartIO 機能は、I/O キャッシュを使って SSD のデータ効率を有
効にします。 SmartIO を使って効率を高めると、IOPS（I/O Per Second）あたりのコスト
を最適化できます。 SmartIO は、高度でカスタマイズ可能なヒューリスティックを使って、
キャッシュに保存するデータ、そのデータをキャッシュから削除する方法を決定します。
このヒューリスティックでは、ワークロードの特性に関する Veritas InfoScale の知識を活
用します。
SmartIO はターゲットデバイスまたはデバイスのキャッシュ領域を使います。 キャッシュ
領域は、SmartIO がキャッシュしたデータとそのデータに関するメタデータを格納するた
めに使うストレージ領域です。 キャッシュ領域のタイプに応じて、VxFS キャッシュまたは
VxVM キャッシュのいずれかがサポートされるかが決定します。 SmartIO を使い始める
ために、アプリケーションのオンライン時に単一のコマンドでキャッシュ領域を作成できま
す。
SmartIO について詳しくは、『Veritas InfoScale SmartIO for Solid State Drives ソリュー
ションガイド』を参照してください。
SFCache エージェントはキャッシュの有効化、無効化、監視を実行します。 キャッシュエ
ラーが起きてもアプリケーションはまったく同じシステムで問題なく実行されますが、I/O
パフォーマンスは低下します。 そのため、SFCache エージェントにはエージェントの動
作を制御する属性が用意されています。 キャッシュエラーが発生した場合は、「IGNORE」
を選択するか、「FAILOVER」を開始できます。
SmartIO 機能では、単一ノードの複数の VxFS キャッシュ領域と 1 つの VxVM キャッ
シュ領域を使うことができるので、これらのキャッシュ領域にすべてのオブジェクトレベル
のキャッシュが作成されます。SFCache リソースは、SmartIO 機能を有効にする必要が
あるオブジェクト（マウントポイントまたはボリューム）ごとに設定します。 VxFS キャッシン
グの場合、SFCache リソースは Mount リソースまたは CFSMount リソースによって決ま
ります。 VxVM キャッシングの場合、SFCache リソースは DiskGroup、Volume、
VolumeSet、または CVMVolDg リソースによって決まります。
ノードで SmartIO 機能が無効な場合、SFCache エージェントはシンプルな FileOnOff
エージェントとして機能します。 SFCache リソースの状態は ONLINE/OFFLINE と報告
されますが、キャッシング関連の操作は実行されません。

リソースの依存関係（Resource Dependency）
図 2-10 に、VxFS キャッシングに関する SFCache リソースの依存関係の例を示します。
SFCache リソースは Mount または CFSMount リソースに依存する場合があります。
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SFCache リソースの依存関係の例（VxFS キャッシング）

図 2-10

Application
SFCache
Mount

DiskGroup
図 2-11 に、VxVM キャッシングに関する SFCache リソースの依存関係の例を示します。
SFCache リソースは DiskGroup、Volume、VolumeSet、または CVMVolDg リソースに
依存することがあります。
SFCache リソースの依存関係の例（VxVM キャッシング）

図 2-11

Application

SFCache

Mount

DiskGroup

エージェント関数
Online

CacheMode 属性の設定に従ってキャッシュモードを設定し、キャッ
シュ領域のタイプを調べます。タイプは次のとおりです。
■

VxFS

■

VxVM

オフライン (Offline)

設定オブジェクトのキャッシュを無効にします。

Clean

設定されたオブジェクトのためのキャッシュを無効にします。
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Monitor

設定されたキャッシュオブジェクトのキャッシュ状態を監視します。

Attr_changed

検証し、CacheMode 属性が再設定されている場合は必要な変更
を行います。

状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

適切なモードを使って設定されたキャッシュオブジェクトに対してキャッシ
ングが有効なことを示します。ノードでキャッシングを実行できない場合
は、キャッシングが行われていない場合も、リソースは ONLINE を報告し
ます。

OFFLINE

キャッシングが無効であるか、または設定されたキャッシュオブジェクトが
アクティブでないことを示します。

FAULTED

指定したキャッシュオブジェクトに対してキャッシングが無効なことを示しま
す。

UNKNOWN

キャッシュオブジェクトに無効なキャッシュモードが指定されていること、ま
たは指定したリソース設定が無効なことを示します。

属性
この項では、SFCache エージェントの属性について説明します。
表 2-18

必須属性

属性

説明

CacheObjectName

キャッシュオブジェクトの名前を指定します。マウントポイントまたはディ
スクグループ/ボリュームを指定できます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

CacheArea

キャッシュ領域の名前を指定します。
ライトバックキャッシュ領域は、CacheMode = writeback で、VxFS
キャッシュ領域の場合のみ有効です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
例:
CacheArea @sys1 = { Read = sfcachearea_11,
Writeback = sfcachearea_12 }
CacheArea @sys2 = { Read = sfcachearea_21,
Writeback = sfcachearea_22 }
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表 2-19

オプションの属性

属性

説明

CacheMode

キャッシュモードを指定します。次にキャッシングモードを示します。
■

read

■

writeback

■

nocache

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: read
CacheFaultPolicy

キャッシュに障害がある場合に実行される処理を指定します。以下が
有効な値です。
■

IGNORE

■

FAILOVER

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: IGNORE

表 2-20
属性

内部属性
説明

FaultOnMonitorTimeouts VCS が監視タイムアウトをリソース障害として解釈するかどうかを定義
します。FaultOnMonitorTimeouts 属性はデフォルトで 4 に設定さ
れていますが、SFCache エージェントはこの値を上書きして、0 に設
定します。
Monitor 関数が 4 回連続でタイムアウトすると、リソースは障害として
マークされます。最初の monitor タイムアウトタイマーとタイムアウトの
カウンタは、最初の monitor タイムアウトの 1 時間後にリセットされま
す。
この属性が 0 に設定されると、VCS は monitor タイムアウトをリソー
スの障害としては扱いません。この属性が 1 に設定されると、VCS は
monitor タイムアウトをリソースの障害と解釈し、エージェントが Clean
機能を呼び出してリソースを停止します。

メモ: CacheFaultPolicy 属性が FAILOVER に設定されている場合
は、FaultOnMonitorTimeouts 属性を 4 に設定することをお勧めし
ます。
デフォルト: 0
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属性

説明

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数
です。この属性で定義された数は、他の内部の目的で使うスレッドの
数を含みません。NumThreads 属性を高い値に設定すると、オンラ
インに移行する時間や、多数の SFCache リソースを監視する時間
が短くなる場合があります。

メモ: NumThreads 値が 1 より大きい場合は、sfcache コマンドに
失敗する可能性があります。
データ形式と値のタイプ: 静的整数 - スカラー
デフォルト: 1

リソースの種類の定義
type SFCache (
static boolean IntentionalOffline = 1
static int NumThreads = 1
static int FaultOnMonitorTimeouts = 0
static keylist RegList = { CacheMode }
static str ArgList[] = { CacheObjectName,
CacheArea, CacheMode, CacheFaultPolicy }
str CacheObjectName
str CacheArea{} = { Read=NONE, Writeback=NONE }
str CacheMode = read
str CacheFaultPolicy = IGNORE
)

SFCache エージェントに関する注意事項
SFCache エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「CVM/CFS での SFCache リソースの設定」

CVM/CFS での SFCache リソースの設定
CFS 設定で SFCache エージェントを使うには、SFCache サービスグループと CFSMount
サービスグループ間の柔軟なオンラインローカル依存関係を使って個別の並列サービス
グループで SFCache リソースを設定する必要があります。
次はサンプル設定です。
group cfssg (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
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Parallel = 1
AutoStartList = { sysA, sysB }
)
CFSMount cfsmount1 (
MountPoint = "/cfsmnt"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cfsdg01/cfsvol01"
MountOpt @sysA = rw
MountOpt @sysB = rw
NodeList = { sysA, sysB }
)
CVMVolDg cvmvoldg1 (
CVMDiskGroup = cfsdg01
CVMVolume = { cfsvol01 }
CVMActivation @sysA = sw
CVMActivation @sysB = sw
)
requires group cvm online local firm
cfsmount1 requires cvmvoldg1
group cfs_sfcache_sg (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sysA, sysB }
)
SFCache sfcache1 (
CacheMode = read
CacheFaultPolicy = IGNORE
CacheObjectName = "/cfsmnt"
CacheArea @sysA = { Read = sfcachearea_11 }
CacheArea @sysB = { Read = sfcachearea_21 }
)
requires group cfssg online local soft

デバッグログレベル
SFCache エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_3、DBG_4
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Network エージェント
この章では以下の項目について説明しています。
■

ネットワークエージェントについて

■

IP エージェント

■

NIC エージェント

■

IPMultiNIC エージェント

■

MultiNICA エージェント

■

DNS エージェント

■

AWSIP エージェント

■

AWSRoute53 エージェント

ネットワークエージェントについて
ネットワークエージェントを使うと、ネットワークリソースの可用性が向上します。
メモ: ifconfig コマンドは非推奨です。ネットワーク操作には代わりに ip コマンドを使っ
てください。 後方互換性のために ifconfig と ip は両方ともサポートされますが、ip コマン
ドを使うことをお勧めします。

エージェントの比較
エージェントの比較は次の項で説明するように行われます。
ネットワークエージェントは IPv4 と IPv6 アドレスをサポートします。
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IP エージェントと NIC エージェント
IP エージェントと NIC エージェント
■

単一の NIC を監視します。

IPMultiNIC と MultiNICA エージェント
IPMultiNIC と MultiNICA エージェントは次のことを行います。
■

次の 2 つのモードで動作します。
■

IP Conservation Mode（ICM）は、使う IP アドレスが少なくてすみます。

■

Performance Mode（PM）は、フェールオーバーは高速ですが、使う IP アドレス
は多くなります。

■

単一または複数の NIC を監視します。

■

フェールオーバー時（ICM）、または起動と同時（PM）にバックアップ NIC をチェック
します。

■

ICM ではフェールオーバー時にもとのベース IP アドレスを使用します。PM では各
NIC に事前に割り当てられた IP アドレスが必要です。

■

ICM では、一度に使うことができるアクティブな NIC は 1 つだけです。PM では、一
度に複数のアクティブな NIC を使用できます。

802.1Q トランキング
IP/NIC エージェントと IPMultiNIC/MultiNICA エージェントは 802.1Q トランキングをサ
ポートします。
802.1Q トランクインターフェースを管理する下位ユーティリティは、vconfig です。たと
えば、次のように、トランクインターフェースを物理インターフェース上に作成できます。
# vconfig add eth2 10

これで、デフォルト設定にトランクインターフェース eth2.10 が作成されます。この場合は、
物理 NIC eth2 は、スイッチ上のトランクポートに接続する必要があります。 これで、NIC、
IP、MultiNICA リソース設定の通常の物理 NIC に eth2.10 があるかのように使うことがで
きます。削除する場合は、次のコマンドを使います。
# vconfig rem eth2.10

VCS ではトランクインターフェースの作成も削除も行いません。 管理者は、vconfig を
直接使うのではなく、オペレーティングシステムごとにベンダーのマニュアルに従ってトラ
ンキングを設定する必要があります。

88

第 3 章 Network エージェント
IP エージェント

IP エージェント
IP エージェントは、あるインターフェース上に仮想 IP アドレスとそのサブネットマスクを設
定する処理を管理します。 使用中の基本 IP アドレスを仮想 IP アドレスとして使用する
ことはできません。 単一アダプタの単一 IP アドレスを監視するとき、このエージェントを
使うことができます。
仮想 IP アドレスを割り当てる前に、物理的な（または管理用の）基本 IP アドレスを使っ
てインターフェースを有効にしておく必要があります。
NIC エージェントと IP エージェントの場合、VCS は Linux 結合インターフェースをサポー
トします。

IP エージェントの高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、ノードの VCS の設定と基本的なインフラ間の不一致を検
出します。 これらの不一致はサービスグループが特定のノードでオンラインになることを
防ぐことがあります。 IP リソースについて、高可用性のファイアドリルは次のことを実行し
ます。
■

指定された NIC から IP までの経路があるかどうかをチェックする

■

IP リソースに設定されたインターフェースがあるかどうかをチェックする

高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

IP エージェントの依存関係
IP リソースは NIC リソースに依存します。
IP リソースを含むサンプルサービスグループ

図 3-1
Application

IP

Mount

NIC

VolumeSet

DiskGroup
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IP エージェントのエージェント関数
Online

NIC に対して IP アドレスを設定します。 設定した IP アドレスが別のシステ
ムで使用されているかどうかを調べ、警告を出力します。 IPv4 アドレスの場
合は、Options 属性が設定され、IPOptions 属性と IPRouteOptions 属性
のどちらも設定されていなければ、ifconfig コマンドを使って IPv4 アドレス
をインターフェース上で重複のないエイリアスに設定します。そうでなけれ
ば、ip コマンドを使用します。 IPv6 アドレスの場合は、ip コマンドを使用し
ます。

Action

■

■

route.vfd
指定された NIC から IP までの経路があるかどうかをチェックする
device.vfd
Device 属性に設定されたインターフェースがあるかどうかをチェックす
る

オフライン (Offline) アドレス属性に指定された IP アドレスを終了します。
Monitor

インターフェースを監視して、インターフェースに設定した IP アドレスが有
効かどうかをテストします。

Clean

アドレス属性に指定された IP アドレスを終了します。

IP エージェントの状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

デバイスが起動しており、指定された IP アドレスがデバイスに割り当てられ
ていることを示します。

OFFLINE

デバイスが停止しているか、指定された IP アドレスがデバイスに割り当てら
れていないことを示します。

UNKNOWN

エージェントがリソースの状態を判断できない、またはリソース属性が無効で
あることを示します。

FAULTED

IP アドレスをオンラインにできなかったことを示します。これは通常、IP リソー
スに設定されている NIC で障害が発生しているか、IP アドレスが VCS の
制御対象から削除されたことが原因です。

90

第 3 章 Network エージェント
IP エージェント

IP エージェントの属性
表 3-1

必須属性

必須属性

説明

アドレス

ベース IP アドレスとは異なる、インターフェースに関連付けられた仮
想 IP アドレス。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例:
■

■

IPv4:
"192.203.47.61"
IPv6:
"2001::10"

メモ: ベース IP アドレスのネットワークとは異なるネットワークの IP
アドレスを設定する場合は、/etc/sysctl.conf で次の値を設定する必
要があります。
ファイル: /etc/sysctl.conf
# avoid deleting secondary IPs on deleting the
primary IP
net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1
net.ipv4.conf.all.promote_secondaries = 1
これらの値を変更した後、# sysctl -p /etc/sysctl.conf
コマンドを使って、/etc/sysctl.conf ファイルの現在の値をロードしま
す。
これは、プライマリ IP アドレスが unplumb される場合に、ネットワー
クのセカンダリ IP アドレスが必ずプライマリアドレスに昇格されるよう
にするためのものです。
Device

IP アドレスに関連付けられた NIC デバイスの名前。 エイリアスを付
けないデバイス名が必要です。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: eth0
上の例では、IP アドレスを次に利用可能な eth0 のエイリアスに割り
当てるために、eth0 を指定しています。
起動されている NIC と各 NIC に割り当てられている IP アドレスのリ
ストを表示するには、ip addr コマンドを使います。
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必須属性

説明

次の属性のいずれか:
■

NetMask: IPv4 アドレスを設定する場合のみ必須。

■

PrefixLen: IPv6 アドレスを設定する場合のみ必須。
IP アドレスと関連付けされるサブネットマスク。 IPv4 プロトコルの場
合、NetMask 属性の値は 10 進数（基数 10）で指定します。

NetMask

この属性は、IP アドレスが IPv4 アドレスであるときに設定します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "255.255.255.0"
CIDR 値として表される IPv6 アドレスの接頭辞。

PrefixLen

データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
範囲: 0 から 128
デフォルト: 1000

メモ: この属性のデフォルト値は意図的に無効にされていることに注
意してください。 この属性をアクティブにするには、0 から 128 の範
囲の値を設定する必要があります。
例: 64

表 3-2

オプションの属性

オプションの属性 説明
オプション

ifconfig コマンドのオプションを指定する場合に定義します。
ifconfig コマンドは次のようになります。
ifconfig dev inet ipv4addr netmask netmaskOptions up
この Options 属性を設定するか、または IPOptions 属性と IPRouteOptions
属性の両方を設定する必要があります。
この属性には、他の属性で指定できるオプションを設定しないでください。
たとえば、ネットマスクを指定する場合は NetMask 属性を使用します。
ifconfig のオプションの完全なリストについては、ifconfig マニュアルページ
を参照してください。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "broadcast 172.20.9.255"
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オプションの属性 説明
ip addr add コマンドに渡される追加オプションを指定します。

IPOptions

エージェントは IPRouteOptions 属性と組み合わせてこの属性を使います。
ip addr add コマンドは次のコマンドとほぼ同じです。
"ip -4 addr add ipv4addr/prefixlen IPOptions label
label dev device "

メモ: この属性を設定した場合、エージェントは Options 属性を無視し、
ifconfig の代わりに ip コマンドを使用します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例:

IPRouteOptions

■

"broadcast 172.20.9.255"

■

"scope link"

ip route add コマンドに渡される追加オプションを指定します。
エージェントは IPOptions 属性と組み合わせてこの属性を使います。
ip route add コマンドは次のようになります。
"ip route add IPRouteOptions dev device"

メモ: この属性を設定した場合、エージェントは Options 属性を無視し、
ifconfig の代わりに ip コマンドを使用します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例:
■

"default via 172.20.9.1"

■

"scope link"

IP エージェントのリソースタイプ定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。
type IP (
static keylist RegList = { NetMask }
static keylist SupportedActions = { "device.vfd", "route.vfd"
}
static str ArgList[] = { Device, Address, NetMask, PrefixLen,
Options, IPOptions, IPRouteOptions }
str Device
str Address
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str
int
str
str
str

NetMask
PrefixLen = 1000
Options
IPOptions
IPRouteOptions

)

IP エージェントの設定例
このエージェントの設定例は次のとおりです。

IPv4 の設定
Linux 用の設定 1 は次のとおりです。
IP IP_192_203_47_61 (
Device = eth0
Address = "192.203.47.61"
NetMask = "255.255.248.0"
)

IPv6 の設定
Linux 用に指定された NetMask を使用する設定は次のとおりです。
IP IP_2001_10 (
Device = eth0
Address = "2001::10"
PrefixLen = 64
)

IP エージェントのデバッグログレベル
IP エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
_1、DBG_2、DBG_、DBG_4、DBG_5

NIC エージェント
NIC のエージェントは設定された NIC を監視します。 ネットワークリンクに障害が発生し
た場合、または NIC で問題が発生した場合、リソースは FAULTED としてマーク付けさ
れます。 このエージェントを使うと、単一アダプタ上の単一 IP アドレスの可用性を高める
ことができます。 このリソースの Operation 値は None です。
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NIC によっては、接続状態をハードウェアレジスタに保持するものがあります。 接続状態
を保持する NIC の場合、エージェントは ethtool と MII を使って NIC リソースの状態を
判断します。 接続状態を保持しない NIC の場合、エージェントは ping またはブロード
キャストを使用してリソースの状態を判断します。
NIC エージェントと IP エージェントの場合、VCS は Linux 結合インターフェースをサポー
トします。

NIC エージェントの依存関係
NIC リソースは他のどのリソースにも依存しません。
NIC リソースを含むサンプルサービスグループ

図 3-2
Application

IP

Mount

NIC

VolumeSet

DiskGroup

NIC エージェントの結合ネットワークインターフェース
現在、NIC エージェントは結合ネットワークインターフェースの使用をサポートします。
p.99 の 「NIC エージェントの監視結合 NIC」 を参照してください。
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NIC エージェントのエージェント関数
Monitor

■

NIC が接続状態を維持している場合には、エージェントは
MII を使ってリソースの状態を判断します。
NIC が接続の状態を維持しない場合、エージェントは NIC
が設定されていることを確認します。 エージェントは
NetworkHosts 属性のリストにあるすべてのホストに ping を
送ります。 ping テストが正常に実行された場合は、そのリソー
スの状態は ONLINE になります。
NetworkHosts 属性のリストが空であるか、または ping テスト
が失敗した場合、エージェントは NIC が受信したパケット数
をカウントします。 エージェントは以前に格納された値とその
カウントを比較します。 パケットが増加した場合は、そのリソー
スは ONLINE になります。 カウントに変化がない場合、エー
ジェントはデバイスのブロードキャストアドレスに対して ping
を送信し、ネットワーク上にトラフィックを生成します。
ブロードキャストの実行前後で、NIC が受信したパケット数を
カウントします。 カウントが増加した場合は、そのリソースは
ONLINE になります。 カウントに変更がない、あるいはブロー
ドキャストサイクル 5 回の間に減少した場合は、そのリソース
に障害が発生します。

Action

■

device.vfd
Device 属性に設定されたインターフェースがあるかどうかを
チェックする

メモ: NIC エージェントは ethtool と MII ベースのデバイスの状態の監視をサポートしま
す。 NIC リソースの Mii 属性が 1 に設定されている場合、エージェントはまず ethtool を
使ってデバイスの状態を調べます。失敗した場合はデバイスの MII の状態を調べます。
エージェントが ethtool と MII テストに基づいて NIC デバイスの状況を正常に判断した
場合、ping とパケットカウントに基づく監視は行いません。

NIC エージェントの状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

NIC リソースがオンラインであることを示します。

FAULTED

NIC で障害が発生していることを示します。

UNKNOWN

エージェントがインターフェースの状態を判断できないことを示します。 設定
の誤りが原因の場合があります。
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NIC エージェントの属性
表 3-3

必須属性

必須属性

説明

Device

監視するNIC の名前を指定します。
すべてのネットワークアダプタと各 NIC に割り当てられた IP アドレスを一覧
表示するには、ip addr コマンドを使います。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "eth0" または "eth1"

表 3-4

オプションの属性

オプションの属性 説明
Mii

NICが、接続状態を保持するかどうかを定義するフラグ。
このフラグを 1 に設定した場合、エージェントは、ping とパケットカウントの
方式の代わりに ethtool と MII のハードウェアレジスタを使います。エージェ
ントは、ネットワークカードの健全性を判断するためにこの方式を使います。
このフラグを 0 に設定した場合、エージェントは、ethtool と MII を使って
NIC の状態を監視しません。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 1
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オプションの属性 説明
NetworkHosts

NIC の状態を判別するための ping を受信するネットワーク上のホストの一
覧。 ホスト名ではなく、ホストの IP アドレスを指定します。
指定されたホストは、次の場所から ping を送信できる必要があります。
■

■

リソースが属しているサービスグループの SystemList 属性に指定され
たすべてのクラスタノード
Device 属性で指定されたデバイス

次のコマンドでは、NIC デバイス（nicdev）を介してホスト（hostip）に ping を
送信します。
IPv4 の場合:
# ping -I device hostip
IPv6 の場合:
# ping6 -I device hostip
複数のネットワークホストが列挙されている場合は、少なくとも 1 つのホスト
に対する ping テストが正常であれば、monitor によって ONLINE が返され
ます。
IPv4 と IPv6 の両方の NetworkHost アドレスを使うことができ、両方の種類
のアドレスを同じリソースに設定できます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
例:
IPv4:
{ "166.93.2.1", "166.99.1.2" }
IPv6:
{ "2001::1" , "166.93.2.1" }
PingOptimize

受信したパケットの統計を取得する前に、エージェントが broadcast ping を
送信するかどうかを定義する属性。 この属性は Mii が設定されず、ネットワー
クホストが指定されていない場合に使われます。
この属性の値が 1 に設定されている場合、エージェントは netstat コマンド
から受信パケット統計を取得し、以前に保存した値と比較します。 パケットの
カウントに変化がない場合にのみ、エージェントは broadcast ping を送信
します。
この属性の値が 0 に設定されている場合、エージェントはネットワーク統計
をチェックする前に broadcast ping を送信します。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 1
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NIC エージェントのリソースタイプ定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。
type NIC (
static keylist SupportedActions = { "device.vfd" }
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str ArgList[] = { Device, PingOptimize, Mii, NetworkHosts
}
static str Operations = None
str Device
int PingOptimize = 1
int Mii = 1
str NetworkHosts[]
)

NIC エージェントの注意事項
NIC エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「NIC エージェントの高可用性のファイアドリル」

■

「NIC エージェントの監視結合 NIC」

■

「NIC エージェントの Mii と miimon の設定 」

NIC エージェントの監視結合 NIC
NIC エージェントは、結合ドライバがエクスポートするネットワークインターフェース（bond0、
bond1 など）を監視できます。 オペレーティングシステムベンダーのマニュアルを参照し
て結合を設定し、結合ドライバが正しくロードされるようにシステムを設定してください。
結合インターフェースを監視する場合、次の 2 つの設定が重要です。
■

結合ドライバのロード中に設定する miimon パラメータの値。miimon が結合モジュー
ルに対するパラメータで、デフォルト設定は 0 です。

■

実行時に設定する NIC リソースの Mii 属性値（Mii）。 Mii は NIC リソースの属性で、
デフォルト設定は 1 です。

NIC エージェントの Mii と miimon の設定
次の場合、監視対象の結合インターフェース名は B です。結合を設定する際に、次に示
すいずれかのケースを使用しないと、結合ドライバから正しくない状態情報が報告される
可能性があります。 この不正な健全性状態は、VCS がリソースを適切に中断させること
ができなくなる可能性があります。
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NIC エージェントの高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、ノードの VCS の設定と基本的なインフラ間の不一致を検
出します。 これらの不一致はサービスグループが特定のノードでオンラインになることを
防ぐことがあります。 NIC リソースについては、高可用性のファイアドリルでホストに NIC
があるかどうかをチェックします。
高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

ケース 1
デフォルトを受け入れます。miimon は 0 で、Mii は 1 です。B のスレーブがそれぞれ、
netif_carrier_ok カーネル内呼び出しをサポートしている必要があります。

ケース 2
miimon を 0 以外の値（miimon!=0）に設定し、Mii を 1 に設定した場合、B のスレーブ
それぞれのハードウェアとドライバの両方で、MII に基づく状態の監視をサポートしてい
る必要があります。

ケース 3
Mii を 0 に設定すると、NIC エージェントは各カードでサポートされている ping を使用し
ます。 このケースでは、miimon の設定は関係ありません。

NIC エージェントの設定例
NIC エージェントの Mii を使うための設定
NIC が Mii に応答しない場合、エージェントはネットワーク統計を使用してデバイスを監
視します。
NIC groupx_eth0 (
Device = eth0
Mii = 1
PingOptimize = 1
)

NIC エージェントのネットワークホストを使用するための設定
NIC groupx_eth0 (
Device = eth0
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NetworkHosts = { "166.93.2.1", "166.99.1.2" }
)

NIC エージェントの IPv6 の設定
IP リソースと NIC リソースでの IPv6 の基本構成を次に示します。
group nic_group (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
Parallel = 1
)
NIC nic_resource (
Device@sysA = eth0
Device@sysB = eth1
PingOptimize = 0
NetworkHosts@sysA = { "2001:db8:c18:2:214:4fff:fe96:11",
"2001:db8:c18:2:214:4fff:fe96:1" }
NetworkHosts@sysB = { "2001:db8:c18:2:214:4fff:fe96:1111",
"2001:db8:c18:2:214:4fff:fe96:111" }
)
Phantom phantom_resource (
)
group ip_group (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
)
IP ip_resource (
Device@sysA = eth0
Device@sysB = eth1
Address = "2001:db8:c18:2:214:4fff:fe96:102"
PrefixLen = 64
)
Proxy proxy_resource (
TargetResName = nic_resource
)
ip_resource requires proxy_resource

NIC エージェントのデバッグログレベル
NIC エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_4、DBG_5
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IPMultiNIC エージェント
IPMultiNIC エージェントは、MultiNICA リソースに定義されているインターフェースのエ
イリアスの 1 つに設定された仮想 IP アドレスを管理します。 インターフェースに障害が
発生した場合、このエージェントは MultiNICA リソースとともに動作して、バックアップイ
ンターフェースに仮想 IP をフェールオーバーします。 同じ MultiNICA リソースに関連付
けられた IPMultiNIC リソースを持つサービスグループが複数存在する場合は、その中
の 1 つのサービスグループだけが MultiNICA リソースを持つようにしてください。 他のグ
ループは、MultiNICA リソースの状態を常に参照するように設定した Proxy リソースをグ
ループ内に作成し、その Proxy リソースと IPMultiNIC リソースに依存関係を設定します。
このエージェントは複数アダプタシステム上の複数 IP アドレスで使えます。
IPMultiNIC エージェントと MultiNICA エージェントの場合、VCS は Linux 結合インター
フェースをサポートします。

IPMultiNIC エージェントの依存関係
IPMultiNIC リソースは MultiNICA リソースに依存します。
IPMultiNIC リソースを含むサンプルサービスグループ

図 3-3

Application

IPMultiNIC

Mount

MultiNICA

Volume

DiskGroup

IPMultiNIC エージェントのエージェント関数
Online

MultiNICA リソースのアクティブなインターフェースに仮想 IP アドレスを設
定します。 また、Gratuitous ARP を送信します。

Offline

MultiNICA リソースに定義されているアクティブインターフェースから仮想
IP アドレスの設定を解除します。

Monitor

MultiNICA リソースに定義されているインターフェースの 1 つに仮想 IP ア
ドレスが設定されているかどうかを確認します。

Clean

MultiNICA リソースに定義されているアクティブインターフェースから仮想
IP アドレスの設定を解除します。
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IPMultiNIC エージェントの状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

対応する MultiNICA リソースで指定されているインターフェースの 1 つに
指定の IP アドレスが割り当てられていることを示します。

OFFLINE

MultiNICA リソースのインターフェースに指定の IP アドレスが割り当てられ
ていないことを示します。

UNKNOWN

エージェントがリソースの状態を判断できないことを示します。 この状態は、
設定の誤りが原因の場合があります。

FAULTED

IP アドレスをオンラインにできなかったことを示します。これは通常、MultiNICA
リソースのすべての NIC で障害が発生しているか、IP アドレスが VCS の制
御対象から削除されたことが原因です。

IPMultiNIC エージェントの属性
表 3-5

必須属性

必須属性

説明

アドレス

アクティブな NIC に割り当てる仮想 IP アドレス。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例:

MultiNICAResName

■

IPv4: "10.128.10.14"

■

IPv6: "2001:DB8::"

このリソースと関連付けられている MultiNICA リソースの名前。こ
の MultiNICA リソースがアクティブな NIC を決定します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "mnic"

次の属性のいずれか:
■

NetMask: IPv4 アドレスを設定する場合のみ必須。

■

PrefixLen: IPv6 アドレスを設定する場合のみ必須。

NetMask

IPv4 プロトコルの場合、NetMask 属性の値は 10 進数（基数
10）で指定します。
この属性は、IP アドレスが IPv4 アドレスであるときに設定します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "255.255.255.0"
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必須属性

説明

PrefixLen

CIDR 値として表される IPv6 アドレスの接頭辞を指定します。
IPv6 プロトコルを使うときは、この属性の値を設定する必要があ
ります。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
範囲: 0 から 128
デフォルト: 1000
メモ: デフォルト値はこの属性に対して意図的に無効となってい
ます。この属性をアクティブにするには、0 から 128 の範囲の値
を設定する必要があります。
例: 64

表 3-6

オプションの属性

オプションの属性 説明
オプション

仮想 IP アドレスに対する ifconfig コマンドのオプションを指定する場合
に定義します。 この属性には、他の属性で指定できるオプションを設定しな
いでください。 たとえば、ネットマスクを指定する場合は NetMask 属性を使
用します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "mtu 2000"

IPOptions

ip addr add コマンドに渡される追加オプションを指定します。ip addr
add コマンドは次のようになります。
■

■

IPv4
"ip addr add ipv4addr/prefixlen IPOptions
label dev device"

label

IPv6
"ip addr add ipv6addr/prefixlen IPOptions
label dev device"

label

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

メモ: この属性を設定した場合、エージェントは Options 属性を無視し、
ifconfig の代わりに ip コマンドを使用します。
例:
■

"broadcast 172.20.9.255"

■

"scope link"
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IPMultiNIC エージェントのリソースタイプの定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。
type IPMultiNIC (
static int MonitorTimeout = 200
static int OfflineMonitorInterval = 120
static int ToleranceLimit = 2
static str ArgList[] = { Address, NetMask, PrefixLen,
MultiNICAResName, Options, IPOptions, "MultiNICAResName:Probed"
}
str Address
str MultiNICAResName
str NetMask
int PrefixLen = 1000
str Options
str IPOptions
)

設定例: IPMultiNIC と MultiNICA
詳しくは、MultiNICA エージェントを参照してください。

IPMultiNIC エージェントの IPv4 の設定
cluster foo (
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
CounterInterval = 5
)
system sysA (
)
system sysB (
)
group grp1 (
SystemList = { sysA = 1, sysB = 2 }
)
IPMultiNIC ip1 (
Address = "192.123.10.177"
MultiNICAResName = mnic
NetMask = "255.255.248.0"
)
MultiNICA mnic (
Device @sysA = { eth0 = "192.123.10.127", eth1 =
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"192.123.11.127" }
Device @sysB = { eth0 = "192.123.10.128", eth2 =
"192.123.11.128" }
NetMask = "255.255.248.0"
NetworkHosts = { "192.123.10.129", "192.123.10.130" }
)
ip1 requires mnic
// resource dependency tree
//
// group grp1
// {
// IPMultiNIC ip1
// {
// MultiNICA mnic
// }
// }

IPMultiNIC エージェントの IPv6 の設定
cluster foo (
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
CounterInterval = 5
)
system sysA (
)
system sysB (
)
group grp1 (
SystemList = { sysA = 1, sysB = 2 }
)
IPMultiNIC ip1 (
Address = "2001::110"
MultiNICAResName = mnic
PrefixLen=96
)
MultiNICA mnic (
Device @sysA = { eth0 = "2001::10", eth1 = "2001::11" }
Device @sysB = { eth0 = "2001::12", eth2 = "2001::13" }
PrefixLen=96
NetworkHosts = { "2001::1", "2001::500" }
)
ip1 requires mnic
// resource dependency tree
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//
// group grp1
// {
//
IPMultiNIC ip1
//
{
//
MultiNICA mnic
//
}
// }

ミックスモードの設定 - IPMultiNIC エージェントの IPv4 と IPv6
IPv4 と IPv6 ミックスモードの設定は、次のとおりです。

cluster foo (
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
CounterInterval = 5
)
system sysA (
)
system sysB (
)
group grp1 (
SystemList = { sysA = 1, sysB = 2 }
)
IPMultiNIC ip1 (
Address = "2001::110"
MultiNICAResName = mnic
PrefixLen=96
)
IPMultiNIC ip2 (
Address = "192.123.10.177"
MultiNICAResName = mnic
NetMask="255.255.248.0"
)
MultiNICA mnic (
Device @sysA = { eth0 = "192.123.10.127", eth1 =
"192.123.11.128" }
Device @sysB = { eth0 = "192.123.10.129", eth2 =
"192.123.11.130" }
NetMask = "255.255.248.0"
DualDevice @sysA = { eth0 = "2001::10", eth1 =
"2001::11" }
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DualDevice @sysB = { eth0 = "2001::12", eth2 =
"2001::13" }
PrefixLen=96
NetworkHosts = { "2001::1", "192.123.10.129" }
)
ip1 requires mnic
ip2 requires mnic
// resource dependency tree
//
// group grp1
// {
// IPMultiNIC ip1
// {
// MultiNICA mnic
// }
// IPMultiNIC ip2
// {
// MultiNICA mnic

// }
// }

デバッグログレベル
IPMultiNIC エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
_1、DBG_2、DBG_、DBG_4、DBG_5

MultiNICA エージェント
MultiNICA は、ネットワークインターフェースのセットに相当し、各ネットワークインター
フェース間のフェールオーバー機能を実現します。 このエージェントを使って、複数アダ
プタシステム上の IP アドレスの可用性を高めることができます。
IPMultiNIC エージェントは、MultiNICA エージェントに依存し、システム上で最も適した
NIC を選択します。IPMultiNIC は仮想 IP をオンラインまたはオフラインにします。 ただ
し、MultiNICA リソースがアクティブなデバイスを変更すると、MultiNICA エージェントは
IP アドレスを移動します。
システムの NIC が失敗した場合、MultiNICA エージェントは別のアクティブな NIC を選
択します。 その後、仮想 IP アドレスを新しく選択されたアクティブな NIC に移動します。
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仮想 IP アドレスが別のシステムに移動されるのは、MultiNICA エージェントを形成する
NIC すべてに障害が発生した場合のみです。
インターフェースと MultiNICA リソースを関連付けた場合、他の MultiNICA または NIC
リソースには関連付けないでください。
同じインターフェースセットを複数のサービスグループに含める必要がある場合は、次の
ように設定します。
■

サービスグループのいずれかに MultiNICA リソースを設定します。

■

その他のサービスグループでは、MultiNICA リソースをポイントする Proxy リソースを
設定します。

MultiNICA エージェントは 2 つのモードで動作できます。
■

「MultiNICA エージェントの ICM」

■

「MultiNICA エージェントの PM」

十分な IP アドレスがある場合は、PM を使用します。
IPMultiNIC エージェントと MultiNICA エージェントは Linux 結合をサポートします。
IPMultiNIC エージェントと MultiNICA エージェントは IPv4 と IPv6 をサポートします。

MultiNICA エージェントの依存関係
MultiNICA リソースは他のどのリソースにも依存していません。
MultiNICA リソースを含むサンプルサービスグループ

図 3-4

Application

IPMultiNIC

Mount

MultiNICA

Volume

DiskGroup

MultiNICA エージェントの ICM
Performance Mode より必要な IP アドレスが少ないですが、フェールオーバーがより低
速です。
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MultiNICA エージェントの設定
MultiNICA リソースを ICM で設定する場合、設定した NIC に同じベース IP アドレスが
設定されている必要があります。 この IP アドレスは一意である必要があり、他のすべて
のノードの、他の NIC では表示できません。 あらかじめ基本 IP アドレスを有効化する必
要はありません。 このモードでは、NIC のフェールバックはサポートされていません。オ
プションの Failback 属性を参照してください。

MultiNICA エージェントの動作
すべての NIC に同じベース IP アドレスを指定すると、エージェントは ICM で実行されま
す。 これによって、アクティブな NIC 上の基本 IP アドレスが有効になります。
フェールオーバー時には、ベース IP アドレスが新しいアクティブな NIC に移動されま
す。 また、その NIC で設定されるすべての仮想 IP アドレスも移動します。 優先度の順
に、次に動作する NIC を見つけようとします。

MultiNICA エージェントの PM
ICM より必要な IP アドレスが多いですが、フェールオーバーがより高速です。 基本 IP
アドレスの有効化と無効化、および失われた経路の再設定に時間を費やす必要がない
ため、サービスの中断が発生しません。

MultiNICA エージェントの設定
MultiNICA リソースを PM で設定する場合、各 NIC は一意のベース IP アドレスを持つ
必要があります。 ベース IP アドレスは、同じノードまたは他のすべてのノードの、他の
NIC では表示できません。 単一 MultiNICA リソースにあるすべてのデバイスの基本 IP
アドレスは、設定内の同じサブネットに属している必要があります。
MultiNICA リソース下で単一の NIC を設定すると、MultiNICA エージェントは PM を使
います。 ベース IP アドレスは、VCS を起動して NIC の管理をエージェントに引き渡す
前に、MultiNICA 制御下の各 NIC で有効にする必要があります。

MultiNICA エージェントの動作
エージェントは、MultiNICA エージェントが管理するすべての NIC に個別のベース IP
アドレスが指定されている場合、このモードを使います。
このモードでは、VCS を起動する前にベース IP アドレスを有効化する必要があります。
1 つの NIC に障害が発生すると、エージェントは仮想 IP アドレスだけを移行します。
このモードでは、Failback 属性を 1 または 0 に設定することができます。
■

Failback 属性を 1 に設定すると、エージェントは各監視サイクル中に、優先 NIC が
動作中かどうかを確認します。 NIC が動作中の場合、エージェントはその NIC をア
クティブな NIC として選択し、仮想 IP アドレスを優先 NIC に移動します。
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■

Failback 属性を 0 に設定すると、エージェントは現在アクティブな NIC に障害が発
生した場合のみ、新しいアクティブな NIC を選択します。 新しいアクティブな NIC は
優先順位に従って選択されます。

MultiNICA エージェントのエージェント関数
このエージェントのエージェント関数は次のとおりです。
Monitor

ethtool と Medium Independent Interface（MII）を使ってデバイスの状態
を要求します。 ハードウェアが応答しない場合、エージェントは
NetworkHosts 属性に列挙されたホストに対して ping を送信します。 ping
のテストが失敗した場合、エージェントはインターフェース上での受信パケッ
トをサンプリングし、設定したインターフェース上のアクティビティを確認しま
す。 エージェントがアクティビティを検出しない場合は、broadcast ping を
送信してアクティビティを強制的に生成します。 エージェントがネットワーク
からの応答を受信しない場合は、次に最も適切なインターフェースに移行し
ます。

MultiNICA エージェントの属性
MultiNICA リソースの設定時には必須属性に加えて、次のうちの少なくとも 1 つの属性
セットも設定する必要があります。
■

■

IPv4 設定の場合:
■

Options 属性と RouteOptions属性。または、

■

IPv4RouteOptions 属性

IPv6 設定の場合:
■

IPv6RouteOptions 属性
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表 3-7

必須属性

必須属性

説明

Device

デバイスと関連するベース IP アドレスの一覧。 この属性は、SystemList 内
のシステムごとに個別に指定する必要があります。 デバイスは、一覧状に優
先順位に従って指定する必要があります。 エージェントが「起動中」と判別
した最初のデバイスがアクティブデバイスになり、エージェントはそのデバイ
スに、対応する IP アドレスを割り当てます。
ICM（IP Conservation Mode）では、Device 属性で設定したすべての NIC
が停止状態の場合、MultiNICA エージェントは 2 分から 3 分経過してから
リソースに障害が発生したと判断します。 この遅延は、MultiNICA エージェ
ントが、障害が発生した NIC を数回テストしてからリソースを OFFLINE と見
なすためです。 エンジンログは、フェールオーバーイベントの詳細な説明を
提供するメッセージを記録します。 /var/VRTSvcs/log/engine_A.log でエ
ンジンログを探します。
システムごとに個別のベース IP アドレスを使って属性をローカライズする必
要があります。
データ形式と値の種類: 文字列 - 関連
例:
■

■

IPv4
Device@sys1={ eth1 = "10.212.100.178", eth2 = "10.212.100.179"
}
Device@sys2 ={ eth2 = "10.212.100.180", eth3 = "10.212.100.181"
}
IPv6
Device@sys1={ eth1 = "1234::5678", eth2 = "1234::5679" }
Device@sys2={ eth3 = "1234::5680", eth4 = "1234::5681"}

Device 属性では IPv4 または IPv6 の基本アドレスを使うことができますが、
すべての基本アドレスが共通の IP バージョンを使っていることを確認してく
ださい。
次の属性のいずれか:
■

NetMask: IPv4 アドレスを設定する場合のみ必須。

■

PrefixLen: IPv6 アドレスを設定する場合のみ必須。

NetMask

基本 IP アドレスに関連付けられるネットマスクを指定します。 この値は 10
進数（基数 10）で指定する必要があります。
この属性は、IP アドレスが IPv4 アドレスであるときに設定します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "255.255.252.0"
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必須属性

説明

PrefixLen

CIDR 値として表される IPv6 アドレスの接頭辞を指定します。
IPv6 プロトコルを使うときは、この属性の値を設定する必要があります。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
範囲: 0 から 128 デフォルト: 1000

メモ: この属性のデフォルト値は意図的に無効にされていることに注意して
ください。 この属性をアクティブにするには、0 から 128 の範囲の値を設定
する必要があります。
例: 64

表 3-8

オプションの属性

オプションの属性

説明

DualDevice

DualDevice 属性では、デバイスとそれに関連付けられている IPv6 基本アドレスのリストを指定
します。
次の情報を指定します。
■

SystemList 内のシステムごとに個別のこの属性。

■

優先順位に並べたリスト内のデバイス。

エージェントが「起動中」と判別した最初のデバイスがアクティブデバイスになり、エージェントはそ
のデバイスに、対応する IP アドレスを割り当てます。
Device 属性と DualDevice の属性の NIC は、同一で同じ順序になっている必要があります。
IPv4/IPv6 の混在スタックを設定する場合にのみ、DualDevice 属性を使ってください。 その場
合、Device 属性を使って IPv4 スタックを設定し、DualDevice 属性を使って IPv6 スタックを設
定します。
例:
DualDevice@sys1={ eth1 = 2001::DB8, eth2 = 2001::DB9}
DualDevice@sys2={ eth3 = 2001::DB10, eth4 = 2001::DB11}
フェールバック

この属性によって、現在の NIC が正常であっても、アクティブな NIC を優先 NIC に変更する必
要があるかどうかが決定されます。 ICM モードで動作している場合は、値を 0 に変更します。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 1
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オプションの属性

説明

IPv4AddrOptions

IPv4 アドレス用の ip addr add コマンドに渡される追加オプションです。
エージェントは IPv4RouteOptions 属性と組み合わせてこの属性を使います。
ip addr add コマンドは次のコマンドとほぼ同じです。
"ip addr add ipv4addr/prefixlen
IPv4AddrOptions dev device"

メモ: この属性を設定した場合、エージェントは Options 属性を無視し、ifconfig の代わりに ip
コマンドを使用します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例:

IPv4RouteOptions

■

"broadcast 172.20.9.255"

■

"scope link"

IPv4 アドレス用の ip route add コマンドに渡される追加オプションです。
エージェントは IPv4AddrOptions 属性と組み合わせてこの属性を使います。
ip route add コマンドは次のコマンドとほぼ同じです。
"ip route add IPv4RouteOptions dev device"

メモ: Options 属性が設定されており、IPv4AddrOptions と LinkOptions が設定されていない場
合、エージェントはこの属性を無視します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例:

IPv6AddrOptions

■

"default via 172.20.9.1"

■

"scope link"

IPv6 アドレス用の ip addr add コマンドに渡される追加オプションです。 エージェントは
IPv6RouteOptions 属性と組み合わせてこの属性を使います。 ip addr add コマンドは次の
ようになります。
"ip addr add ipv6addr/
prefixlen IPv6AddrOptions dev device"
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "scope link"
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オプションの属性

説明

IPv6RouteOptions

IPv6 アドレス用の ip route add コマンドに渡される追加オプションです。 ip route add
コマンドは次のコマンドとほぼ同じです。
"ip route add IPv6RouteOptions device dev"
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例:

LinkOptions

■

"default via 2001::DB2"

■

"scope link"

ip link コマンドのオプションを指定します。これによってインターフェースを起動または停止し
ます。ip link コマンドは次のコマンドとほぼ同じです。
"ip link dev up LinkOptions"

メモ: この属性を設定した場合、エージェントは Options 属性を無視し、ifconfig の代わりに ip
コマンドを使用します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例:

NetworkHosts

■

"mtu 1024"

■

"broadcast 172.20.9.255"

NIC の状態を判別するための ping を受信するネットワーク上のホストの一覧。 ホスト名ではなく、
ホストの IP アドレスを指定します。 デバイスリストにあるすべての NIC が到達できるホストを含め
ます。 複数のネットワークホストを列挙した場合でも、monitor は少なくとも 1 つのホストに対する
ping テストが正常であれば ONLINE を返します。
IPv4 と IPv6 の両方の NetworkHost アドレスを使うことができ、両方の種類のアドレスを同じリ
ソースに設定できます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
例: NetworkHosts = { "2001::1", "192.123.10.129" }

オプション

基本 IP アドレスをアクティブデバイスに割り当てるときに使う ifconfig オプション。
この Options 属性か、または IPv4AddrOptions 属性と IPv4RouteOptions 属性の両方のどち
らかを設定する必要があります。
この属性は IPv6 をサポートしません。

メモ: IPv4AddrOptions 属性または LinkOptions を設定すると、エージェントは Options 属性を
無視して ifconfig の代わりに ip コマンドを使います。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "broadcast 172.20.9.255"
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オプションの属性

説明

PingOptimize

ネットワーク統計をチェックする前に、broadcast ping を送信するかどうかを判別します。ネット
ワーク統計は、MII がサポートされず、NetworkHosts への ping で NIC が動作中であることを確
認できない場合に、NIC の状態を判別するために使用します。 この値が 1 の場合は broadcast
ping を送信しないことを示し、この値が 0 の場合は broadcast ping を送信することを示します。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 1

RouteOptions

デバイスへのベース IP アドレスの割り当て。route add コマンドが後に続きます。 コマンドは、こ
の属性によって指定されるオプションを必要とします。RouteOptions はローカルホストをデフォル
トゲートウェイとして設定する場合にのみ適用できます。この文字列を NULL に設定すると、ルー
ティングは追加されません。
RouteOptions 属性は Options 属性と連携して動作します。 この属性を使うときは Options 属
性を設定する必要があります。設定しないと、エージェントはこの属性を無視します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "default gw 166.98.16.103""

Mii

NICが、接続状態を保持するかどうかを定義するフラグ。
このフラグを 1 に設定した場合、エージェントは、ping とパケットカウントの方式の代わりに ethtool
と MII のハードウェアレジスタを使います。エージェントは、ネットワークカードの健全性を判断す
るためにこの方式を使います。
このフラグを 0 に設定した場合、エージェントは、ethtool と MII を使って NIC の状態を監視しま
せん。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 1

MultiNICA エージェントのリソースタイプの定義
type MultiNICA (
static int MonitorTimeout = 240
static str ArgList[] = { Device, DualDevice, NetMask,
PrefixLen, Options, RouteOptions, PingOptimize,
MonitorOnly, NetworkHosts, Failback, LinkOptions,
IPv4AddrOptions, IPv6AddrOptions, IPv4RouteOptions,
IPv6RouteOptions, Mii }
static str Operations = None
str Device{}
str DualDevice{}
str NetMask
int PrefixLen = 1000
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str Options
str RouteOptions
str LinkOptions
str IPv4AddrOptions
str IPv6AddrOptions
str IPv4RouteOptions
str IPv6RouteOptions
int PingOptimize = 1
str NetworkHosts[]
boolean Failback = 1
boolean Mii = 1
)

MultiNICA エージェントの設定例
次のエージェントの設定例は次のとおりです。

MultiNICA と IPMultiNIC の Performance Mode の設定
この例では、2 つのシステム（sysA と sysB）があり、それぞれに 1 組のネットワークイン
ターフェース（eth0 と eth1、eth0 と eth2）があります。 これらのインターフェースには、そ
れぞれ別の物理 IP アドレスが設定されており、エージェントは Performance Mode (PM)
で動作します。
障害が発生した場合、MultiNICA リソースは論理 IP アドレスのみをバックアップ NIC に
フェールオーバーします。 リソース ip1 には Address という属性値があり、論理 IP アド
レスが含まれます。 sysA で NIC に障害が発生した場合、論理 IP アドレスは eth0 から
eth1 にフェールオーバーします。 eth1 が失敗するイベントでは、アドレスは eth0 が再
接続されている限り eth0 にフェールバックします。
ただし、sysA の 2 つの NIC のどちらにも障害が発生している場合は、MultiNICA リソー
スと IPMultiNIC リソースが連携して sysA 上のグループに障害が発生したと判断します。
その場合は、グループ全体が sysB にフェールオーバーします。
MultiNICA リソースを使っている 1 つ以上のサービスグループがある場合、2 番目のサー
ビスグループは Proxy リソースを使えます。 Proxy リソースは最初のサービスグループ
の MultiNICA リソースをポイントします。 これにより、同一システム上で NIC が二重に監
視されることを回避します。 IPMultiNIC リソースは、常に MultiNICA リソースに依存して
います。
cluster foo (
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
CounterInterval = 5
)
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system sysA (
)
system sysB (
)
group grp1 (
SystemList = { sysA = 1, sysB = 2 }
)
IPMultiNIC ip1 (
Address = "192.123.10.177"
MultiNICAResName = mnic
NetMask = "255.255.248.0"
)
MultiNICA mnic (
Device @sysA = { eth0 = "192.123.10.127", eth1 =
"192.123.11.128" }
Device @sysB = { eth0 = "192.123.10.129", eth2 =
"192.123.11.130" }
NetMask = "255.255.248.0"
NetworkHosts = { "192.123.10.1", "192.123.10.2" }
)
ip1 requires mnic
// resource dependency tree
//
// group grp1
//
{
// IPMultiNIC ip1
//
{
//
MultiNICA mnic
//
}
//
}
)

MultiNICA と IPMultiNIC の IP Conservation Mode の設定
この例では、2 つのシステム（sysA と sysB）があり、それぞれに 1 組のネットワークイン
ターフェース（eth0 と eth1、eth0 と eth2）があります。 これらのインターフェースには、共
通の物理 IP アドレスが設定されており、エージェントは IP Conservation Mode（ICM）
で動作します。
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障害が発生した場合、MultiNICA リソースは物理 IP アドレスと論理 IP アドレスの両方を
バックアップ NIC にフェールオーバーします。 リソース ip1 には Address という属性値
があり、論理 IP アドレスが含まれます。 sysA で NIC に障害が発生した場合、IP アドレ
スは eth0 から eth1 にフェールオーバーします。 eth1 が失敗するイベントでは、アドレ
スは eth0 が再接続されている場合 eth0 にフェールバックします。
ただし、sysA の 2 つの NIC のどちらにも障害が発生している場合は、MultiNICA リソー
スと IPMultiNIC リソースが連携して sysA 上のグループに障害が発生したと判断します。
その場合は、グループ全体が sysB にフェールオーバーします。
MultiNICA リソースを使っている 1 つ以上のグループがある場合、2 番目のグループは
Proxy リソースを使えます。 Proxy リソースは、最初のグループの MultiNICA リソースを
ポイントします。 これにより、同一システム上で NIC が二重に監視されることを回避しま
す。 IPMultiNIC リソースは、常に MultiNICA リソースに依存しています。
cluster foo (
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
CounterInterval = 5
)
system sysA (
)
system sysB (
)
group grp1 (
SystemList = { sysA = 1, sysB = 2 }
)
IPMultiNIC ip1 (
Address = "192.123.10.177"
MultiNICAResName = mnic
NetMask = "255.255.248.0"
)
MultiNICA mnic (
Device @sysA = { eth0 = "192.123.10.127", eth1 =
"192.123.10.127" }
Device @sysB = { eth0 = "192.123.10.128", eth2 =
"192.123.10.128" }
NetMask = "255.255.248.0"
NetworkHosts = { "192.123.10.1", "192.123.10.2" }
Failback = 0
)
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ip1 requires mnic
// resource dependency tree
//
// group grp1
//
{
// IPMultiNIC ip1
//
{
//
MultiNICA mnic
//
}
//
}

MultiNICA エージェントの IPv6 の設定
次の例は IPv6 を使う場合のものです。
group mnica_group (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
)
IPMultiNIC ipmnic_res (
Address = "2007:192::1627:161"
MultiNICAResName = mnica_res
PrefixLen = 64
)
MultiNICA mnica_res (
Device @sysA = { eth0 = "fe80::214:4fff:fe96:ae0a",
eth1 = "fe80::214:4fff:fe96:ae0a" }
Device @sysB = { eth0 = "fe80::214:4fff:fe96:ae0b",
eth2 = "fe80::214:4fff:fe96:ae0b" }
Failback = 0
PrefixLen = 64
)
ipmnic_res requires mnica_res

ミックスモードの設定 - MultiNICA エージェントの IPv4 と IPv6
IPv4 と IPv6 ミックスモードの設定は、次のとおりです。

cluster foo (
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UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
CounterInterval = 5
)
system sysA (
)
system sysB (
)
group grp1 (
SystemList = { sysA = 1, sysB = 2 }
)
IPMultiNIC ip1 (
Address = "2001::110"
MultiNICAResName = mnic
Failback = 0
PrefixLen=96
)
IPMultiNIC ip2 (
Address = "192.123.10.177"
MultiNICAResName = mnic
NetMask="255.255.248.0"
)
MultiNICA mnic (
Device @sysA = { eth0 = "192.123.10.127", eth1
"192.123.11.127" }
Device @sysB = { eth0 = "192.123.10.128", eth1
"192.123.11.128" }
NetMask = "255.255.248.0"
DualDevice @sysA = { eth0 = "2001::10", eth1 =
DualDevice @sysB = { eth0 = "2001::11", eth1 =
Failback=0
PrefixLen=96
NetworkHosts = { "2001::1", "192.123.10.1" }
)
ip1 requires mnic
ip2 requires mnic
// resource dependency tree
//
// group grp1
// {
// IPMultiNIC ip1
// {
// MultiNICA mnic
// }

=
=

"2001::10" }
"2001::11" }
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//
//
//
//
//

IPMultiNIC ip2
{
MultiNICA mnic
}
}

MultiNICA エージェントのデバッグログレベル
MultiNICA エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。DBG_1、DBG_2、
DBG_3、DBG_4、DBG_5

DNS エージェント
DNS エージェントは、次のマッピングを更新し、監視します。
■

IP アドレス（A、AAAA、または PTR レコード）へのホスト名

■

ホスト名または正規名（CNAME）へのエイリアス

サブネットにまたがるフェールオーバー（広域フェールオーバー）をノードに行っていると
き、エージェントは DNS ゾーンのこれらのタスクを実行します。 リソースレコード（RR）は、
A、AAAA、CNAME、PTR レコードといった異なるタイプを含むことができます。
フェールオーバー中、リソースレコードを直接 DNS サーバーに追加したり DNS サー
バーから削除したりする必要がある場合は DNS エージェントを使用します。 エージェン
トは、フェールオーバー中に新しいリソースレコードのマッピングでネームサーバーを更
新し、クライアントがアプリケーションのフェールオーバーインスタンスに接続できるように
します。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、「「DNS エージェントの注意事項」」を
参照してください。

DNS エージェントの依存関係
DNS リソースには、依存関係はありません。
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DNS リソースを含むサンプルサービスグループ

図 3-5
DNS

DB

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

DNS エージェントのエージェント関数
Online

1 つ以上のネームサーバーをリソースレコードで更新します。
このエージェントは、StealthMasters 属性に定義されたネームサーバーを
更新します。 この属性が設定されていない場合、エージェントは SOA（Start
of Authority）クエリーを送信して、マスターサーバーの名前を取得します。
このクエリーによって、エージェントの Domain 属性に定義されているゾー
ンの SOA レコードが取得されます。 この SOA レコードにはマスターサー
バーの名前が含まれています。
CreatePTR 属性の値が True の場合、エージェントはタイプ A または AAAA
の各 RR の PTR レコードを作成します。 この機能に対する前提条件は、
同じマスターサーバーまたはステルスサーバーがフォワードゾーン（A また
は AAAA）とリバースゾーンを提供することです。
エージェントは最終的にオンラインロックファイルを生成して、リソースが現在
のシステムでオンラインであることを示します。

メモ: ネームサーバーにすでに存在している場合、DNS エージェントはリ
ソースレコードの更新を送信しません。
オフライン (Offline) オンラインロックファイルを削除します。
属性 OffDelRR が True の場合、offline は ResRecord のキーが定義する
すべてのレコードを削除します。
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Monitor

ResRecord が定義するすべてのマッピングを 1 つ以上のネームサーバー
が報告する場合は、ONLINE 状態を戻します。 ネームサーバーとは、マス
ターまたは StealthMaster サーバーと、ゾーンのための NS レコードがある
すべてのサーバーです。
RefreshInterval 属性が指定されている場合、monitor エントリポイントは
DNS サーバーに定期的な更新の要求も送ります。

Clean

オンラインロックファイルが存在する場合、これを削除します。 属性 OffDelRR
が True の場合、clean は ResRecord のキーが定義するすべてのレコー
ドを削除します。

Open

リソースがクラスタ内部の別のノードでオンラインと報告された場合に、同時
性違反を防ぐためにオンラインロックファイルを削除します。 ロックファイル
が存在する場合、少なくとも 1 つのネームサーバーは ResRecord が定義
するすべてのレコードを報告する必要があります。 すべてのネームサーバー
がすべてのレコードの報告に失敗した場合、エージェント関数はオンライン
ロックファイルを削除します。

Action

次のようにさまざまな action エージェント関数があります。
■

■

■

keyfile.vfd
この action エントリポイントは、TSIGKeyFile 属性で指定したように、キー
ファイルがローカルにまたは共有ストレージに存在するかどうかを調べま
す。
dig.vfd
この action エントリポイントは、dig および nsupdate バイナリが存在し、
実行可能ファイルであるかどうかを調べます。
master.vfd
この action エントリポイントは、ステルスマスターが、設定されたドメイン
の SOA クエリーに応答できるかどうかを調べます。

DNS エージェントの状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

オンラインロックファイルが存在し、少なくとも 1 つのネームサーバーがすべ
ての設定済みリソースレコードを返すことができます。

OFFLINE

次のいずれかに該当します。

UNKNOWN

■

オンラインロックが存在しない。

■

すべてのネームサーバーが、すべての RR のマッピングを報告できな
い。

DNS リソースが正しく設定されていないことを示します。 リソースレコードリ
ストが、ResRecord 属性のレコードキーまたはレコード値の一部として無効
な値を含んでいることを示す場合があります。
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DNS エージェントの属性
表 3-9

必須属性

必須属性

説明

Domain

エージェントが管理する DNS ゾーンを表す文字列。
ドメイン名は英数字の記号とハイフンのみを含むことができます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例:
■

フォワードマッピング: "demo.example.com"

■

IPv4 リバースマッピング: "2.168.192.in-addr.arpa"
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必須属性

説明

ResRecord

ResRecord は DNS リソースレコード値の関連です。 各 ResRecord
属性は、次の 2 つの値で構成されます: DNS レコードキー = DNS
レコードデータ。レコードキーは重複のない値でなければならない
ことに注意します。
リソースレコードリストに、ResRecord 属性のレコードキーまたはレ
コードデータの一部として無効な値が含まれている場合、リソースは
UNKNOWN 状態を報告します。
データ形式と値の種類: 文字列 - 関連
例:
■

■

■

■

フォワードマッピングの場合、ゾーンは demo.example.com で
す。
- sles901 = "192.168.2.191"
- ww2 = sles901
- sles9ip6 = "2007::1:2:3:abc"
マルチホーム DNS レコードは、1 つのホストと、2 つのネットワー
クインターフェースおよび異なるアドレスを通常は持ちますが、
DNS 名は同じです。 A タイプの ResRecord 設定は次のように
なります。
sle902 = "192.168.2.102 10.87.13.22"
マルチホーム AAAA の DNS レコードは次のように設定できま
す。
sle902 = "1234::5678 1234::AABB:CCDD"
リバース IPv4 アドレスマッピングの場合（ここで、ゾーンは
2.168.192.in-addr.arpa）:
191 = "sles901.demo.example.com"
リバース IPv6 アドレスマッピングの場合（ここで、ゾーンは
3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.2.ip6.arpa）:
cba = "sles9ip6.demo.example.com"

部分ホスト名のみを使います。 完全修飾ドメイン名を使った場合、
名前の終わりにピリオドの「.」を追記します。
CNAME レコードの場合、次を使います。
■

■

ResRecord = { www = mydesktop }
または
ResRecord = { www = "mydesktop.marketing.example.com."
}
ここで、Domain 属性は「marketing.example.com」です。
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必須属性

説明

ResRecord（続き）

エージェントは、大文字と小文字を区別するパターン一致を使いま
す。また、Domain 属性値と ResRecord 属性値も使い、リソースレ
コードタイプを判別します。 RR の種類は次のとおりです。
■

PTR: ドメインの属性が .arpa で終了する場合

■

A: レコードデータフィールドが IPv4 アドレスである場合（ピリオ
ドで各セットを分ける 4 つの数字の組み合わせ。 次は、一致を
試行するパターンの詳細です。[1-223].[0-255].[0-255][0-255]
16 進数はサポートされません）。
AAAA: レコードデータフィールドが 16 進数形式の複数セットに
なっている場合、このレコードは IPv6 によって関連付けされる
種類 AAAA レコードです。
CNAME: 他の有効なレコードデータの場合。

■

■

メモ: ResRecord 属性名が RFC 1035 に準拠していない場合、
警告メッセージはエンジンログファイルに記録されます。 ResRecord
の関連付けは使われません。 この例外として、DNS エージェントは
ホスト名で下線文字（「_」）の使用を許可します。 DNS ホスト名に下
線文字を含む DNS リソースレコードを設定する前に、DNS サー
バーで下線文字がサポートされていることを確認します。

表 3-10

オプションの属性

オプションの属性 説明
TTL

この属性（0 以外の整数）は、更新するゾーンの DNA エントリの存続時間
（Time To Live）を秒単位で表します。
この数値が小さければ DNS サーバーでのヒット数が多いことを表し、大きけ
ればクライアントが更新を認識するまでに要する時間が長いことを表します。
TTL は、値 0 を取ることがあります。これは、レコードをキャッシュしないこと
を示しますが、最大は 2,147,483,647 秒で、68 年に相当します。 現在の
ベストプラクティスの推奨（RFC 1912）では、1 日以上の値を提案していま
すが、RR のようにさほど頻繁には変更されない場合、数週間の値を検討し
てください。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 86400
例: 3600
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オプションの属性 説明
StealthMasters

ドメイン内のプライマリマスターネームサーバーを一覧表示します。
最初のサーバーはゾーンの SOA（Start of Authority）レコードから取得され
るため、この属性は省略可能です。
プライマリマスターネームサーバーがステルスサーバーである場合は、属性
を定義します。ステルスサーバーは、ゾーンに対して権限を有するネーム
サーバーですが、そのゾーンの SOA レコードには表示されません。 ステル
スサーバーは隠れており、インターネットからの直接の攻撃を防ぎます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
例: { "10.190.112.23" }

TSIGKeyFile

セキュアな更新の DNS を設定する場合に必須です。 プライベートトランザ
クションシグネチャ（TSIG: Transaction Signature）キーを含むファイルへ
の絶対パスを指定します。 この属性は、設定する DNS サーバーが Unix
ベースの DNS サーバーの場合のみ設定します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例:
/var/tsig/example.com.+157+00000.private

CreatePTR

タイプ A または AAAA の各 RR に対して PTR レコードを作成するように
online エージェント関数に指示するには、CreatePTR 属性を使います。レ
コードを作成するには、この属性の値を True（1）に設定する必要がありま
す。 この属性を使う前に、同じマスターサーバーまたはステルスサーバーが
フォワードゾーン（A または AAAA）とリバースゾーンを提供することを確認し
ます。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0
例: 1

OffDelRR

ResRecord キーが定義するすべてのレコードを削除するように offline エー
ジェント関数と clean エージェント関数に指示するには、OffDelRR 属性を
使います。 エージェントによってすべてのレコードが削除されるようにするに
は、この属性の値を 1（True）に設定する必要があります。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0
例: 1
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オプションの属性 説明
UseGSSAPI

設定した DNS サーバーが Windows DNS サーバーでセキュアな動的更
新が許可される場合のみ、UseGSSAPI 属性を使用します。

メモ: Windows DNS で非セキュアな更新が許可されている場合はこの属
性を設定しないでください。
この属性を 1 に設定すると、エージェントは -g オプションを nsupdate コマ
ンドとともに使います。
セキュアな Windows DNS サーバーで DNS エージェントを使用する場合
の必要条件について詳しくは「p.130 の 「DNS エージェントの注意事項」 を
参照してください。 」を参照してください。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 0
例: 1
RefreshInterval

この属性は、DNS エージェントが DNS サーバーのリソースレコード（RR）の
更新を試みる時間間隔を秒単位で表します。 デフォルト値の 0 は、DNS
エージェントが DNS サーバーのレコード更新を行わないことを示します。
DNS レコードの更新を行えない場合、ログに警告メッセージが書き込まれ
ます。

メモ: RefreshInterval の期間に達した後、次の監視サイクルで更新要求
が送信されます。
DNS エージェントが DNS レコードを更新できない場合、DNS レコードは清
掃操作の結果、または DNS 管理者によって削除され、DNS リソースに障
害が発生します。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 0
例: 3600
CleanRRKeys

新しいレコードを追加する前に、設定したキーのすべての既存 DNS レコー
ドをクリーンアップするように、online エージェント関数に指示する場合に使
用します。 デフォルト値（0）はこの動作を無効にします。

メモ: 複数の DNS リソースが ResRecord 属性で同じキー値に設定されて
いる場合、この属性の値を 1 に設定しないでください。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 0
例: 1
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DNS エージェントのリソースタイプの定義
Linux でのこのエージェントのリソース定義は次のとおりです。
type DNS (
static keylist SupportedActions = { "dig.vfd",
"master.vfd", "keyfile.vfd" }
static str ArgList[] = { Domain, TTL, TSIGKeyFile,
StealthMasters, ResRecord, CreatePTR, OffDelRR,
UseGSSAPI, RefreshInterval, CleanRRKeys }
str Domain
int TTL = 86400
str TSIGKeyFile
str StealthMasters[]
str ResRecord{}
boolean CreatePTR = 0
boolean OffDelRR = 0
boolean UseGSSAPI = 0
int RefreshInterval = 0
boolean CleanRRKeys = 0
)

DNS エージェントの注意事項
DNS エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「セキュアな Windows DNS サーバーでの UNIX の VCS DNS エージェントの使用
について」

■

「DNS エージェントの高可用性のファイアドリル」

■

「DNS エージェントの monitor シナリオ」

■

「DNS エージェントの Web サーバーの設定例」

■

「DNS エージェントの BIND 9 の安全な DNS の更新」

■

「DNS エージェントの BIND 9 の TSIG キーを使った安全な更新の設定」

セキュアな Windows DNS サーバーでの UNIX の VCS DNS
エージェントの使用について
ここでは、セキュアな Windows DNS サーバーで DNS エージェントを使用するための
必要条件を説明します。 Windows DNS サーバーに非セキュアな更新を送信するため
の特別な必要条件はないことに注意してください。
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DNS エージェントのソフトウェアの必要条件
Windows DNS サーバーでセキュアな更新が実行されるには、UNIX の VCS DNS エー
ジェントで、すべてのクラスタノードに BIND のバージョン 9.7.2-P3 以降がインストールさ
れている必要があります。

DNS エージェントの設定の必要条件
UNIX の VCS DNS エージェントでは、Windows の DNS サーバーとの Kerberos 認証
を設定し、クライアントノードの /etc/resolv.conf でドメインと DNS サーバー情報を設定
する必要があります。
UNIX ホストから Windows DNS サーバーへの Kerberos 認証を設定するには、Windows
DNS サーバーを KDC（Key Distribution Centre）として使用するように Kerberos の設
定ファイル（/etc/krb5.conf or /etc/ krb/krb5.conf）を設定します。
ドメインが privdns.sym で DNS サーバーが master.privdns.sym である Kerberos の
サンプル設定ファイルは次のとおりです。
[libdefaults]
default_realm = PRIVDNS.SYM
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = true
default_tkt_enctypes = des-cbc-md5
default_tgs_enctypes = des-cbc-md5
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
allow_weak_crypto = true
[realms]
PRIVDNS.SYM = {
kdc = master.privdns.sym:88
kpasswd_server = master.privdns.sym:464
admin_server = master.privdns.sym
}
[domain_realm]
.privdns.sym = PRIVDNS.SYM
privdns.sym = PRIVDNS.SYM

メモ: DNS エージェントでは、異なるサーバーに配置されている KDC とドメインコントロー
ラ/DNS はサポートされません。
Active Directory を使用して、DNS エージェントが稼働するように設定されているクラス
タのすべてのノードを認証します。 ユーザーアカウントの kinit を使い、klist を使って、設
定済みのレルムプリンシパルへのチケットがあることを確認します。 KDC から Kerberos
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の Ticket Granting Ticketチケットを入手する方法について詳しくは、kinit のマニュアル
ページを参照してください。
メモ: DNS エージェントでは、ノードは常に Kerberos で認証されている必要があります。
設定した認証方法で必要とされる場合には、取得したチケットを定期的に更新してくださ
い。
ユーザーが vcsdns である場合の上記の設定に対する kinit と klist の実行例は、次のと
おりです。
# kinit vcsdns
Password for vcsdns@PRIVDNS.SYM:
# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: vcsdns@PRIVDNS.SYM
Valid starting Expires Service principal
12/14/09 16:17:37 12/15/09 02:19:09 krbtgt/PRIVDNS.SYM@PRIVDNS.SYM
renew until 12/21/09 16:17:37

環境変数 KRB5CCNAME をデフォルト以外の場所（デフォルトは /tmp）に設定した場
合、デフォルトでは VCS によって継承されず、デフォルトの場所である /tmp 内で
Kerberos チケットが検索されます。
この問題を解決するためには、環境変数 KRB5CCNAME を設定解除し、kinit コマンド
を再度実行してください。 これにより、デフォルトの場所（/tmp）にある Kerberos チケット
が更新されます。 または、Kerberos チケットのカスタマイズされた場所
（/cache/krb_ticket など）では、VCS が開始する前に各クラスタノードの
/opt/VRTSvcs/bin/vcsenv ファイルにエントリを追加します。
KRB5CCNAME="FILE:/cache/krb_ticket"
export KRB5CCNAME

Windows DNS サーバーと設定したドメインに対する情報を追加するには、クライアント
ノードで /etc/resolv.conf を更新してください。

DNS エージェントの高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、VCS の設定と基本のインフラストラクチャの間の矛盾点を
検出します。この両者の間に矛盾があると、サービスグループが特定のノードでオンライ
ンになれない場合があります。
DNS リソースの場合、高可用性のドリルは次の状態をテストします。
■

TSIGKeyFile 属性で指定されたように、キーファイルがローカルにまたは共有ストレー
ジで使用可能かどうかを調べます。
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■

dig バイナリおよび nsupdate バイナリがクラスタノード上で使用可能で、そのノード
上で実行可能であるかどうかを調べます。

■

DNS 更新とクエリー要求がステルスマスターサーバーに到達できないというネットワー
クの問題が発生していないことを確認するために、ステルスマスターがクラスタノード
から行われた SOA クエリーに応答可能かどうかを調べます。

高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

DNS エージェントの monitor シナリオ
オンラインロックファイルと定義済みリソースレコード（RR）が存在するかどうかにより、
monitor 関数で返される状態メッセージは異なります。
「表 3-11」に、オンラインロックファイルが存在する場合の monitor のシナリオの概略を示
します。
表 3-11

オンラインロックファイルの状態に応じた monitor の挙動

オンラインロック
ファイル

想定される RR マッピング

monitor の戻り値

NO

N/A

OFFLINE

YES

NO

OFFLINE

YES

YES

ONLINE

DNS エージェントの Web サーバーの設定例
Web サーバーを例として説明します。 ブラウザは、正規名 server1.example.com に
マップする URL http://www.example.com を要求します。ブラウザは、ドメインネーム
サーバーを照会して Web サーバーの IP アドレスを取得します。 Web サーバーがサー
バー 1 からサーバー 2（server2.example.com）にフェールオーバーする場合、ドメイン
ネームサーバーは www.example.com の新しい正規名マッピングを必要とします。フェー
ルオーバーの後、DNS リソースは、正規名 server2.example.com をポイントするように
www.example.com のこのマッピングを更新します。
メモ: この設定では、Domain 属性に値 "example.com" を設定する必要があります。

DNS エージェントの BIND 9 の安全な DNS の更新
DNS エージェントは、DNS レコードを動的に更新できるホストの IP アドレスがゾーンの
allow-update フィールドに含まれていると想定します。この機能性は DNS のエージェン
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トのデフォルトです。ただし、有能で悪質なユーザーは IP アドレスを詐称できるため、代
替策として TSIG を検討してください。
RFC 2845 で指定されている TSIG（Transaction Signature）は、BIND DNS で利用可
能な共有キーメッセージ認証のしくみです。TSIG キーは交換された DNS のデータの有
効性を認証し、確認する方法を提供します。 セキュリティを提供するためにリゾルバとど
ちらかの 1 つまたは 2 つのサーバー間の共有の秘密キーが使われます。

DNS エージェントの BIND 9 の TSIG キーを使った安全な更新
の設定
次の例では、ドメインは example.com です。
TSIG キーを使用してセキュアな更新を行うには、DNS サーバーで次の手順を実行しま
す。

1

HMAC-MD5 オプションを指定して dnssec-keygen コマンドを実行し、TSIG キー
を含むファイルのペアを生成します。
# dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 128 -n HOST example.com.

2

example.com.+157+00000.key ファイルを開きます。 cat コマンドの実行後、ファ
イルの内容は次のようになります。
# cat example.com.+157+00000.key
example.com. IN KEY 512 3 157 +Cdjlkef9ZTSeixERZ433Q==

3

次のような共有秘密キー（TSIG キー）をコピーします。
+Cdjlkef9ZTSeixERZ433Q==

4

生成したキーを使用した TSIG による更新のみを許可するように、DNS サーバーを
設定します。 named.conf ファイルを開き、次の行を追加します。
key example.com. {
algorithm hmac-md5;
secret "+Cdjlkef9ZTSeixERZ433Q==";
};

ここでは、+Cdjlkef9ZTSeixERZ433Q== がキーです。

5

named.conf ファイルでは、該当するゾーン部分を編集し、キーを参照する
allow-updates サブステートメントを追加します。
allow-update { key example.com. ; } ;

6

保存して、名前を付けたプロセスを再起動します。
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7

キー情報を含むファイルを、グループの SystemList に列挙されている各ノードに配
置します。DNS エージェントはこのキーを使用してネームサーバーを更新します。
秘密キーファイルと公開キーファイルの両方をノードにコピーします。 /var/tsig/ ディ
レクトリ内にコピーされることをお勧めします。

8

DNS リソースの TSIGKeyFile 属性を設定し、秘密キーの情報を含むファイルを指
定します。
DNS www (
Domain = "example.com"
ResRecord = {www = north}
TSIGKeyFile = "/var/tsig/example.com.+157+00000.private"
)

DNS エージェントの設定例
ここでは、このエージェントの設定例を示します。

DNS エージェントの IPv6 の基本設定
ここでは、IPv6 をサポートするための基本設定の例を示します。次の設定では、nic_value
はプラットフォームのベース NIC 値を表します。
例: eth0
group ipv6_group_dns (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
)
DNS ipv6group_dns_res (
Critical = 0
Domain = "example.com"
TSIGKeyFile = "/var/tsig/Kipv6.vcscd.net.+157+18435.private"
StealthMasters = { "2001:db8:c18:2:69c4:3251:bac1:6cbe" }
ResRecord = {
vcssysCv6 = "2001:db8:c18:2:214:4fff:fe96:8833",
sysC = vcssysCv6 }
)
IP ipv6group_ip_res (
Device @sysA = nic_value
Device @sysB = nic_value
Address = "2001:db8:c18:2:214:4fff:fe96:8833"
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PrefixLen = 64
)
NIC ipv6group_nic_res (
Device @sysA = nic_value
Device @sysB = nic_value
NetworkHosts = { "2001:db8:c18:2:214:4fff:fea2:fd50" }

)
ipv6group_dns_res requires ipv6group_ip_res
ipv6group_ip_res requires ipv6group_nic_res

DNS エージェントの IPv6 CNAME の設定例
次の設定例では CNAME の値を使います。
group cname_group (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
)
DNS cname_group_dns_res (
Domain = "example.com"
StealthMasters = { "3ffe:556::1000:5761" }
ResRecord @sysA = { www = server1 }
ResRecord @sysB = { www = server2 }
OffDelRR = 1
)

DNS エージェントの IPv4 A の設定例
次の設定例では A の値を使います。
group forwardv4_group (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
)
DNS forward_group_v4_resource (
Domain = "example.com"
StealthMasters = { "3ffe:556::1000:5761" }
ResRecord @sysA = { www = "10.200.56.240" }
ResRecord @sysB = { www = "10.200.56.244" }
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OffDelRR = 1
)

DNS エージェントのデバッグログレベル
DNS エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2、DBG_3、DBG_4、DBG_5

AWSIP エージェント
AWSIP エージェントは、AWS（Amazon Web Services）クラウド環境にあるネットワーク
リソースを管理します。ネットワークリソースは、次のとおりです。
■

プライベート IP: プライベート IP は、プライベートな数値のアドレスであり、デバイスが
互いに通信するようにネットワークに接続します。

■

Elastic IP: Elastic IP アドレスは、静的な IPv4 パブリックアドレスであり、動的なクラ
ウドコンピューティングのために設計されています。1 つの Elastic IP アドレスは、AWS
アカウントと関連付けられます。

■

オーバーレイ IP: AWS では、IP アドレストラフィックがサブネットと AZ (可用性ゾー
ン) どちらにあっても、トラフィックを VPC (Virtual Private Network) の EC2 (Elastic
Compute Cloud) インスタンスにリダイレクトできます。オーバーレイ IP は、サブネッ
トまたは可用性ゾーンにまたがるノードのために IP フェールオーバー機能を提供し
ます。オーバーレイ IP は、VPC CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ブロック
の外にある必要があります。

このエージェントは、AWS CLI を使用して、AWS クラウド環境にある IP リソースを関連
付けます。エージェントは次を実行します。
■

プライベート IP アドレスの割り当ておよび割り当て解除

■

Elastic IP アドレスの関連付けと関連付け解除、およびプライベート IP の割り当てと
割り当て解除

■

オーバーレイ IP のルートテーブルエントリの管理（サブネット間でのフェールオーバー
のため）

エージェントは Amazon EC2 領域を自動的にフェッチします。

前提条件
■

AWS CLI パッケージをインストールします。
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■

［EC2 インスタンス（EC2 instance）］、［ネットワーキング（Networking）］、［ソース/宛
先の変更（Change Source/Dest）］の順に移動します。［ソース/宛先の変更（Change
Source/Dest）］を確認して無効にします。オーバーレイ IP を確認します。

■

必要な権限を持たせて IAM ロールを作成し、このロールを EC2 クラスタインスタンス
に関連付けます。
［IAM（IAM）］、［ポリシーの作成（Create Policy）］、［ロール（Role）］の順に移動し、
ロールを作成します。
次に、.json ポリシーファイルの例を示します。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:AssignPrivateIpAddresses",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DisassosciateAddress",
"ec2:AssosciateAddress",
"ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
"ec2:AssignPrivateIpAddresses",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:DeleteRoute",
"ec2:ReplaceRoute",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
}

■

すべての発信トラフィックが、NAT (ネットワークアドレス変換) ゲートウェイを経由する
ことを確認します。エージェントは AWS CLI を使用し、Amazon EC2 API エンドポイ
ントへのアクセスを必要とします。

■

EC2 が属するサブネットが、ルートテーブルと関連付けられていることを確認します。

依存関係
IP リソースは NIC リソースと AWSIP リソースに依存します。
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図 3-6

サービスグループ依存関係の例
アプリケー
ション

AWSIP

Mount

IP

VolumeSet

NIC

DiskGroup

エージェント関数
Online

■

■

■

Offline

Monitor

■

Private IP: ENI から割り当てを解除します。

■

Elastic IP: Elastic IP の関連付けを解除します。

■

Overlay IP: ルートをルートテーブルから削除します。

■

Private IP: プライベート IP の ENI への割り当てを監視します。

■

Elastic IP: プライベート IP と Elastic IP との間の関連付けを監
視します。
Overlay IP: ルーティング情報を監視し、オーバーレイ IP のルー
トテーブルエントリが存在するかどうかを確認します。

■

Clean

Private IP: プライベート IP を NIC ENI (Elastic Network
Interface) に割り当てます。
Elastic IP: プライベート IP が設定内に定義されている場合にの
み機能します。プライベート IP を Elastic IP と関連付けます。
エージェントは、Device 属性に基づいて ENI を自動的に検知し
ます。
Overlay IP: RouteTableIds 属性に指定されたルートテーブル
内に、ルーティング先を OverlayIP、ターゲットを ENI (エントリポ
イントの実行元) としてルートを作成します。

■

Private IP: プライベートIP の割り当てを解除します。

■

Elastic IP: Elastic IP 関連付けを解除し、プライベート IP アドレ
スの割り当てを解除します。
Overlay IP: ルートをルートテーブルから削除します。

■
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状態の定義
ONLINE

■

Private IP: プライベート IP は ENI に割り当てられています。

■

Elastic IP: プライベート IP は割り当てられ、Elastic IP はプライ
ベート IP と関連付けられています。
Overlay IP: オーバーレイ IP のルートテーブルエントリが存在し
ます。

■

OFFLINE

■

Private IP: プライベート IP は ENI に割り当てられていません。

■

Elastic IP: プライベート IP は割り当てられておらず、Elastic IP
はプライベート IP と関連付けられていません。
Overlay IP: オーバーレイ IP のルートテーブルエントリは存在し
ません。

■

UNKNOWN

FAULTED

プライベート IP の場合、Elastic IP またはオーバーレイ IP は
UNKNOWN 状態にあり、次のいずれかに該当する可能性がありま
す。
■

AWS CLI がインストールされていない。

■

AWSPath 属性が正しく設定されていない。たとえば、AWS CLI
が /usr/local/bin/aws にインストールされている場合、
AWSPath 属性は /usr/local/bin である必要があります。

■

ロールが正しく設定されていない、またはインスタンスに関連付け
られていない。

IP リソースをオンラインに移行できない、または VCS の制御外で突
然停止したことを示します。

属性
表 3-12

必須属性

属性

説明

PrivateIP

EC2 インスタンスのセカンダリプライベート IP アドレスです。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

OverlayIP

オーバーレイ IP は、サブネットまたは可用性ゾーンにまたがる
ノードのために IP フェールオーバー機能を提供します。オーバー
レイ IP は、ノードが存在する VPC CIDR ブロックの外にある必
要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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表 3-13

オプションの属性

属性

説明

ElasticIP

Elastic IP アドレスは、静的な IPv4 アドレスであり、動的なクラウ
ドコンピューティングのために設計されています。1 つの Elastic
IP アドレスは、AWS アカウントと関連付けられます。Elastic IP ア
ドレスをセカンダリプライベート IP アドレスにマッピングできます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

Device

ネットワークデバイスの名前です。
すべてのネットワークアダプタの一覧を表示するには、ifconfig
-a と入力します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: eth0
上の例では、プライベート IP アドレスを次に利用可能な eth0 の
エイリアスに 割り当てるために、eth0 を指定しています。
次の属性のいずれかが必須です。

RouteTableIds

■

PrivateIP

■

OverlayIP

すべてのルートテーブルを記述します。1 つ以上のルートテーブ
ル ID にすることができます。
データ形式と値のタイプ: 文字列リスト

AWSBinDir

AWS EC2 コマンドとバイナリの場所です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

リソースの種類の定義
type AWSIP (
static str ArgList[] = { PrivateIP, OverlayIP,
ElasticIP, Device, RouteTableIds, AWSBinDir }
str PrivateIP
str OverlayIP
str ElasticIP
str Device
keylist RouteTableIds
str AWSBinDir
)
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設定例
Private IP
AWSIP jsrIP (
PrivateIP = "10.0.0.143"
Device = eth0
AWSBinDir = "/usr/local/bin"
)

Elastic IP
AWSIP jsrIP (
PrivateIP = "10.0.0.143"
ElasticIP = "34.195.175.223"
Device = eth0
AWSBinDir = "/usr/local/bin"
)

Overlay IP
AWSIP jsrIP (
OverlayIP = "66.66.66.66/32"
Device = eth0
AWSBinDir = "/usr/local/bin"
RouteTableIds = { rtb-fb97ac9d, rtb-f416eb8d,
rtb-e48be49d }
)

AWSRoute53 エージェント
Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたクラウドの DNS（Domain Name
System）Web サービスです。AWSRoute53 エージェントは、ホスト名から IP アドレスへ
のマッピングを更新および監視します。ノードをサブネット間でフェールオーバーするとき
に、AWS Route 53 ドメイン用にこのエージェントがマッピングを行います。ホスト対象ゾー
ンの作成時、Amazon Route 53 は、対象ゾーンのネームサーバー（NS）レコードと SOA
（Start of Authority）レコードを自動的に作成します。
フェールオーバー中に、リソースレコードを動的に Route 53 ドメインに追加したり、Route
53 ドメインから削除したりする必要がある場合は、AWSRoute53 エージェントを使用しま
す。エージェントは、フェールオーバー中に新しいリソースレコードのマッピングを更新し、
クライアントがアプリケーションのフェールオーバーインスタンスに接続できるようにします。
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前提条件
■

AWS CLI パッケージをインストールします。

■

必要な権限を持たせて IAM ロールを作成し、このロールを EC2 クラスタインスタンス
に関連付けます。
［IAM（IAM）］、［ポリシーの作成（Create Policy）］、［ロール（Role）］の順に移動し、
ロールを作成します。
次に、.json ポリシーファイルの例を示します。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:AssignPrivateIpAddresses",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DisassosciateAddress",
"ec2:AssosciateAddress",
"ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
"ec2:AssignPrivateIpAddresses",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:DeleteRoute",
"ec2:ReplaceRoute",
"route53:ListResourceRecordSets",
"route53:ChangeResourceRecordSets",
"route53:GetHostedZone"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
}

■

すべての発信トラフィックが、NAT (ネットワークアドレス変換) ゲートウェイを経由する
ことを確認します。エージェントは AWS CLI を使用し、Amazon EC2 API エンドポイ
ントへのアクセスを必要とします。
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依存関係
サービスグループ依存関係の例

図 3-7
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エージェント関数
Online

リソースレコードを使用して Route 53 を更新します。このエージェン
トは、Amazon Route 53 ホスト対象ゾーンに定義されたネームサー
バーを更新します。

Offline

Online ロックファイルを削除し、OffDelRR が 1 に設定されている場
合、 Amazon Route 53 ホスト対象ゾーンから設定された Route 53
レコードを削除します。OffDelRR が 1 に設定されていない場合、レ
コードは削除されませんが、ロックファイルは削除されます。
タイムアウトに合わせて OfflineTimeout と CleanTimeout をそれぞ
れ設定するようにしてください。たとえば、約 90 個のリソースレコード
セットが 1 つのリソース内にある場合、タイムアウトは約 600 に設定
する必要があります。

Monitor

すべてのマッピングが AWS Route 53 ホスト対象ゾーン内に ある場
合、ONLINE 状態に戻ります。

Clean

Online ロックファイルを削除し、OffDelRR が 1 に設定されている場
合、 Amazon Route 53 ホスト対象ゾーンから設定された Route 53
レコードを削除します。OffDelRR が 1 に設定されていない場合、レ
コードは削除されませんが、ロックファイルは削除されます。
タイムアウトに合わせて OfflineTimeout と CleanTimeout をそれぞ
れ設定するようにしてください。たとえば、約 90 個のリソースレコード
セットが 1 つのリソース内にある場合、タイムアウトは約 600 に設定
する必要があります。
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状態の定義
ONLINE

Online ロックファイルが存在し、すべてのリソースレコードセットが
Route 53 ホスト対象ゾーン内にあります。

OFFLINE

Online ロックファイルが存在せず、すべてのリソースレコードセット、
またはそのいずれかが Route 53 ホスト対象ゾーン内にありません。

UNKNOWN

次のいずれか、または複数に該当する場合、状態は UNKNOWN に
なります。
■

AWS CLI がインストールされていない。

■

AWSPath 属性が正しく設定されていない。たとえば、AWS CLI
が /usr/local/bin/aws ディレクトリにインストールされてい
る場合、AWSPath 属性は /usr/local/bin である必要があ
ります。
ロールが正しく設定されていない、またはインスタンスに関連付け
られていない。
HostedZoneID が AWS Route 53 ホスト対象ゾーン ID と照合
されていない。
リソースレコードタイプ (RSType) が A、CNAME、または PTR
のどれでもない。

■

■

■

属性
表 3-14

必須属性

属性

説明

HostedZoneID

リソースレコードが格納されたホスト対象ゾーンの ID です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

ResRecord

ResRecord は DNS リソースレコード値の関連です。 各
ResRecord 属性は、次の 2 つの値で構成されます: DNS レコー
ドキー = DNS レコードデータ。
レコードキーは重複のない値でなければならないことに注意しま
す。リソースレコードリストに、ResRecord 属性のレコードキーま
たはレコードデータの一部として無効な値が含まれている場合、
リソースは UNKNOWN 状態を報告します。
リソースレコードは、次のいずれかのタイプになります。
■

A

■

CNAME

■

PTR

データ形式と値の種類: 文字列 - 関連
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表 3-15

オプションの属性

属性

説明

TTL

すべてのリソースレコードに対して存続する最小時間を秒単位で
指定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

RSType

Amazon Route 53 サポート対象 DNS レコードタイプです。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

OffDelRR

リソースレコードが、リソースオフラインエントリポイントの一部とし
て削除される場合は選択します。デフォルトは false です。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー

AWSBinDir

Amazon Route 53 コマンドとバイナリの場所です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

リソースの種類の定義
type AWSRoute53 (
static int CleanTimeout = 600
static int OfflineTimeout = 600
static str ArgList[] = { HostedZoneID, TTL, RSType,
OffDelRR, ResRecord, AWSBinDir }
str HostedZoneID
int TTL = 300
str RSType = A
boolean OffDelRR = 0
str ResRecord{}
str AWSBinDir
)

設定例
A
AWSRoute53 awsroute53_A (
HostedZoneID = Z1T9X503UWPVCM
RSType = A
ResRecord = { "xyz.com" = "40.1.1.1", "xyz1.com" =
"30.1.1.1"}
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AWSBinDir = "/usr/local/bin"
)

CNAME
AWSRoute53 awsroute53_cname (
HostedZoneID = Z1WRLQVKRVUZPW
RSType = CNAME
OffDelRR = 1
ResRecord = { "xyz.example.com" = "abc.example.com"}
AWSBinDir = "/usr/local/bin/"
)

PTR
AWSRoute53 awsroute53_ptr (
HostedZoneID = Z1T9X503UWPVCM
RSType = PTR
OffDelRR = 1
ResRecord = { 1 = "xyz.example.com"}
AWSBinDir = "/usr/local/bin"
)
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この章では以下の項目について説明しています。
■

ファイルサービスエージェントについて

■

NFS エージェント

■

NFSRestart エージェント

■

Share エージェント

■

Samba エージェントについて

■

SambaServer エージェント

■

SambaShare エージェント

■

NetBios エージェント

ファイルサービスエージェントについて
ファイルサービスエージェントを使うと、ファイル共有リソースの可用性が向上します。

NFS エージェント
エクスポートされたすべての NFS ファイルシステムが必要とする nfsd デーモン、mountd
デーモン、statd デーモン、lockd デーモンを起動、監視します。 NFS リソースを、別の
パラレルサービスグループに、AutoStart 属性を 1 に設定して設定します。
1 つのノードの 1 つのサービスグループでは、1 つの NFS のリソースのみを設定する必
要があります。 NFS リソースを使うサービスグループが複数ある場合は、他のサービスグ
ループが Proxy リソースを使う必要があります。 Proxy リソースは、最初のグループの
NFS リソースをポイントできます。 NFS リソースが重複していると、それらの NFS リソー
スを同時にオンラインにしたときに問題が発生します。最初に起動された NFS リソースの
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みが正常にオンラインになり、残りの NFS リソースはオンライン化の失敗を報告すること
があります。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、『』を参照してください。
p.152 の 「NFS エージェントの注意事項」 を参照してください。

NFS エージェントの依存関係
NFS リソースの依存関係について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。
NFS リソースのサンプルサービスグループ

図 4-1

NFSRestart

IP

Share

NFSRestart
NFS/Proxy

Mount

LockMount

DiskGroup

NFS エージェントのエージェント関数
Online

システムで NFS サービスを起動します。 NFSv3 の場合、このようなサービ
スには NSM（Network Status Monitor）サービスと NLM（Network Lock
Manager）サービスも含まれます。 NFSv4 が有効になっている場合は、
NFSv4 名マッピングデーモンも起動します。

Monitor

システムで実行する NFS サービスを監視します。 NFSv3 では、他の NFS
サービスとともに、バージョン 2 とバージョン 3 のNFS サービスを調べます。
NFSv4 では、NFSv4 のネームマッピングデーモンが利用可能かどうかも調
べます。

Clean

すべてのカーネルの NFS サービスを停止して再起動します。 また、システ
ムで実行されている NSM サービスと NLM サービスも停止して再起動しま
す。
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attr_changed

Protocol 属性が変更されると、この関数は NFS サービスが Protocol 属性
で指定されたプロトコルに従って動作していない場合にサービスを動的に再
起動します。

NFS エージェントの状態の定義
ONLINE

NFS デーモンがサポートされているプロトコルとバージョンに従って実行さ
れていることを示します。

OFFLINE

NFS デーモンがサポートされているプロトコルとバージョンに従って実行さ
れていないことを示します。

FAULTED

NFS デーモンがサポートされているプロトコルとバージョンに従って実行さ
れていないことを示します。

UNKNOWN

NFS デーモンの状態を判別できません。

NFS エージェントの属性
表 4-1

オプションの属性 Linux の場合

オプションの属性 説明
GracePeriod

NFSRestart の属性値が 1 の場合は必須です。GracePeriod は再起動後
に NFS サーバーが許可するロックリカバリの所要時間を指定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 90

LockFileTimeout

NFS エージェントと NFSRestart エージェントは自分が属しているグループ
が移行中（たとえばオンラインまたはオフラインに移行中）の場合、同期化機
構を要求します。 ファイルはこの同期化機構として働きます。
LockFileTimeout 属性は同期化ファイルのファイルが有効になっている最
長時間を指定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 180

Nproc

サーバーが同時に処理できる NFS 要求の数を指定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 8
例: 16
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オプションの属性 説明
NFSSecurity

NFS セキュリティデーモンの rpc.svcgssd を開始するかどうかを指定しま
す。
NFS がサポートするセキュリティのタイプを設定する必要があります。例:
Kerberos
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 0

NFSv4Support

NFSv4 デーモンの rpc.idmapd を開始するかどうか、nfsd バージョン 4 を
監視するかを指定します。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0

Protocol

nfsd デーモンを実行するプロトコルを指定します。以下が有効な値です。
■

tcp

■

UDP

■

すべて

エージェントはこの属性を使い、指定されたプロトコルを使用して NFS デー
モンが動作していることを確認します。

メモ: VCS は VCS 制御外の NFS プロトコルへの変更をすべて無効にす
るため、VCS 制御外の NFS プロトコルは変更しないでください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: all
例: tcp
MountdOptions

mountd デーモンのオプション。詳しくは、mountd マニュアルページを参照
してください。
例: -d all
前述の例では、エージェントは冗長モードで mountd デーモンを実行しま
す。
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オプションの属性 説明
Port

NFS デーモンのポートのリストを指定します。有効な値は次のとおりです。
■

NFSD port_number

■

STATD port_number

■

LOCKD port_number

■

MOUNTD port_number

NFS エージェントと NFSRestart エージェントはこの属性で、指定したポー
トを使って NFS デーモンが動作していることを確認します。lockd デーモン
では、TCP プロトコルと UDP プロトコルに異なるポートを指定できます。

メモ: VCS は、VCS 制御外の NFS ポートの変更をすべて無効にするので
VCS 制御外の NFS ポートは変更しないでください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
デフォルト: ヌル
例 1: Port{} = { NFSD = 10000 }
例 2: Port{} = { NFSD = 10000, STATD = 100001, MOUNTD = 100002,
LOCKD = 100003,100004 }
例 2 の lockd デーモンでは、TCP にポート番号 100003、UDP にポート番
号 100004 を使います。

NFS エージェントのリソースタイプの定義
type NFS (
static int RestartLimit = 1
static str Operations = OnOnly
static str ArgList[] = { Nproc, GracePeriod, NFSSecurity,
NFSv4Support, LockFileTimeout, MountdOptions, Protocol, Port }
int Nproc = 8
int GracePeriod = 90
boolean NFSSecurity = 0
boolean NFSv4Support = 0
int LockFileTimeout = 180
str MountdOptions
str Protocol = all
str Port{}
)

NFS エージェントの注意事項
NFS エージェントでは、次の点に注意してください。
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■

「NFS ロックリカバリのための前提条件」

■

「NFSv4 の使用」

NFS ロックリカバリのための前提条件
Linux システムでロックリカバリを使用する予定の場合、ロック情報は、NFS がフェール
オーバーしたシステムからアクセスできるように共有ストレージに格納します。 NFS は、こ
の情報を使用してロックリカバリを実行します。
詳しくは、NFSRestart エージェントを参照してください。

NFSv4 の使用
NFS エージェントは、NFSv4Support 属性を使って、共有をエクスポートするための
NFSv4 サポートを提供します。 NFS リソースに依存する Share リソースの 1 つについ
てのみ、Options 属性で fsid=0 を指定する必要があります。 fsid=0 オプションが指定さ
れている共有ディレクトリが、すべてのエクスポートのルートになります。 クライアントは、
共有するすべてのファイルシステムを個別にマウントするのではなく、このルートのファイ
ルシステムのみマウントする必要があります。
構文は次のとおりです。
mount -t nfs4 <server>:/

<mountpoint>

常に、コロン（:）の後にスラッシュ（/）を使ってパスを終了してください。
ルートファイルシステム以外のすべてのファイルシステムで、共有リソースの Options 属
性で nohide オプションを設定する必要があります。 nohide オプションを指定すると、認
証済みのクライアントは、ルートのファイルシステムをマウントするだけでエクスポート済み
のファイルシステムのツリー中をシームレスに移動することができます。
ノードの NFSv4 サポートを有効にするには、rpc_pipefs（パイプファイルシステム）をノー
ドでマウントする必要があります。 起動時に、rpc_pipefs はすべての Linux ノードにマウ
ントされます。 マウントされない場合は、クラスタノードに rpc_pipefs をマウントしてくださ
い。
rpc_pipefs をマウントするには
◆

ノードのプロンプトで、次を入力します。
# mount -t rpc_pipefs rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs

NFS エージェントの設定例
クラスタの各ノードの /etc/VRTSvcs/conf/sample_nfs/ には、NFS、NFSRestart、Share
の設定例があります。
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エージェントの設定について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

NFS エージェントのデバッグログレベル
NFS エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2、DBG_3、DBG_4、DBG_5

NFSRestart エージェント
NFSRestart エージェントには、次の機能を提供します。
突然のサーバークラッシュ後に、NFS レコードロックをリカバリして、NFS ロックリカバリ
サービスを管理します。
NFS VIP のオフライン化の前に NFS サーバーサービスを停止して、NFS クライアントと
のすべての TCP 接続を閉じることによって、NFS ACK ストームを防止します。
ロックリカバリの NFSRestart エージェントを設定すると NFSRestart エージェントが
smsyncd デーモンを起動します。 このデーモンは、NFS ロックをローカルディレクトリ
/var/lib/nfs から共有ストレージにコピーします。 エージェントの online 関数は、ロックを
共有ストレージからローカルディレクトリ /var/lib/nfs にコピーします。
メモ: NFSv3 および NFSv4 では、NFSRestart エージェントは NFS ロックリカバリをサ
ポートします。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、「「NFSRestart エージェントの注意事
項」」を参照してください。

NFSRestart エージェントの依存関係
NFSRestart リソースの依存関係について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
サービスグループでは 2 つの NFSRestart リソースを使う必要があります。 両方の
NFSRestart リソースにより、潜在的な NFS ロックの破損に対する保護と、潜在的な NFS
ACK ストームに対する保護を組み合わせて実現できます。 下位の NFSRestart リソー
スの Lower 属性を 1 に設定する必要があります。上位の NFSRestart リソースをリソー
ス依存関係ツリーの最上位に置き、下位の NFSRestart リソースをリソース依存関係ツ
リーで Share リソースの下に置く必要があります。 NFSRestart リソースと Share リソー
スは同じサービスグループ内にある必要があります。
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NFSRestart リソースを含むサンプルサービスグループ

図 4-2

NFSRestart

IP

Share

NFSRestart
Mount

NFS/Proxy

LockMount

DiskGroup

NFSRestart エージェントのエージェント関数
このエージェントのエージェント関数は次のとおりです。
Online

下位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。
■

■

NFSLockFailover 属性の値が 1 の場合、エージェントは statd と lockd
を終了します。
NFSLockFailover 属性の値が 1 の場合で NFSv4 が設定されている
場合、エージェントは共有ストレージからローカルパスにクライアントの
NFSv4 状態データをコピーします。

上位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。
■

■
■

■

NFSLockFailover 属性の値が 1 の場合、エージェントは共有ストレー
ジから /var/lib/nfs ディレクトリに NFS レコードロックをコピーします。
statd と lockd のデーモンを起動します。
smsyncd デーモンを起動して、2 秒の定期的な間隔で /var/lib/nfs ディ
レクトリの内容を共有ストレージ（LocksPathName）にコピーします。
smsyncd デーモンを起動して、2 秒の定期的な間隔で /var/statmon/sm
ディレクトリの内容を共有ストレージ（LocksPathName）にコピーし、ロー
カルパスから共有ストレージに NFSv4 状態データをコピーします。
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Monitor

下位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。
■

monitor エージェント関数は何も実行しません。

上位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。
■

NFSLockFailover 属性の値が 1 の場合、エージェントは smsyncd デー
モンを監視します。 smsyncd デーモンが実行していない場合は再起動
します。

オフライン (Offline) 下位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。
■

上位の NFSRestart リソースが以前に停止したすべての NFS デーモ
ンを再起動します。

上位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。

Clean

■

statd と lockd のデーモンを終了しロック状態を解除します。

■

nfsd と mountd のデーモンを終了し、TCP/IP 接続を閉じます。

■

smsyncd デーモンが実行中の場合は終了します。

下位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。
■

上位の NFSRestart リソースが以前に停止したすべての NFS デーモ
ンを再起動します。

上位の NFSRestart リソースについては、次の処理を行います。

Action

■

statd と lockd のデーモンを終了しロック状態を解除します。

■

nfsd と mountd のデーモンを終了し、TCP/IP 接続を閉じます。

■

smsyncd デーモンが実行中の場合は終了します。

■

nfsconf.vfd

■

システムサービス nfslock の runlevel 情報を調べ、再ブート後にロック
デーモンが自動的にオンラインにならないことを確認します。
lockdir.vfd
（NFSRestart の LocksPathName 属性で指定される）NFS ロックディ
レクトリが、共有ストレージ上にあることを確認します。

状態の定義
ONLINE

デーモンが正しく実行されていることを示します。

OFFLINE

1 つ以上のデーモンが実行されていないことを示します。

UNKNOWN

エージェントの状態を判断できないことを示します。
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NFSRestart エージェントの属性
表 4-2

必須属性

属性

説明

NFSRes

システム上の NFS リソース名 NFSLockFailover 属性値が
1 の場合にこの属性が必要です。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "nfsres1"

表 4-3

オプションの属性

属性

説明

LocksPathName

NFS ロック情報を格納するディレクトリのパス名
NFSLockFailover 属性値が 1 の場合、この属性は必須で
す。LocksPathName に指定したパスが共有ストレージにあ
ることが必要です。 これにより NFSRestart リソースがフェー
ルオーバーする、すべてのシステムへのアクセスが確実にな
ります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/share1x"

NFSLockFailover

NFS ロックリカバリはこのリソースのグループに設定されたす
べての共有リソースで実行されます。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0

Lower

サービスグループ内での NFSRestart リソースの位置を定義
します。 Share リソースの下の NFSRestart リソースでは、値
が 1 である必要があります。
リソース依存関係ツリーの最上位に位置する NFSRestart リ
ソースの Lower 属性の値は 0 になります。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 0
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属性

説明

LockFailoverAddress

NFSv3 ファイルシステムでロックを再要求するためのクライア
ント通知の送信元となる仮想 IP アドレスを定義します。このア
ドレスは、クライアントが NFS 共有にアクセスするアドレスと同
じでなければなりません。
NFSLockFailover 属性の値が 1 の場合、上位の NFSRestart
リソースにはこの属性が必要です。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: - "10.198.200.198" - "2001::7"

NFSRestart エージェントのリソースタイプの定義
type NFSRestart (
static keylist SupportedActions = { "lockdir.vfd",
"nfsconf.vfd" }
static str ArgList[] = { "NFSRes:Nproc",
"NFSRes:GracePeriod", "NFSRes:NFSv4Support",
NFSLockFailover, LocksPathName, Lower, State,
"NFSRes:MountdOptions", "NFSRes:Protocol",
"NFSRes:Port" }
str NFSRes
int Lower = 0
str LocksPathName
boolean NFSLockFailover = 0
)

NFSRestart エージェントの注意事項
NFSRestart エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「高可用性のファイアドリルについて」

■

「完全修飾ホスト名の提供」

高可用性のファイアドリルについて
高可用性のファイアドリルは、VCS の設定と基本のインフラストラクチャの間の矛盾点を
検出します。この両者の間に矛盾があると、サービスグループが特定のノードでオンライ
ンになれない場合があります。
NFSRestart リソースの場合、高可用性ドリルは次を実行します。
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■

NFS 設定ファイルを調べ、NFS サーバーが再ブート後に自動的にオンラインになら
ないことを確認します。

■

（NFSRestart の LocksPathName 属性で指定される）NFS ロックディレクトリが、共
有ストレージ上にあることを確認します。

高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

完全修飾ホスト名の提供
NFS クライアントにファイルシステムをマウントするときは、NFS サーバーに完全修飾ホ
スト名（nfsserver.example.edu など）を提供する必要があります。 完全修飾ホスト名を
使用しなかったり、仮想 IP アドレス（10.122.12.25）またはホスト名の一部（nfsserver）を
使用したりすると、NFS ロックリカバリができません。
仮想 IP アドレス、またはホスト名の一部を使用したい場合は、サービスデータベース（ホ
スト）と nsswitch.conf ファイルに次の変更を行います。
/etc/hosts

NFS サーバーに仮想 IP アドレス、またはホスト名の一部を使用するには /etc/hosts ファ
イルにエントリを追加する必要があります。 仮想 IP アドレスとホスト名の一部で完全修飾
ホスト名が分かる必要があります。
/etc/nsswitch.conf

このファイルのホストエントリを修正する必要があります。こうすれば、ホストはローカルで
名前を解決すると同時に NIS/DNS に連絡する前にすぐに正常作動状態を返します。
nsswitch.conf ファイルを変更すると、システム上で実行されている他のサービスに影響
することがあります。
次に例を示します。
hosts:

files [SUCCESS=return] dns nis

ファイルシステムのマウント中にクライアントが使用するのと同じ情報を NFS クライアント
が NFS サーバーに格納しているか確認する必要があります。 たとえば、NFS クライアン
トが NFS サーバーの完全修飾ドメイン名を使ってファイルシステムをマウントする場合、
NFS クライアントの /var/statmon/sm/ ディレクトリにはロックした後の完全修飾ドメイン名
も含まれている必要があります。 含まれていない場合は、状態デーモンとロックデーモン
を停止してから起動し、NFS クライアントのロックキャッシュを消去する必要があります。
時間周期は、仮想 IP アドレスが online 状態であってもサーバー上にロックサービスが
登録されていない場所にあります。 NFS クライアントはこの周期でロックの取得しようとし
てもできず、ENLOCK エラーを受け取ることになります。
smsyncd デーモンは、サービスグループ内の共有ファイルシステム上にロックを保持す
るクライアントのリストを 2 秒ごとにコピーします。 smsyncd がクライアントリストをコピーす
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る前にサービスグループに故障が出た場合、サービスグループが再起動してもクライア
ントに通知が来ないことがあります。 この場合 NFS ロックリカバリはされません。

NFSRestart エージェントの設定例
クラスタの各ノードの /etc/VRTSvcs/conf/sample_nfs/ には、NFS、NFSRestart、Share
の設定例があります。
エージェントの設定について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

基本的なエージェントの設定
NFS ロックリカバリの場合
NFSRestart nfsrestart (
NFSRes = nfsres
LocksPathName="/shared_mnt/lockinfo"
NFSLockFailover = 1
Lower = 0
)
NFSRestart nfsrestart_L (
NFSRes = nfsres
LocksPathName="/shared_mnt/lockinfo"
NFSLockFailover = 1
Lower = 1
)

NFS ロックリカバリをしない場合
NFSRestart nfsrestart (
NFSRes = nfsres
)
NFSRestart nfsrestart_L (
NFSRes = nfsres
Lower = 1
)

NFSRestart エージェントのデバッグログレベル
NFSRestart エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
_1、DBG_、DBG_3、DBG_4、DBG_5
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Share エージェント
リモートシステムがマウントする NFS ファイルシステムのエクスポート時に、単一のローカ
ルリソースの共有、共有解除、監視を行います。
このエージェントを使う前に、エクスポートされるファイルおよびディレクトリが共有ディスク
にあることを確認します。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、次を参照してください。
「Share エージェントの注意事項」

Share エージェントの依存関係
Share リソースの依存関係について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
Share リソースは NFS に依存します。 NFS サービスグループでは、リソースの IP ファミ
リは Share リソースに依存します。
Share リソースを含むサンプルサービスグループ

図 4-3

NFSRestart

IP

Share

NFSRestart
NFS/Proxy

Mount

LockMount

DiskGroup

Share エージェントのエージェント関数
Online

指定されたクライアントにディレクトリをエクスポート（共有）します。

オフライン (Offline) エクスポートされたディレクトリのクライアントからの共有を解除します。
Monitor

共有ディレクトリがクライアントにエクスポートされることを確認します。
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Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフラインにし
ます（必要な場合は強制的に実行されます）。

Action

direxists.vfd
PathName 属性で指定されるパスが、クラスタノード上に存在するかどうか
を調べます。 パス名が指定されていない場合、対応するマウントポイントが
使用可能かどうかを調べ、パスが共有ストレージ上にあることを確認します。

Share エージェントの状態の定義
ONLINE

指定されたディレクトリがクライアントにエクスポートされることを示します。

OFFLINE

指定されたディレクトリがクライアントにエクスポートされないことを示します。

UNKNOWN

エージェントがリソースの状態を判断できない、またはリソース属性が無効で
あることを示します。

FAULTED

指定されたディレクトリが VCS の制御外では共有されていないことを示しま
す。

Share エージェントの属性
表 4-4

必須属性

必須属性

説明

PathName

共有するファイルシステムのパス名。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/share1x"

NFSRes

この属性は非推奨になりました。
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表 4-5

オプションの属性

オプションの属性 説明
クライアント

同じ PathName でエクスポートされる場合、Share エージェントは、クライア
ントを必要な数だけ受け付けることができます。
PathName で指定したディレクトリがエクスポートされる先のクライアントまた
はホストです。 クライアントには、ワイルドカード（*）、ホスト名を含む FQDN
（完全修飾ドメイン名）、IP アドレスを指定できます。 IP アドレスの指定につ
いて詳しくは、「Client 属性の IP アドレスの入力について」 を参照してくだ
さい。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: 「outland」がホスト名の場合、FQDN でのホスト名は
outland.example.com になります。

オプション

exportfs コマンドのオプション。複数のオプションを指定する場合、次の
ようにオプションとオプションの間をカンマで区切ります。
"rw, no_root_squash"
exportfs コマンドとそのオプションについて詳しくは、exportfs のマニュ
アルページを参照してください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト = "ro, async, wdelay, root_squash"

OtherClients

Client 属性には、1 つの FQDN ホスト名または IP アドレスを割り当てること
ができます。一方、複数の FQDN ホスト名または IP アドレスは OtherClients
フィールドに割り当てることができます。 IP アドレスの指定について詳しく
は、「Client 属性の IP アドレスの入力について」 を参照してください。
「Client」と「OtherClients」を組み合わせて使い、ホスト名を指定することが
できます。
Client 属性と OtherClients 属性のどちらも指定しない場合、PathName は
world（*）にエクスポートされます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル

Share エージェントのリソースタイプの定義
type Share (
static keylist SupportedActions = { "direxists.vfd" }
static str ArgList[] = { PathName, Client, OtherClients,
Options, "NFSRes:State" }
str PathName
str Client
str OtherClients[]
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str Options
str NFSRes
)

Share エージェントの注意事項
次の項では、Share エージェントの注意事項を説明します。
■

「ディレクトリ名のスペースのサポート」

■

「高可用性のファイアドリル」

■

「Client 属性の IP アドレスの入力について」

ディレクトリ名のスペースのサポート
Share エージェントではスペースが入ったディレクトリ名をサポートします。 スペースは、
名前の先頭、末尾、途中に入ります。 ディレクトリ名の末尾にスペースがある場合、Share
リソースの PathName 属性の最後にもう 1 つ「/」を追加します。 TAB キーを使って作成
されるスペースはエージェントではサポートされないので注意してください。

高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、ノードの VCS の設定と基本的なインフラ間の不一致を検
出します。 これらの不一致はサービスグループが特定のノードでオンラインになることを
防ぐことがあります。 Share リソースについて、高可用性のファイアドリルはパスが存在す
るかどうかを調べます。
高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

Client 属性の IP アドレスの入力について
Client 属性または OtherClients 属性の一部として IP アドレスを入力できます。 IP アド
レスを指定する場合は、a.b.c.d/32 という形式を使ってください。 この形式の IP アドレ
スを使うと、sharetab エントリが存在する場合でも monitor エントリポイントによって Share
リソースが OFFLINE として報告されなくなります。 exportfs コマンドがホスト名に対し
てクライアント IP アドレスを解決し、そのホスト名を使って sharetab エントリを再書き込み
しようとする一部の SLES システムで、この状態が発生します。a.b.c.d/32 として IP ア
ドレスを指定した場合、exportfs は IP アドレスとしてこれを認識せず、ホスト名に対して
このアドレスを解決することを試みません。

Share エージェントの設定例
クラスタの各ノードの /etc/VRTSvcs/conf/sample_nfs/ には、NFS、NFSRestart、Share
の設定例があります。
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エージェントの設定について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

Share エージェントのデバッグログレベル
Share エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
_1、DBG_、DBG_3、DBG_4、DBG_5

Samba エージェントについて
Samba は、UNIX あるいは UNIX に類似するオペレーティングシステムで動作している
システムに、Microsoft ネットワークプロトコルを使用するサービスを提供するためのプロ
グラム群です。 Samba は次のサービスをサポートします。
■

Filespace

■

Printer

■

WINS

■

Domain Master

これらのサービスを Samba 設定ファイル（smb.conf）で設定します。 Samba は smbd
と nmbd の 2 つのプロセスを使用してこれらのサービスを提供します。
VCSVCS は、SambaServer、NetBios、SambaShare の 3 つのエージェントを使用し
て Samba をフェールオーバーします。

Samba エージェント
■

NetBIOS エージェント

■

SambaServer エージェント

■

SambaShare エージェント

Samba エージェントを使う前に
■

smbd と nmbd が常にデーモンとして実行されることを確認します。 meta-daemon
inetd を使用して起動できないことを確認します。

■

smbd と nmbd の各デーモンが環境変数 PATH にあることを確認します。
smbd デーモンと nmbd デーモンのデフォルトのパスは次のようになります。/usr/sbin
これらのパスの設定詳細については、SambaTopDir 属性の説明を参照してくださ
い。
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■

Samba が正しく設定され、すべてのクラスタシステム上の Samba の設定ファイルが
同一であることを確認します。 ファイルを複製するか、あるいはすべてのクラスタシス
テムからアクセス可能な共有ディスクに保存することもできます。

■

Samba を WINS サーバーまたはドメインマスターとして設定する場合は、Samba
lock ディレクトリが共有ディスク上にあることを確認します。 これによって、WINS サー
バーデータベースとドメインマスターが共有ディスクに作成されます。

Samba エージェントのサポートされるバージョン
VCS Samba エージェントスイートは Samba バージョン 3.0 以上をサポートしています。
次のコマンドを使って、samba バージョンを確認してください。
# smbd -V

Samba エージェントの設定に関する注意事項
次の注意事項では、Samba エージェントの設定上の注意事項について説明していま
す。

smb によって開始および停止されるサービスを VCS で検出でき
るようにする
samba ファイルを編集して、次のコマンドを使って開始および停止される Samba サー
ビスを VCS で検出できるようにします。
■

/etc/init.d/smb start または
service smb start

■

/etc/init.d/smb stop または
service smb stop

/etc/sysconfig/samba ファイルを編集します。 -s smb.conf-filepath を SMBDOPTIONS
に追加します。実行中のプロセスの引数リストに含まれている設定ファイルを ConfFile 属
性に設定されている値と照合することによって SambaServer エージェントはリソースを
監視するため、この変更は必要です。
次に例を示します。
$ cat /etc/sysconfig/samba
# Options to smbd
SMBDOPTIONS="-D -s /etc/samba/smb.conf"
# Options to nmbd
NMBDOPTIONS="-D -s /etc/samba/smb.conf"
# Options for winbindd
WINBINDOPTIONS=""

166

第 4 章 ファイル共有エージェント
SambaServer エージェント

複数の SambaServer リソースの設定
複数の SambaServer リソースを設定する場合は、SocketAddress 属性に、各 samba
デーモンが接続をリスニングするアドレスの一意の値を設定します。 SambaServer リソー
スを IP リソースの親リソースとして設定します。 この IP リソースに SocketAddress 属性
値を設定します。

標準以外の設定ファイルまたは標準以外の lock ディレクトリに対
する Samba の設定
Samba に標準以外の設定ファイルを使う場合や Samba の lock ディレクトリ（Samba
の pid ファイルが存在するディレクトリ）がデフォルトの場所と異なる場合、PidFile 属性を
設定します。 Samba の設定ファイルと lock ディレクトリの標準の場所を確認するには、
次のコマンドを使います。
Samba の設定ファイルのデフォルト値を確認するには
◆

次のコマンドを入力します。
# smbd -b | grep CONFIGFILE

Samba の pid ファイルのデフォルトの場所を確認するには
◆

次のコマンドを入力します。
# smbd -b | grep PIDDIR

SambaServer エージェント
SambaServer エージェントは、smbd プロセスをデーモンとして起動、停止および監視
します。 このタイプのリソースで使えるのは 1 つだけです。 このエージェントを使って、
smbd デーモンの可用性を高めることができます。
smbd デーモンは Samba 共有サービスを提供します。 smbd デーモンの pid を読み込
むことにより、Samba が動作していることを確認します。 エージェントは、デーモンがリス
ニングしているポートで Samba へのソケット接続を確立し、Samba に NetBIOS セッショ
ン要求を送信することによって、詳細監視を実行できます。

SambaServer エージェントの依存関係
SambaServer リソースには、依存関係はありません。

167

第 4 章 ファイル共有エージェント
SambaServer エージェント

SambaServer リソースを含むサンプルサービスグループ

図 4-4

SambaShare

NetBIOS

SambaServer

IP

SambaServer エージェントのエージェント関数
Online

指定されたポートまたはデフォルトのポートで smbd デーモンを起動します。

オフライン (Offline) smbd デーモンを停止します。
Monitor

pid ファイルを読み込むことにより、smbd デーモンが動作していることを確
認します。 設定されている場合は、Samba へのソケット接続を確立し、
Samba にNetBIOS セッション要求を送信することにより、定期的に詳細監
視を行います。

Clean

必要に応じて、smbd デーモンを強制的に停止します。

SambaServer エージェントの状態の定義
ONLINE

smbd デーモンが実行中であることを示します。 詳細監視が設定されてい
る場合、Samba サーバーとのソケット接続から、確認応答パケットが受信さ
れたことを示します。

OFFLINE

smbd が実行中ではないことを示します。 詳細監視が有効の場合、エージェ
ントがサーバーとのソケット接続を確立できなかった、エージェントが不正な
応答パケットヘッダーを受信した、あるいはセッションの応答パケットでコネ
クションタイムアウトになったことを示します。

UNKNOWN

リソースの状態を判断できないことを示します。

FAULTED

VCS の制御外で smbd デーモンが予想外に停止したか、応答していない
（詳細監視が有効な場合）ことを示します。

168

第 4 章 ファイル共有エージェント
SambaServer エージェント

SambaServer エージェントの属性
必須属性

表 4-6
必須属性

説明

ConfFile

Samba が使用する設定ファイルの絶対パス。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/etc/samba/smb.conf"
Samba の lock ディレクトリ。 Samba は、ファイル smbd.pid、nmbd.pid、
wins.dat（WINS データベース）、と browse.dat（マスターブラウザのデータ
ベース）をこのディレクトリに格納します。

LockDir

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/var/run"

オプションの属性

表 4-7
オプションの属性

説明

IndepthMonitorCyclePeriod

詳細監視を実行した後の監視サイクル数。 たとえば、値 5 は、監視サイクルの 5 回目ご
とに、リソースを詳細に監視することを示します。 値 0 は、そのリソースに対してはエージェ
ントは詳細監視を実行しないということを示しています。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 5

Ports

Samba が接続を受け付けるポート。
Samba を NBT（NetBios over TCP/IP）で実行するには、この属性を 139 に設定しま
す。Samba を TCP/IP 上で直接実行するには、この属性を 445 に設定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - ベクター
デフォルト: 139, 445

ResponseTimeout

エージェントがセッションの要求パケットを送信後、セッションの応答パケットを受信するま
で待機する秒数。 たとえば、値 5 は、セッションの応答パケットの受信を 5 秒間待機する
ことを示しています。 この属性は、詳細監視が有効な場合に設定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 10
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オプションの属性

説明

PidFile

Samba デーモンの pid ファイルの絶対パス。 このファイルには、監視対象の smbd プロ
セスのプロセス ID が含まれています。
標準以外の設定ファイル名またはパスを使用している場合は、この属性を設定します。
標準以外の設定ファイル名でこの属性を設定していない場合、エージェントは
smbd-ConfFile.pid ファイルを調べて、リソースを監視します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/var/run/smbd.pid"

SambaTopDir

Samba デーモンとバイナリの親パス。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/usr"
SambaServer エージェントは、samba 実行ファイルの絶対パスを判断するために、open
エントリポイントの SambaTopDir 属性値を使います。 リソースを有効にした後でこの属性
を設定した場合は、次のコマンドを実行して、リソースを無効にして再び有効することによ
り、この属性を有効にしてください。
# hares -modify <res> Enabled 0
# hares -modify <res> Enabled 1

SocketAddress

Samba デーモン（smbd）が接続をリスニングする IP アドレス。 1 つのノードで複数の
SambaServer リソースを設定する場合、SocketAddress 属性を設定します。

メモ: IPv4 アドレスのみがサポートされています。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: “10.128.10.14”

SambaServer エージェントのリソースタイプの定義
type SambaServer (
static str ArgList[] = { ConfFile, LockDir, Ports,
IndepthMonitorCyclePeriod, ResponseTimeout, SambaTopDir,
PidFile, SocketAddress}
str ConfFile
str LockDir
int Ports[] = { 139, 445 }
int IndepthMonitorCyclePeriod = 5
int ResponseTimeout = 10
str SambaTopDir
str PidFile

170

第 4 章 ファイル共有エージェント
SambaShare エージェント

str SocketAddress
)

SambaServer エージェントの設定例
このエージェントの設定例は次のとおりです。
SambaServer samba_server (
ConfFile = "/etc/samba/smb.conf"
LockDir = "/usr/lock/samba"
IndepthMonitorCyclePeriod = 3
ResponseTimeout = 15
)

SambaServer エージェントのデバッグログレベル
SambaServer エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2、DBG_3、DBG_4、DBG_5

SambaShare エージェント
SambaShare エージェントは、指定された Samba 設定ファイルを変更することによっ
て、共有の追加、削除および監視を行うことができます。 このエージェントを使って、Samba
Share の可用性を高めることができます。
Samba が提供する filespace サービスは共有リソースであり、Samba 設定ファイル内に
セクションとして定義されます。 セクション名は共有リソースの名前であり、セクションパラ
メータにより共有の属性が定義されます。

SambaShare エージェントの依存関係
SambaShare リソースは、SambaServer、NetBios、Mount の各リソースに依存します。
SambaShare リソースのサンプルサービスグループ

図 4-5

SambaShare

NetBIOS

IP

SambaServer
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SambaShare エージェントのエージェント関数
Online

Samba 設定ファイルを編集し、共有を追加します。

オフライン (Offline) 設定ファイルから共有を削除します。
Monitor

指定した共有が存在するかどうかを確認するには、コマンド smbclient を
発行します。

Clean

特定の Samba 共有が存在する実行中の接続をすべて切断し、Samba の
設定ファイルからエントリを削除して、設定を再ロードします。

SambaShare エージェントの状態の定義
ONLINE

共有が利用可能であることを示します。

OFFLINE

共有が利用可能ではないことを示します。

FAULTED

VCS の制御外で共有が使用できなくなったことを示します。

UNKNOWN

リソースの状態を判断できないことを示します。

SambaShare エージェントの属性
表 4-8

必須属性

必須属性

説明

SambaServerRes

SambaServer リソースの名前。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "smb_res1"

ShareName

共有リソースの、Samba によってエクスポートされる名前。

メモ: この名前は SambaShare のリソースの名前とは異なってもかまいま
せん。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "share1"
ShareOptions

共有属性のパラメータの一覧。 これらのパラメータは「名前=値」の組み合わ
せで指定し、各組み合わせはセミコロン（;）で区切ります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例:"path=/shared; public=yes; writable=yes"
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SambaShare エージェントのリソースタイプの定義
type SambaShare (
static str ArgList[] = { "SambaServerRes:ConfFile",
"SambaServerRes:LockDir", ShareName, ShareOptions,
"SambaServerRes:Ports", SambaServerRes,
"SambaServerRes:SambaTopDir", "SambaServerRes:PidFile",
"SambaServerRes:SocketAddress" }
str SambaServerRes
str ShareName
str ShareOptions
)

SambaShare エージェントの設定例
SambaShare Samba_SambaShare3 (
SambaServerRes = Samba_SambaServer
ShareName = smbshare3
ShareOptions = "path=/smbshare3; public=yes; writable=yes"
)

SambaShare エージェントのデバッグログレベル
SambaShare エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_3、DBG_5

NetBios エージェント
NetBios エージェントは、nmbd デーモンを起動、停止、監視します。 このタイプのリソー
スで使えるのは 1 つだけです。 このエージェントを使って、nmbd デーモンの可用性を
高めることができます。
エージェントは、Samba サーバーを認識するための名前とネットワークインターフェース
の設定、監視、リセットを行います。 エージェントは、WINS サーバーまたはドメインマス
ター、あるいはその両方として機能するように、Samba の設定、監視、リセットも行いま
す。
メモ: nmbd は NetBIOS 名、つまりネットワーク内で Samba サーバーを認識するために
使う名前をブロードキャストします。
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NetBios エージェントの依存関係
IP/IPMultiNIC リソースに設定されている仮想 IP アドレスが NetBios リソースの Interfaces
属性で使われている場合、NetBios リソースは IP リソースまたは IPMultiNIC リソースに
依存します。
NetBIOS リソースを含むサンプルサービスグループ

図 4-6

SambaShare

NetBIOS

SambaServer

IP

NetBios エージェントのエージェント関数
Online

NetBIOS 名、すべての NetBIOS エイリアスとネットワークインターフェース、
WINS サポート、NetBIOS リソースに指定されているドメインマスターオプ
ションを使って、Samba 設定を更新します。 nmbd デーモンを起動します。

オフライン (Offline) Samba 設定ファイルから NetBIOS 名、すべての NetBIOS エイリアスおよ
びネットワークインターフェース、WINS サポート、NetBIOS リソースに指定
されているドメインマスターオプションを削除します。 nmbd デーモンを停止
します。
Monitor

Samba 設定に NetBIOS 名、すべての NetBIOS エイリアスおよびネット
ワークインターフェース、WINS サポート、NetBIOS リソースに指定されてい
るドメインマスターオプションが定義されていることを確認します。 また、pid
ファイルを読み込むことにより、nmbd デーモンが実行していることを確認し
ます。

Clean

Samba 設定ファイルから NetBIOS 名、すべての NetBIOS エイリアスおよ
びネットワークインターフェース、WINS サポート、NetBIOS リソースに指定
されているドメインマスターオプションを削除します。 nmbd デーモンを停止
します。必要な場合は強制的に停止します。

NetBios エージェントの状態の定義
ONLINE

指定した NetBIOS の名前とエイリアスが通知され、指定したすべてのネット
ワークインターフェースに対する要求を Samba が処理していることを示しま
す。 設定されている場合、WINS と Domain のサポートサービスが実行さ
れていることを示します。
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OFFLINE

次のうちいずれかであることを示します。
■

NetBIOS 名が通知されていない。

■

NetBIOS エイリアスが通知されていない。

■

指定したインターフェースのいずれかで、Samba が要求を処理してい
ない。
WINS サポートが設定されていない場合、Samba は WINS サービスを
提供しません。
WINS サポートが設定されている場合、Samba はドメインマスターサー
ビスを提供しません。

■

■

UNKNOWN

リソースの状態を判断できないことを示します。

FAULTED

VCS の制御外で、予期せぬ原因でリソースが使用できなくなったことを示し
ます。

NetBios エージェントの属性
表 4-9

必須属性

必須属性

説明

NetBiosName

ネットワーク内の Samba サーバー名。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "samba_demon"

メモ: Samba では、NetBios の名前とエイリアスが 15 文字に制限されてい
ます。
SambaServerRes

SambaServer リソースの名前。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "smb_res1"

表 4-10

オプションの属性

オプションの属性 説明
Interfaces

Samba が参照を処理するネットワークインターフェースの一覧。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
例: "172.29.9.24/16"

メモ: 対応する SambaServer リソースに SocketAddress 属性値を設定し
た場合、インターフェースのリストでも、該当するネットマスクと組み合わせて
同じ値を設定する必要があります。
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オプションの属性 説明
NetBiosAliases

上記以外のネットワーク内の Samba サーバー名の一覧。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
例: { host1_samba, myname }

メモ: Samba では、NetBios の名前とエイリアスが 15 文字に制限されてい
ます。
WinsSupport

1 に設定した場合、エージェントは Samba を WINS サーバーとして設定し
ます。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

DomainMaster

1 に設定すると、エージェントは Samba をドメインマスターとして設定しま
す。 1 つのドメインに設定できるドメインマスターは 1 つのみです。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

PidFile

NetBIOS デーモンの pid ファイルの絶対パス。 このファイルには、監視対
象の nmbd プロセスのプロセス ID が含まれています。
標準以外の設定ファイル名またはパスを使用している場合は、この属性を
設定します。 標準以外の設定ファイル名でこの属性を設定していない場合、
エージェントは nmbd-ConfFile.pid ファイルを調べて、リソースを監視しま
す。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/var/run/nmbd.pid"

NetBios エージェントのリソースタイプの定義
type NetBios (
static str ArgList[] = { "SambaServerRes:ConfFile",
"SambaServerRes:LockDir", NetBiosName, NetBiosAliases,
Interfaces, WinsSupport, DomainMaster,
"SambaServerRes:SambaTopDir", "SambaServerRes:PidFile",
SambaServerRes, PidFile }
str SambaServerRes
str NetBiosName
str NetBiosAliases[]
str Interfaces[]
int WinsSupport
int DomainMaster
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str PidFile
)

NetBios エージェントの設定例
NetBios Samba_NetBios (
SambaServerRes = Samba_SambaServer
NetBiosName = samba_demon
NetBiosAliases = { asamba_demon, samba127 }
WinsSupport = 1
DomainMaster = 1
)

NetBios エージェントのデバッグログレベル
NetBios エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_5
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サービスとアプリケーション
のエージェント
この章では以下の項目について説明しています。
■

サービスエージェントとアプリケーションエージェントについて

■

Apache HTTP サーバーエージェント

■

Application エージェント

■

CoordPoint エージェント

■

KVMGuest エージェント

■

Process エージェント

■

ProcessOnOnly エージェント

サービスエージェントとアプリケーションエージェントにつ
いて
サービスとアプリケーションのエージェントを使用すると、アプリケーションとプロセス関連
のリソースの可用性が向上します。

Apache HTTP サーバーエージェント
Apache HTTP Server エージェントは、Apache Server をオンラインにしたり、オフライ
ンにしたり、その処理を監視したりします。 Apache HTTP Server エージェントはリソー
スタイプ通知とエージェントスクリプトで構成されています。 他のエージェントと共に Apache
HTTP Server を使い、Apache HTTP Server の可用性を高めます。
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このエージェントは Apache HTTP サーバー 2.0、2.2、2.4 をサポートします。また、IBM
HTTP サーバー 1.3、2.0、7.x もサポートします。
Apache HTTP サーバーの最新のサポート情報を次から確認できます:
https://sort.veritas.com/agents
このエージェントは、Apache HTTP Server が管理者によって適切な手順を経て停止さ
れた場合を検出できます。 Apache が適切な手順を経て停止した場合、エージェントは
Apache が停止していても、リソース違反をトリガしません。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF カーネルドライバを使います。
IMF のサポートはデフォルトでは有効になります。 VCS 6.1 移行では、PRON IMF 監視
のみがサポートされ、IMF モードの属性値は 2 に設定されます。
IMF とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。
メモ: Apache エージェントが動作するには、IP リソースが必要です。
エージェントは Apache リソースの詳細な監視を実行します。 ユーザーは
LevelTwoMonitorFreq 属性で詳細な監視の頻度を調整できます。 デフォルトでは、エー
ジェントはリソースの健全性を確認するため、5 番目の監視サイクルごとに Apache リソー
スを監視します。
p.185 の 「Apache HTTP サーバーの注意事項」 を参照してください。 でこのエージェン
トに関する詳細を参照してください。

依存関係
このタイプのリソースは IP、Mount の各リソースに依存します。
Apache Web サーバーエージェントのサンプルサービスグループ

図 5-1
Apache

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup
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エージェント関数
Online

Apache HTTP サーバーを開始するため、エージェントは、
■

■

httpdDir プログラムで httpd バイナリファイルがあるディレクトリの絶
対パスを指定する場合は、適切な引数を使って httpdDir プログラ
ムまたは httpd プログラムを実行します。
httpdDir 属性で Apache HTTP サーバーのバイナリファイルの絶
対パスを指定する場合は、適切な引数を使ってバイナリファイルを
実行します。

EnvFile 属性でファイルを指定すると、エージェントが Apache HTTP
サーバーのコマンドを実行する前にファイルが参照されます。
オフライン (Offline)

Apache HTTP サーバーを停止するため、エージェントは、
■

■

■

httpdDir で httpd バイナリファイルがあるディレクトリの完全パスを指
定する場合は、適切な引数を使って httpdDir プログラムまたは httpd
プログラムを実行します。
httpdDir 属性で Apache HTTP サーバーバイナリの完全パスを指
定する場合は、適切な引数を使ってバイナリファイルを実行します。
HTTP サーバーの親プロセス（Apache）に TERM シグナルを送信
します。

EnvFile 属性でファイルを指定すると、エージェントが Apache HTTP
サーバーのコマンドを実行する前にファイルが参照されます。
Monitor

Apache サーバーの状態を監視します。 最初にプロセスを確認し、次
に省略可能な状態チェックを実行します。

Clean

サーバーで障害が発生した後、またはオンラインやオフラインの試行に
失敗した後に残っている Apache HTTP Server システムを削除しま
す。 このリソースには、親の httpd デーモンとその子デーモンが含まれ
ます。

Action

checkconffile.vfd
Apache 設定ファイルの存在、および起動時に使われる httpd バイナ
リを含むディレクトリの存在を調べます。
ローカルインストールの場合、設定ファイルまたは HttpdDir が見つから
ない場合、フェールオーバーノードにあることを確認します。

imf_init

AMF カーネルドライバと連動するようにエージェントを初期化します。こ
の関数はエージェントの起動時に実行されます。

imf_getnotification

オンライン操作中にリソースの状態の変化についての通知を取得しま
す。この機能は、AMF カーネルドライバと連動するようにエージェントが
初期化された後に実行されます。 エージェントは継続的に通知を待機
し、通知後にリソースでアクションを実行します。
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imf_register

オンライン監視のためのリソースエンティティを AMF カーネルドライバ
に登録します。親 Apache HTTP サーバープロセスと少なくとも 1 つの
子 HTTP サーバープロセスが実行されているとき、Apache エージェン
トはオンラインとしてリソースを報告します。システムで検出された親
Apache HTTP サーバープロセスと 1 つの子プロセスのプロセス ID が
AMF に登録されます。
たとえば、関数はオンライン監視を必要とするプロセスの PID を登録し
ます。この関数は、リソースがオンラインの安定状態になった後に各リ
ソースに対して実行されます。

状態の定義
ONLINE

Apache サーバーが実行されていることを示します。

OFFLINE

Apache サーバーが実行されていないことを示します。
また、管理者が HTTP サーバーを適切な手順を経て停止したことを示すこ
ともできます。 エージェントが意図的なオフラインの検出に PidFile 属性を
使うことに注意します。

UNKNOWN

設定に問題があることを示します。

FAULTED

VCS の制御外で Apache サーバーが予想外に停止したか、または応答し
ていないこと（詳細監視が有効な場合）を示します。

表 5-1

必須属性

属性
必須属性

説明

ConfigFile

Apache サーバーのメインの設定ファイルの絶対パスとファイル名。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/etc/httpd/conf/httpd.conf"

httpdDir

Apache HTTP サーバーのバイナリファイルの絶対パス、または httpd
バイナリファイルがあるディレクトリの絶対パス。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/usr/apache2/bin"

PidFile

この属性は、VCS 制御外の、適切な手順を経たシャットダウンの検
出を有効にするときに必要になります。
p.182 の 表 5-2 を参照してください。
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表 5-2

オプションの属性

オプションの属性

説明

DirectiveAfter

httpd が設定ファイルを読み込んだ後に処理するパラメータの一覧。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
例: DirectiveAfter{} = { KeepAlive=On }

DirectiveBefore

httpd が設定ファイルを読み込む前に処理するパラメータの一覧。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
例: DirectiveBefore{} = { User=nobody, Group=nobody }

ユーザー

エージェントが httpd プログラムの実行に使用するアカウント名。 こ
の値を指定しないと、エージェントは root ユーザーとして実行しま
す。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "apache1"

EnableSSL

この属性に 1（true）を指定すると、start コマンドにオプション -DSSL
を含めることで、オンラインエージェント関数で SSL のサポートが追
加されます。
例: /usr/sbin/httpd -f path_to_httpd.conf -k
start -DSSL
path_to_httpd.conf ファイルは、httpd.conf ファイルへのパスです。
この属性に 0（false）を指定すると、SSL のサポートが無効になりま
す。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 0
例: "1"

ホスト名（HostName）

Apache サーバーインスタンスに割り当てられる仮想ホスト名。 ホス
ト名は、Apache HTTP Server のベンチマークでのセカンドレベル
の監視で使われます。
HostName 属性には IPv4 か IPv6 アドレスを使うことができます。

メモ: HostName 属性は、LevelTwoMonitorFreq 属性を設定して
詳細監視を有効にしている場合にだけ必要となります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "web1.example.com"
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オプションの属性

説明

Port

Apache HTTP Server インスタンスがリスニングするポート番号。
ポート番号は、Apache HTTP Server のベンチマークでのセカンド
レベルの監視で使われます。 LevelTwoMonitorFreq 属性を設定し
て詳細監視を有効にしている場合にだけこの属性を指定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 80
例: "80"

EnvFile

Apache HTTP サーバーのコマンドを実行する前に参照されるファ
イルの絶対パスとファイル名。 この属性の指定は省略可能です。
EnvFile を指定する場合にはユーザーのシェルは Bourne シェル、
Korn シェル、C シェルのいずれかにする必要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/apache/server1/bin/envvars"

PidFile

PidFile 属性は、サーバーがデーモンのプロセス ID を記録するファ
イルを設定します。 PidFile の属性の値は、Apache のインスタンス
が PID を記録する絶対パスである必要があります。
この属性は、エージェントに Apache HTTP サーバーが適切な手順
を経てシャットダウンしたことを検出してほしいときに必要になります。
Apache HTTP サーバーが適切な手順を経てシャットダウンしたこと
を検出するエージェントの場合、IntentionalOffline リソースタイプ属
性の値は 1（True）になっている必要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: /var/run/httpd.pid

SharedObjDir

Apache HTTP 共有オブジェクトファイルのディレクトリの絶対パス。
この属性の指定は省略可能です。 HTTP Server が
SHARED_CORE ルールを使用してコンパイルされる場合に使用
されます。 この属性を指定すると、httpd プログラムの実行時にディ
レクトリが -R オプションに渡されます。 -R オプションについて詳し
くは、httpd のマニュアルページを参照してください。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
例: "/apache/server1/libexec"
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オプションの属性

説明

ResLogLevel

この属性は非推奨になりました。
デバッグログを有効にするにはリソースタイプ属性 LogDbg を使い
ます。 Apache HTTP サーバーエージェントのデバッグログを有効
にするには DBG_5 に LogDbg 属性を設定します。 デフォルトで
は、DBG_5 に LogDbg 属性を設定するとクラスタの Apache リソー
スすべてのデバッグログが有効になります。 特定の Apache リソー
スのデバッグログを有効にする必要がある場合は、LogDbg 属性を
変更します。
LogDbg 属性の使用方法について詳しくは、『 Cluster Server 管理
者ガイド』を参照してください。

LevelTwoMonitorFreq

エージェントが第 2 レベル、つまり詳細監視を実行する必要がある
頻度を指定します。 リソースレベルでこの属性の値を上書きすること
もできます。 この値は、エージェントが Apache を詳細に監視する
監視サイクルの数を示します。
たとえば、値 5 は、エージェントが 5 つのオンライン監視間隔ごとに
Apache を詳細に監視することを意味します。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

表 5-3

リソースタイプ属性

オプションの属性 説明
IntentionalOffline

IntentionalOffline リソースタイプ属性の使用方法について詳しくは、『 Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。

リソースの種類の定義
type Apache (
static keylist SupportedActions = { "checkconffile.vfd" }
static str ArgList[] = { ResLogLevel, State, IState, httpdDir,
SharedObjDir, EnvFile, PidFile, HostName, Port, User,
ConfigFile, EnableSSL, DirectiveAfter, DirectiveBefore }
str ResLogLevel = INFO
str httpdDir
str SharedObjDir
str EnvFile
str PidFile
str HostName
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int Port = 80
str User
str ConfigFile
str DirectiveAfter{}
str DirectiveBefore{}
boolean EnableSSL
static int IMF{} = { Mode = 2, MonitorFreq = 5, RegisterRetryLimit
= 3 }
static str IMFRegList[] = { ConfigFile, httpdDir }
static boolean IntentionalOffline = 0
)

Apache HTTP サーバーの注意事項
HTTP サーバーでは、次の点に注意してください。
■

「Apache HTTP サーバーエージェントを使う前に実行するタスク」

■

「アプリケーションエラーの検出について」

■

「VCS 制御外での Apache HTTP サーバーのオンライン化について」

■

「高可用性のファイアドリルについて」

■

「IMF での Apache エージェントの使用」

Apache HTTP サーバーエージェントを使う前に実行するタスク
このエージェントを使う前に、次のタスクを実行します。
■

Apache サーバーを共有ディスクまたはローカルディスクにインストールします。

■

Apache 設定ファイルの指定したパラメータを使って、VCS 制御外で HTTP サー
バーを起動できることを確認します（例: /etc/apache/httpd.conf）。 サーバーの起動
方法について詳しくは
p.186 の 「VCS 制御外での Apache HTTP サーバーのオンライン化について」 を参
照してください。

■

エラーログファイルの場所を Apache 設定ファイルに指定すると便利です（例: ErrorLog
/var/apache/logs/error_log）。

■

浮動 IP がクラスタシステムと同じサブネットを持っていることを確認します。

■

デフォルトの 80 以外のポートを使用する場合は、Apache サーバーに専用ポートを
割り当てます。

■

Apache サーバーの設定ファイルが、すべてのクラスタシステム上で同一であることを
確認します。

185

第 5 章 サービスとアプリケーションのエージェント
Apache HTTP サーバーエージェント

■

システムの起動時に Apache サーバーが自動起動されないことを確認します。

■

inetd が Apache サーバーを起動しないことを確認します。

■

サービスグループには、Apache サーバーリソースをサポートするディスクとネットワー
クリソースがあります。

■

仮想ホスト名とポートを Apache サーバーに割り当てます。

■

VCS 制御外で非対話モードで Apache HTTP サーバーを起動できることを確認しま
す。たとえば、startup コマンドでパスワードやその他の対話型の応答を入力するた
めのメッセージが表示されないようにする必要があります。

アプリケーションエラーの検出について
エージェントには、Apache HTTP Server インスタンスの状態を評価する 2 つの手段が
あります。 1 つ目の状態チェックは必須で、2 つ目は省略可能です。
最初のチェックで、Apache HTTP サーバーの状態を判別します。 このチェックでは、親
httpd デーモンの存在を検索することで、状態を判別します。 また、少なくとも 1 つの子
httpd デーモンも検索します。 親プロセスと 1 つ以上の子がない場合は、VCS はリソー
スを offline として報告します。 親プロセスと 1 つ以上の子があり、エージェント属性
LevelTwoMonitorFreq が設定されている場合、Apache エージェントは Apache
Benchmarking ユーティリティ「ab」を使って詳細監視を実行します。「ab」ユーティリティ
の exit コードが 0 であり、コマンド出力に「Benchmarking HostName」が含まれている
場合、エージェントはサーバーをオンラインと見なし、それ以外の場合はサーバーをオフ
ラインと見なします。
バイナリファイル ab が見つからない場合、Apache エージェントは ab2 バイナリファイル
を使って詳細監視を実行します。

VCS 制御外での Apache HTTP サーバーのオンライン化につい
て
Apache HTTP サーバーを VCS 制御外でオンラインにする際には、まずその環境ファ
イルを調達します。サーバーが開始するインスタンスが分かるように、-f オプションでサー
バーを起動します。 次に、起動時にサーバーに使わせる追加のオプション（EnableSSL
または SharedObjDir）を指定できます。
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VCS 制御外で Apache HTTP サーバーを起動するには

1

必要に応じて環境ファイルを調達します。

2

Apache HTTP サーバーを起動します。 エージェントが、サーバーの異なるインス
タンスを区別できるように -f オプションを使う必要があります。
httpdDir/httpd -f ConfigFile -k start

前述のコマンドで、httpdDir を /apache/v2.2/bin に、ConfigFile を
/apache/v2.2/conf/httpd.conf に置き換えます。これを完全なものにすると、起動例
は次のようになります。
/apache/v2.2/bin/httpd -f /apache/v2.2/conf/httpd.conf -k start

3

サーバーの起動時に使いたい、EnableSSL または SharedObjDir などの追加オプ
ションを指定します。 コマンドに EnableSSL を追加すると、次のようになります。
httpdDir/httpd -f ConfigFile -k start -DSSL

メモ: httpdDir の属性の一部として httpd を指定せずに、バイナリファイルの絶対パ
スを指定できます。
例: /usr/sbin/apache2 -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -k start

高可用性のファイアドリルについて
高可用性のファイアドリルは、ノードの VCS の設定と基本的なインフラ間の不一致を検
出します。 これらの不一致はサービスグループが特定のノードでオンラインになることを
防ぐことがあります。
Apache リソースの場合、Apache HTTP サーバーをローカルにインストールするとき、高
可用性のファイアドリルはこれらの属性に有効性があるかどうかを調べます。
■

ConfigFile

■

httpdDir

高可用性のファイアドリルの使用について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

IMF での Apache エージェントの使用
Apache エージェントは、オンライン操作時にインテリジェントな監視のみをサポートしま
す。このエージェントは Apache IMF 用に次の 2 つの処理を登録します。:
■

親 PID init との処理
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■

最大経過時間との子プロセス

デフォルトでは、IMF モードが 2 に設定されます。IMF モードを 1 または 3 に設定する
と、RegisterRetryLimit に達するまで IMF とのオフライン登録が繰り返し失敗します。

設定例
Linux 用 httpd の 2 つのインスタンスを実行する
この例は、2 つのインスタンスの httpd を別々の場所から実行する方法を示しています。
グループ Apache_1 では、httpd はデフォルトの場所、ポート 80 から実行されています。
DocumentRoot、アドレス、ポート、その他のパラメータ
は、/usr/local/apache/conf/httpd.conf の設定ファイルで指定します。 Apache_2 では、
httpd は /home/web/apache から実行されます。 このための PID ファイル
は、/home/web/apache/logs/httpd.pid に作成されます。このバージョンの httpd を実行
する際のパラメータは、/home/web/apache/conf/httpd.conf の設定ファイルで定義しま
す。
各 Apache リソースにはオンラインの IP リソースが必要です。 この例では、各 Apache
リソースはオンラインの Mount リソースを使ってディスクからブロックデバイスをマウントし
ています。
system sysa
system sysb
group Apache_1 (
SystemList = { sysa ,sysb}
AutoStartList = { sysa}
)
Apache myapacheWeb (
httpdDir = "/mnt/apache/bin"
ConfigFile = "/mnt/apache/conf/httpd.conf"
HostName = "server1.example.com"
Port = 80
)
IP myapacheIP(
Device = "eth0"
Address="192.168.50.50"
NetMask="255.255.255.0"
)
NIC myapacheNIC(
Device="eth0"
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NetworkHosts={"172.29.9.178","172.29.9.179"}
)
Mount myapacheMnt(
MountPoint="/mnt/apache/"
BlockDevice="/dev/sdd2"
FSType = ext3
FsckOpt = "-y"
)
myapacheIP requires myapacheNIC
myapacheWeb requires myapacheIP
myapacheWeb requires myapacheMnt
group Apache_2 (
SystemList = { sysa,sysb}
AutoStartList = { sysa}
)
Apache myapacheWeb2(
httpdDir = "/mnt/apache1/bin"
ConfigFile = "/mnt/apache1/conf/httpd.conf"
HostName = "server2.example.com"
Port = 8080
)
IP myapacheIP2(
Device = "eth1"
Address="192.168.60.50"
NetMask="255.255.255.0"
)
NIC myapacheNIC2(
Device="eth1"
)
Mount myapacheMnt2(
MountPoint="/mnt/apache1/"
BlockDevice="/dev/sdc3"
FSType = ext3
FsckOpt = "-y"
)
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myapacheIP2 requires myapacheNIC2
myapacheWeb2 requires myapacheIP2
myapacheWeb2 requires myapacheMnt2

main.cf ファイル例
次に、main.cf ファイルの例を示します。
include "types.cf"
cluster Cluster1 (
UserNames = { admin = xxxxxx }
)
system SystemA (
)
system SystemB (
)
group Web1 (
SystemList = { SystemA = 0, SystemB = 1 }
)
DiskGroup Web1_dg (
DiskGroup = web1
)
Volume Web1_vol (
DiskGroup = web1
Volume = volweb1
)
IP Web1_ip (
Device = eth0
Address = "10.212.88.220"
NetMask = "255.255.254.0"
)
Mount Web1_mnt (
MountPoint = "/apache/srvr01"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/web1/volweb1"
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FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NIC Web1_nic (
Device = eth0
)
Apache Web1_http (
HostName = spartan
Port = 80
httpdDir = "/apache/srvr01/bin"
EnvFile = "/apache/srvr01/bin/envvars"
PidFile = /apache/srvr01/log/httpd.pid"
ConfigFile = "/apache/srvr01/conf/httpd.conf"
IntentionalOffline = 1
)
Web1_ip requires Web1_nic
Web1_mnt requires Web1_vol
Web1_vol requires Web1_dg
Web1_http requires Web1_ip
Web1_http requires Web1_mnt

IPv6 の基本設定
次は IPv6 でのリソースの基本設定です。
group ipv6group (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
)
Apache ipv6group_apache_res (
HostName = "fd4b:454e:205a:110:211:25ff:fe7e:118"
PidFile = "/myapache/apache/logs/httpd.pid"
httpdDir = "/myapache/apache/bin"
ConfigFile = "/myapache/apache/conf/httpd.conf"
IntentionalOffline = 1
)
DiskGroup ipv6group_dg_res (
DiskGroup = dg01
)
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IP ipv6group_ip_res (
Device = eth0
Address = "fd4b:454e:205a:110:211:25ff:fe7e:118"
PrefixLen = 64
)
Mount ipv6group_mnt_res (
MountOpt = rw
FsckOpt = "-n"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg01/vol01"
MountPoint = "/myapache/apache"
FSType = vxfs
)
NIC ipv6group_nic_res (
Device = eth0

)
Volume ipv6group_vol_res (
Volume = vol01
DiskGroup = dg01
)
ipv6group_apache_res requires ipv6group_mnt_res
ipv6group_apache_res requires ipv6group_ip_res
ipv6group_mnt_res requires ipv6group_vol_res
ipv6group_vol_res requires ipv6group_dg_res
ipv6group_ip_res requires ipv6group_nic_res

amfstatコマンドのサンプル出力
amfstat コマンドのサンプル出力を次に示します。
IMFD
=====
RID
7

PID
7929886

Registered Reapers (3):
=======================
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RID
29
30
31

PID
13041840
9175060
12189854

MONITOR
1
2
1

TRIGG
0
0
0

REAPER
VCSMountAgent
Apache
DiskGroup

Process ONLINE Monitors (2):
============================
RID
R_RID
PID
GROUP
34
30
6488150
httpd_server
35
30
8847606
httpd_server
Mount ONLINE Monitors (1):
==========================
RID R_RID FSTYPE DEVICE
MOUNTPOINT
33 29
vxfs
/dev/vx/dsk/Apache_Conf/apache_vol /Apache
GROUP
CONTAINER
Apache_mnt none
DG online Monitors (1):
==========================
RID
R_RID
GROUP
32
31
Apache_dg

DGName
Apache_Conf

デバッグログレベル
Apache エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_5

Application エージェント
Application エージェントは、アプリケーションリソースのオンライン、オフライン、対象リソー
スの状態を監視します。 さまざまなプログラムのオンライン、オフライン、監視ルーチンに
対して異なる実行可能ファイルを指定するには、このエージェントを使います。 実行ファ
イルはローカルストレージまたは共有ストレージに存在します。 このエージェントを使っ
て、付属エージェント、エンタープライズエージェント、カスタムエージェントがないアプリ
ケーションに高可用性を提供できます。
アプリケーションはルートのデフォルト環境で実行されます。 アプリケーションを実行する
ユーザーを指定すれば、そのユーザー環境でアプリケーションが実行されます。
アプリケーションは次の方法で管理できます。
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■

監視プログラムを使用する

■

プロセスのリストを指定する

■

プロセス ID ファイルのリストを指定する

■

上記の方法を任意に組み合わせる

ProPCV（Prevention Of Concurrecy Violation）を有効にし、ノードのオンラインリソース
が同じクラスタ内の VCS の制御外の別のノードでオンラインになることを防ぎます。 ま
た、ProPCV は、オフラインのノードの MonitorProcesses に設定された StartProgram
とその他のプロセスの実行を防ぎます。 この処理はリソースのデータの破損を防ぎ、初期
段階で同時性違反を検出します。 この属性はローカルフェールオーバータイプのグルー
プのみに指定できます。 この機能を有効にするには、ProPCV の属性値を 1 に設定す
る必要があります。 ProPCV について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照
してください。

IMF 対応
アプリケーションエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF（Asynchronous
Monitoring Framework）カーネルドライバを使います。 IMF とインテリジェントなリソース
の監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
IMF 関連のアプリケーションエージェント関数について詳しくは、「エージェント関数」 を
参照してください。

Application エージェントの高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、ノードの VCS の設定と基本的なインフラ間の不一致を検
出します。 これらの不一致はサービスグループが特定のノードでオンラインになることを
防ぐことがあります。 アプリケーションリソースについて、高可用性のファイアドリルは次の
点をチェックします。
■

指定したプログラムが使用可能かどうかと、指定したプログラムに対する実行権限
（program.vfd）

■

ホストでの特定ユーザーの存在の有無（user.vfd）

■

すべてのノードにおける同一バイナリの存在の有無（cksum.vfd）

詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

Application エージェントの依存関係
アプリケーションエージェントには、固定された依存関係はありません。
Application タイプのリソースは、使用計画によっては IP リソースや Mount リソースに依
存する場合があります。 または、IP リソースの代わりに IPMultiNIC リソースを使うこともで
きます。
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Application リソースを含むサンプルサービスグループ

図 5-2
Application

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

エージェント関数
Online

StartProgram 属性の値で指定した実行可能ファイルを実行します。
指定したユーザー環境において、指定したパラメータで実行可能ファ
イルを実行します。
リソースをオンラインにするため、エージェント関数は次のコマンドを
実行します。
su [-] user -c executable_to_online_resource

オフライン (Offline)

StopProgram 属性の値で指定した実行可能ファイルを実行します。
指定したユーザー環境において、指定したパラメータで実行可能ファ
イルを実行します。
リソースをオフラインにするため、エージェント関数は次のコマンドを
実行します。
su [-] user -c executable_to_offline_resource
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Monitor

MonitorProgram 属性が指定されている場合、エージェントは、ユー
ザーが指定した環境でユーザー定義の MonitorProgram を実行し
ます。PidFiles 属性が指定されている場合は、リストに表示された各
ファイル内にあるプロセス ID が実行中であることを確認します。
MonitorProcesses 属性が指定されている場合、ルーチンは、ユー
ザーが指定した環境で、リストに示された各プロセスが実行中である
ことを確認します。
これらの属性（MonitorProgram、PidFiles、または
MonitorProcesses）の任意の組み合わせは、アプリケーションを監
視するために使います。
PidFiles または MonitorProcesses のいずれかで指定したプロセス
の 1 つでも動作していないことを監視プロセスが見つけた場合、
monitor は OFFLINE を返します。 プロセスが正常でない状態で終
了している場合は、monitor は OFFLINE を返し、フェールオーバー
が発生します。
リソースを監視するため、エージェント関数は次のコマンドを実行しま
す。
su [-] user -c executable_to_monitor_resource

imf_init

AMF（Asynchronous Monitoring Framework）カーネルドライバと連
動するようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェント
が起動すると実行されます。

imf_getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得します。この機能は、
AMF カーネルドライバと連動するようにエージェントが初期化された
後に実行されます。 エージェントは継続的に通知を待機し、通知後
にリソースでアクションを実行します。

imf_register

エージェントで監視する必要があるリソースエンティティを AMF カー
ネルドライバに登録します。 たとえば、この関数はプロセスのオンライ
ン監視のための PID を登録します。 この機能は、リソースが安定した
状態（オンラインまたはオフライン）に入った後に、リソースごとに実行
されます。Application エージェントは PidFiles 属性と
MonitorProcesses 属性で設定されたプロセスに対して IMF を使い
ます。
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Clean

PidFiles または MonitorProcesses で指定した処理を終了します。
User 属性で指定されたユーザー ID で実行中のプロセス
（MonitorProcesses 属性で指定）のみが強制終了（kill）されます。
CleanProgram が定義されている場合、エージェントは、プロセスを
強制終了するために、CleanProgram を実行します。
リソースを強制的に停止するため、エージェント関数は次のコマンド
を実行します。
su [-] user -c executable_to_clean_resource
エージェントが su - オプションを使うのは、UseSUDash 属性が有
効（1）になっている場合のみであることに注意してください。
UseSUDash 属性はデフォルトでは無効（0）になっています。

Action

action エントリポイントの各種の機能には次のものがあります。
■

■

■

■

■

program.vfd
指定したプログラムが使用可能かどうかと、指定したプログラムに
対する実行権限を調べます。
user.vfd
ホストでの特定ユーザーの存在の有無を調べます。
cksum.vfd
すべてのノードにおける同一バイナリの存在を確認します。
propcv
（内部使用のみ）クラスタ内においてプロセスが VCS 制御外でア
プリケーションリソースに対して起動することを許可または防止す
るかどうかを決定するために、引数を使って AMF 呼び出しを実
行します。MonitorProcesses に設定され、オフライン監視用 AMF
に登録される StartProgram とその他のプロセスは、オフライン
ノードでの開始を妨げられます。これは初期段階での同時性違
反を防ぐのに役立ちます。
getcksum
指定したプログラムのチェックサムを返します。

アプリケーションエージェントの状態の定義
ONLINE

PidFiles 属性と MonitorProcesses 属性で指定したすべてのプロセスが動
作中であることを示します。または、MonitorProgram から ONLINE が返さ
れたことを示します。

OFFLINE

PidFiles 属性または MonitorProcesses で指定したプロセスのうち、1 つで
も動作していないプロセスがあることを示しています。または、
MonitorProgram から OFFLINE が返されたことを示します。
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UNKNOWN

アプリケーションが判別不能な状態であるか、設定が無効であることを示し
ます。または、必須属性が設定されていないことを示します。

FAULTED

予想外にプロセスが終了していることを示します。または、MonitorProgram
が予想外に OFFLINE を返したことを示します。

アプリケーションエージェントの属性
表 5-4

Linux の必須属性

必須属性

説明

StartProgram

アプリケーションを起動する実行ファイル。 この属性は、実行ファイ
ルの絶対パスを指定します。 該当のコマンドライン引数は実行ファ
イルの名前の後に続きます。 実行ファイルのパスと引数はスペース
で区切ります。 この実行ファイルはローカルストレージまたは共有ス
トレージに存在します。
たとえば、次のような StartProgram 属性の場合:
/usr/sbin/vxnotify -g dg00 -m >>
/var/log/vxnotify.log
vxnotify がブロッキングコマンドの場合、次のように設定します。
/usr/sbin/vxnotify -g dg00 -m >>
/var/log/vxnotify.log &

メモ: エージェントは StartProgram 実行可能ファイルの戻り値をロ
グに記録します。エージェントはゼロ以外の戻り値を実行のエラーと
扱わず、リソースをオンラインにします。

メモ: この文字列では、開始と終了の（{}）波カッコの記号を使わない
でください。

メモ: スクリプトでは、0 から 255 までの間の戻り値を指定します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/usr/sbin/sample_app start"
RHEL 7、SLES 12、およびそれ以降の配布の場合は、user.slice
ではなく system.slice でアプリケーションプロセスを開始できます。
これを実行するには、この属性値にある systemctl コマンドを使
用してサービスを起動します。
"systemctl start appServiceFile"
次に例を示します。
"systemctl start vcs-app1"
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必須属性

説明

StopProgram

アプリケーションを停止する実行ファイル。 この属性は、実行ファイ
ルの絶対パスを指定します。 該当のコマンドライン引数は実行ファ
イルの名前の後に続きます。 実行ファイルのパスと引数はスペース
で区切ります。 この実行ファイルはローカルストレージまたは共有ス
トレージに存在します。

メモ: エージェントは StopProgram 実行可能ファイルの戻り値をロ
グに記録します。エージェントはゼロ以外の戻り値を実行のエラーと
扱わず、リソースをオフラインにします。

メモ: この文字列では、開始と終了の（{}）波カッコの記号を使わない
でください。

メモ: スクリプトでは、0 から 255 までの間の戻り値を指定します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/usr/sbin/sample_app stop"
次のいずれか（1 つ以上）の p.199 の 表 5-5 を参照してください。
属性
■

MonitorProcesses

■

MonitorProgram

■

PidFiles

表 5-5

オプションの属性 Linux の場合

オプションの属性

説明

CleanProgram

アプリケーションを強制的に停止する実行ファイル。 この属性は、実行
ファイルの絶対パスを指定します。 該当のコマンドライン引数は実行ファ
イルの名前の後に続きます。 実行ファイルのパスと引数はスペースで区
切ります。 この実行ファイルはローカルストレージまたは共有ストレージ
に存在します。

メモ: ストレージの接続が失われた場合にアプリケーションを停止する適
切なアクションを VCS が実行できるように、CleanProgram をローカル
ストレージに配置することをお勧めします。

メモ: CleanProgram 実行可能ファイルがゼロ以外の値を返す場合、
エージェントはクリーンエラーとして扱い、リソースはエラーになりません。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/usr/sbin/sample_app stop"

199

第 5 章 サービスとアプリケーションのエージェント
Application エージェント

オプションの属性

説明

MonitorProcesses

監視とクリーンの対象とするプロセスのリスト。 各プロセス名は、実行ファ
イルの名前です。 パスを指定して実行ファイルを起動する場合は、実行
ファイルの名前を絶対パスで指定する必要があります。
プロセス名は、ps -u user -eo pid,args コマンドがプロセスを
表示できるように完全なコマンドライン引数を指定する必要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
例: "nmbd"

MonitorProgram

アプリケーションを監視する実行ファイル。 この属性は、実行ファイルの
絶対パスを指定します。 該当のコマンドライン引数は実行ファイルの名
前の後に続きます。 実行ファイルのパスと引数はスペースで区切ります。
この実行ファイルはローカルストレージまたは共有ストレージに存在しま
す。
MonitorProgram は VCSAgResState 値を返すことができ、OFFLINE
値は 100 または 1、ONLINE 値は信頼性レベルに応じて 101 から 110
の範囲（110 は信頼性レベルが 100%）または 0 になります。 その他の
値はすべて UNKNOWN です。

メモ: この文字列では、開始と終了の（{}）波カッコの記号を使わないで
ください。
MonitorProgram が設定されていても利用可能ではない場合、リソース
の状態は次のようになります。
■

■

OFFLINE - リソースが OFFLINE 状態で、アクションを待機していな
い場合
UNKNOWN - リソースがその他の状態であるか、または何らかのア
クションを待機している場合

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/usr/sbin/sample_app_monitor all"
PidFiles

監視とクリーンの対象とするプロセスのプロセス ID（PID）が含まれてい
る PID ファイルのリスト。 これらのファイルは、アプリケーションによって
生成されます。 各 PID ファイルには、監視下にある PID が 1 つ含まれ
ます。 属性値には、絶対パスで各 PID ファイルを指定します。
プロセス ID は、プロセスの再起動時に変更される可能性があります。
PID ファイルの更新に時間がかかると、エージェントの monitor 関数か
ら不正な結果が返される場合があります。 誤った結果になった場合は、
リソース定義の ToleranceLimit の値を大きくします。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
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オプションの属性

説明

ユーザー

StartProgram、StopProgram、MonitorProgram、CleanProgram を実
行するためのユーザー ID。 MonitorProcesses で指定されたプロセス
は、この属性値で指定されたユーザー環境で実行される必要がありま
す。 監視時に、プロセスが指定されたユーザー環境で実行されている
ことを確認します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

メモ: 設定されたユーザーが存在しないか、設定されたユーザーに対し
てホームディレクトリが設定されていない場合、リソースの状態は
UNKNOWN になります。
デフォルト: root
例: user1

メモ: または、RHEL 7、SLES 12、およびそれ以降の配布の場合は、
user.slice ではなく system.slice でアプリケーションプロセスを開始で
きます。これを実行するには、この属性の値を root に設定します。
続いて、user.slice でアプリケーションを開始するために、root の代わり
に適切なユーザー名を指定します。
EnvFile

StartProgram、StopProgram、MonitorProgram、CleanProgram のい
ずれかを実行する前に供給される必要がある環境ファイル。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
デフォルト: ""

メモ: 設定したユーザーのデフォルトシェル構文に EnvFile が従ってい
ることを確認してください。
例: /home/username/envfile
UseSUDash

この属性の値が 0 の場合、エージェントは、StartProgram、
StopProgram、MonitorProgram、CleanProgram のエージェント関数
を実行する前に su user コマンドを実行します。
この属性の値が 1 の場合、エージェントは、StartProgram、
StopProgram、MonitorProgram、CleanProgram のエージェント関数
を実行する前に su - user コマンドを実行します。
データ形式と値の種類: ブール - スカラー
デフォルト: 0
例: 1

ContainerOpts

ContainerOpts はリソースの種類の属性です。
詳しくは『Cluster Server 管理者ガイド - Linux』の「リソースの種類の属
性」セクションを参照してください。
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アプリケーションエージェントのリソースの種類の定義
type Application (
static keylist SupportedActions = { "program.vfd",
"user.vfd", "cksum.vfd", getcksum, propcv }
static str ArgList[] = { User, StartProgram, StopProgram,
CleanProgram, MonitorProgram, PidFiles, MonitorProcesses,
EnvFile, UseSUDash, State, IState }
static int IMF{} = { Mode = 3, MonitorFreq = 1,
RegisterRetryLimit = 3 }
static str IMFRegList[] = { MonitorProcesses, User, PidFiles,
MonitorProgram, StartProgram, LevelTwoMonitorFreq }
static int LevelTwoMonitorFreq = 1
static int ContainerOpts{} = { RunInContainer=1, PassCInfo=0 }
str User = root
str StartProgram
str StopProgram
str CleanProgram
str MonitorProgram
str PidFiles[]
str MonitorProcesses[]
str EnvFile
boolean UseSUDash = 0
)

Application エージェントの注意事項
Application エージェントでの IMF の使用
インテリジェントな監視は特定の設定においてのみ Application エージェントでサポート
されます。 サポートされる設定の完全なリストを次の表に示します。
表 5-6
MonitorProgram

MonitorProcesses PidFiles

IMF 監視モード

未設定

未設定

未設定

適用不可能

未設定

未設定

設定済み

online、offline

未設定

設定済み

未設定

online、offline

未設定

設定済み

設定済み

online、offline
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MonitorProgram

MonitorProcesses PidFiles

IMF 監視モード

設定済み

未設定

未設定

オフラインのみ

設定済み

未設定

設定済み

online、offline

設定済み

設定済み

未設定

online、offline

設定済み

設定済み

設定済み

online、offline

メモ: MonitorProcesses を設定しない場合、IMF はオフラインノードの StartProgram
のみを監視します。そのため、IMF がオフラインノードのリソースを監視サイクルごとに監
視するように IMF 属性の MonitorFreq を 1 に設定する必要があります。
MonitorProcesses 属性で複数のプロセスが設定されていて、それらの一部のみが実行
されている場合、RegisterRetryLimit に到達するまで IMF へのオフライン登録が繰り返
し失敗します。そのような場合、IMF ではリソースがいつ ONLINE になったかを判断でき
ないので、エージェントは従来からの方法でリソースを監視します。

MonitorProgram を使ったレベル 2 の監視
PidFiles/MonitorProcesses で第 1 レベルの監視を行いますが、MonitorProgram を第
2 レベルの監視として実行できます。アプリケーションエージェントにレベル 2 の監視を
有効にするには、アプリケーションタイプの LevelTwoMonitorFreq 属性をゼロより大きい
値に設定する必要があります。 このように設定すると、MonitorProgram が
LevelTwoMonitorFreq 属性で指定した間隔の監視サイクルで実行されます。
たとえば、IMF 属性の MonitorFreq キーの値が j で、LevelTwoMonitorFreq 属性の値
が k の場合にリソースがオンライン状態であると、PidFiles/MonitorProcesses の通常の
監視を j 回の監視サイクルごとに実行し、MonitorProgram を k 回の監視サイクルごとに
実行します。
LevelTwoMonitorFreq 値を設定して MonitorProgram を第 2 レベルの監視として実行
する場合は、リソースがオンライン状態のときに PidFiles/MonitorProcesses で監視する
ために IMF を利用するアプリケーションエージェントの制限事項が解消されます。
PidFiles/MonitorProcesses で設定した処理は IMF 監視に登録されます。
LevelTwoMonitorFreq 属性をゼロに設定して MonitorProgram を設定すると、リソース
がオンラインの場合に監視するために PidFiles/MonitorProcesses で指定した処理は
IMF に登録されません。 この場合には、PidFiles と MonitorProcesses の確認、
MonitorProgram を監視サイクルごとに実行します。
LevelTwoMonitorFreq はタイプに対して指定する属性です。LevelTwoMonitorFreq 属
性のデフォルト値は 1 回で、デフォルトの MonitorProgram を監視サイクルごとに第 2
レベルの監視で実行します。 アプリケーションタイプにこの属性を変更すると、すべての
アプリケーションリソースの動作が変わります。
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タイプごとの LevelTwoMonitorFreq 値をデフォルト以外の値（3 など）に修正するには、
次のコマンドを実行します。
# hatype –modify Application LevelTwoMonitorFreq 3

選択されたリソースのためのLevelTwoMonitorFreq値を変更したいと思ったら次のシー
ケンスの各リソースのための次のコマンドを実行してください。 コマンドで使う
LevelTwoMonitorFreq 値は単なる例です。
# hares –override app_res_name LevelTwoMonitorFreq
# hares –modify app_res_name LevelTwoMonitorFreq 3

前のコマンドは、リソースの LevelTwoMonitorFreq 属性を上書きし、特定のリソースの属
性値を修正します。

Application エージェントでの ProPCV の使用
ProPCV 機能は MonitorProcesses で設定される StartProgram とバイナリベースの処
理のオフラインのノードからの実行を防止します。このアクションはサイクルの初期に同時
性違反を検出します。ただし、ProPCV は MonitorProcesses で設定されるスクリプト
ベースの処理のオフラインのノードのからの実行は防止しません。ProPCV に関する注
意事項:
■

StartProgram は、StartProgram 属性で設定されている引数と同じ順序で実行する
必要があります。引数の順序を変更すると、ProPCV は StartProgram の実行を防
止しません。これにより、同時性違反の検出に遅れが生じます。
たとえば、1 つのコマンドは複数の方法で実行できます。
/bin/tar -c -f a.tar
/bin/tar -f a.tar -c

したがって、StartProgram 属性で設定されてない方法でコマンドを実行した場合は
ProPCV は機能しません。
■

StartProgram は、StartProgram 属性で指定されたコマンドまたは方法を使って開
始する必要があります。しかし、属性で指定されていない方法またはコマンドでプログ
ラムを開始した場合、ProPCV はプログラムの起動を防止しません。これにより、同時
性違反の検出に遅れが生じます。

■

StartProgram がスクリプトである場合は、StartProgram がオフライン監視に登録さ
れた後、スクリプトファイルにインタープリタパスがある必要があります。パスがないと、
ProPCV は StartProgram で機能しない場合があります。

■

StartProgram 属性に特殊文字 & を追記することはできません（例: /app/start.sh
&」）。
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プログラムの必要条件
StartProgram、StopProgram、MonitorProgram、CleanProgram に指定したプログラ
ムが STDOUT または STDERR へと継続的に書き込みを行わないようにしてください。
必要な場合は、STDOUT と STDERR を別のファイルにリダイレクトしてください。

デフォルトプロファイルの必要条件
設定したユーザーのデフォルトプロファイルには、bash のようなブロッキングコマンドや、
シェルの動作を変更する exec のような他のコマンドを含めないでください。 これは、予
期しない動作を招く可能性があるためです。

Docker コンテナ内のアプリケーション監視
Veritas InfoScale 7.1 リリースは、Docker コンテナ内のアプリケーション監視をサポート
します。hadockersetup ユーティリティを使って、コンテナのリソースを設定または設定
解除する必要があります。このユーティリティを使って、アプリケーションのリソースを設定
または設定解除することもできます。ユーティリティは /opt/VRTSvcs/bin ディレクトリに
あります。

hadockersetup ユーティリティの使用
hadockersetup ユーティリティを使って、コンテナのリソースを設定または設定解除しま

す。ユーティリティはエージェントに付属して提供されます。
ユーティリティのデフォルトのパスは次のようになりま
す。/opt/VRTSvcs/bin/hadockersetup
hadockersetup --help コマンドを使って、ユーティリティのヘルプを表示します。

出力を次に示します。
--configure|-C
--genapp|-g
Docker
--unconfigure|-U
--help|-h

: Configure the Docker instance service group
: Configure the application resource along with
instance service group
: Unconfigure the Docker instance service group
: Print help message

前提条件
■

コンテナはホストで作成される必要があります。

■

コンテナ内でアプリケーションを監視するために、ユーティリティはコンテナとホストの
間の通信チャネルを確立する必要があります。この目的のために、ユーティリティは、
コンテナと同じ OS の VRTSperl、VRTSvcs、 VRTSvlic、VRTSvcsag パッケージ
が必要です。また、ホストと同じ InfoScale Availability バージョンも必要になります。
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■

ファイアウォールを無効にします。

設定
--configure オプションを使うときに hadockersetup ユーティリティが次のタスクを実行

します。
■

システムで作成されたコンテナのリストを設定します。コンテナを選択します。

■

Docker Daemon リソースを、まだ存在しない場合は VCS 設定に追加します。

■

前提条件セクションにリストされているパッケージをインストールして、ホストとコンテナ
の間に通信チャネルを設定します。メッセージが表示されたら、前提条件セクションに
リストされているパッケージのパスを入力します。

■

VCS ユーザーを追加します。

■

コンテナのリソースを追加して Docker Daemon グループとの依存関係 (online local
firm) を設定します。

メモ: オプション: ユーティリティでアプリケーションのリソースについても設定できます。
genapp をオプションとして指定している場合、このユーティリティはアプリケーションのリ
ソースの設定を確認するよう求めるメッセージを表示しません。
「hadockersetup ユーティリティのサンプル出力」を参照してください。

設定解除
--unconfigure オプションを使って、(設定済みの場合) アプリケーションのリソースとと

もにコンテナのリソースを設定解除します。
メモ: 設定時に作成された VCS ユーザーは削除されません。ユーザーを削除するには
hauser –delete username コマンドを使う必要があります。

hadockersetup ユーティリティの制限事項
■

アプリケーションリソースは MonitorProgram を介してのみ設定できます。PID または
プロセス名を提供できません。

■

コンテナを再設定することはできません。リソースを設定解除してから、ユーティリティ
を使って再度リソースを設定します。

■

ユーザーが同じ場合、ユーティリティは Docker とホスト内の同じアプリケーションを監
視できません。ユーザーは別である必要があります。

■

間違った OS または間違った InfoScale Availability バージョンのパッケージが提供
されると、ユーティリティはパッケージを部分的にインストールします。ユーティリティを
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使ってコンテナを設定する前に、部分インストールされたパッケージを手動でアンイン
ストールする必要があります。
■

アプリケーションのリソースは、ユーザーが存在しない場合にリソースについて障害が
発生していると報告しません。

■

コンテナのリソースの設定解除では、設定時に作成した VCS ユーザーを削除しませ
ん。ユーザーを削除するには次のコマンドを使う必要があります。
hauser –delete username

■

ファイアウォールが有効の場合、ホストとコンテナの間に通信チャネルを確立すること
が失敗する場合があります。

■

ユーティリティは OS の RPM と RPM バージョンを検証しません。

■

ユーティリティは アプリケーションのリソースの設定時に提供された
StartProgram/StopProgram の正しさを確認しません。

systemd サポートの必要条件
RHEL 7、SLES 12、それ以降の配布の場合、user.slice を使用する代わりに、
system.slice でアプリケーションを開始できます。これを実行するには、アプリケーション
のユニットサービスファイルを /etc/systemd/system/ の下に作成する必要があります。
このユニットサービスファイル名は、システム標準の命名規則に従っている必要があり、
重複しない名前である必要があります。
メモ: ユニット設定を次のように変更したら、systemd デーモンを再ロードする必要があり
ます。
systemctl --system daemon-reload

アプリケーションエージェントのユニットサービスファイルの設定例は次のとおりです。
ユニットサービスファイル名:
/etc/systemd/system/vcs-app1.service

ユニットサービスファイルコンテンツオプション 1:
[Unit]
Description=Veritas Application service file
Before=vcs.service
[Service]
Type=forking
Restart=no
KillMode=none
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ExecStart=appStartCommand >/dev/null 2>&1 </dev/null
User=john

ここで、appStartCommand はアプリケーションを開始するコマンドです。
ユニットサービスファイルコンテンツオプション 2:
[Unit]
Description=Veritas Application service file
Before=vcs.service
[Service]
Type=forking
Restart=no
KillMode=none
ExecStart=/Application/AppStartCustomScript.pl >/dev/null 2>&1 /null
User=john

ここで、AppStartCustomScript.pl はアプリケーションを開始するコマンドと、そのアプ
リケーションのエクスポートされる環境変数が格納されたスクリプトファイルです。
AppStartCustomScript.pl ファイルのコンテンツ例
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
system('appStartCommand&');

ここで、appStartCommand はアプリケーションを開始するコマンドです。
次の表に、ユニットサービスファイル内のエントリがどのように解釈されるかを示します。
エントリ

説明

Before=vcs.service

このユニットサービスは、vcs サービスの前に停止さ
れます。

Restart=no

このユニットサービスは、失敗後に再開されません。

KillMode=none

プロセスを停止するための強制終了信号はユニット
サービスファイルに配信されません。その代わりに、
VCS アプリケーションエージェントが StopProgram
または CleanProgram を使用してこのタスクを処理
します。
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エントリ

説明

ExecStart=appStartCommand
>/dev/null 2>&1 </dev/null

アプリケーションを開始するために使用される直接コ
マンドまたはコマンドが含まれているスクリプトファイ
ルのパスのいずれかです。

または
ExecStart=appStartScript
>/dev/null 2>&1 </dev/null
User=john

アプリケーションを開始または停止する権限がある
OS ユーザーです。

メモ: アプリケーションリソースの User 属性の値は、
root に設定されている必要があります。
p.198 の 「アプリケーションエージェントの属性」 を参
照してください。
EnvironmentFile=/tmp/envfile

アプリケーションの環境変数ファイルです。

アプリケーションプロセスが開始されたことの検証
次のコマンドとその出力例は、ユニットサービスファイルに指定されたアプリケーションユー
ザーによって、アプリケーションプロセスが開始されたことを示します。
[root@localhost]# ps -ef | grep -i appStartCommand

出力例は次のとおりです。
john 20845 1 0 15:29 ? 00:00:00 appStartCommand

リソースがオンラインであることの確認
リソースがオンラインになると、systemd コンテキスト内に次のように表れます。
[root@localhost]# systemd-cgls
└─system.slice
├─sample_app.service
│ └─20845 appStartCommand
├─vcs.service
│ ├─20280 /opt/VRTSvcs/bin/had
│ ├─20288 /opt/VRTSvcs/bin/hashadow
│ ├─20307 /opt/VRTSvcs/bin/HostMonitor -type HostMonitor -agdir /
│ └─20308 /opt/VRTSvcs/bin/Application/ApplicationAgent -type
Application

Application エージェントの設定例
このエージェントの設定例は次のとおりです。
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Application エージェントの設定 1
次の例では、実行ファイル sample_app を StartProgram と StopProgram として設定
し、start と stop をそれぞれのコマンドライン引数として指定しています。 app.pid で指定
するプロセスと、sample_app プロセスの 2 つを監視するようにエージェントを設定しま
す。
Application samba_app (
User = "root"
StartProgram = "/usr/sbin/sample_app start"
StopProgram = "/usr/sbin/sample_app stop"
PidFiles = { "/var/lock/sample_app/app.pid" }
MonitorProcesses = { "sample_app" }
)

Application エージェントの設定 2
次の例では、ユーザーが指定されていないため、root ユーザーが使われます。 実行ファ
イル sample_app を使ってアプリケーションの起動と停止を行っていますが、その際、
start と stop が引数として使用されています。 実行ファイル sample_app_monitor を
使ってアプリケーションを監視し、そのコマンドライン引数として all を使っています。 ま
た、エージェントは、sample_app1 プロセスと sample_app2 プロセスを監視します。
Application samba_app2 (
StartProgram = "/usr/sbin/sample_app start"
StopProgram = "/usr/sbin/sample_app stop"
CleanProgram = "/usr/sbin/sample_app force stop"
MonitorProgram = "/usr/local/bin/sample_app_monitor all"
MonitorProcesses = { "sample_app1", "sample_app2" }
)

Application エージェントの設定 3
次に、Docker コンテナ内のアプリケーション監視の設定例を示します。
include "types.cf"
include "DockerTypes.cf"
cluster dockreg (
UserNames = {
"d_rhel72_container1_dockreg@vcs_lzs@ba38dea0
-f66e-11e5-a2ee-af94cf65eb82" = 0 }
SecureClus = 1
DefaultGuestAccess = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
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)
system Sys1 (
)
system Sys2 (
)
group DockerDaemonGRP (
SystemList = { Sys1 = 0, Sys2 = 1 }
Parallel = 1
)
DockerDaemon DockerDaemonRES (
)

group rhel72_container1_DockerGRP (
SystemList = { Sys1 = 0, Sys2 = 1 }
ContainerInfo = { Name = rhel72_container1, Type = Docker,
Enabled = 1 }
Administrators = {
"d_rhel72_container1_dockreg@vcs_lzs@ba38dea0
-f66e-11e5-a2ee-af94cf65eb82" }
)
Application rhel72_container1_ApplicationRES (
StartProgram = "service1 start"
StopProgram = "service1 stop"
CleanProgram = "service1 stop"
MonitorProgram = "service1 status"
ContainerOpts = { RunInContainer = 1, PassCInfo = 1
}
RestartLimit = 3
)
DockerContainer rhel72_container1_DockerRES (
ContainerName = rhel72_container1
ContainerInitCommand = bash
ImageName = "rhel7.2"
RestartLimit = 3
)
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requires group DockerDaemonGRP online local firm
rhel72_container1_ApplicationRES requires rhel72_container1_DockerRES

hadockersetup ユーティリティのサンプル出力
hadockersetup --configure オプションのサンプル出力を次に示します。
Containers not configured under VCS on 'Sys1' are:
1) rhel72_container1
2) rhel7C1
3) registry
Specify the container index: [1]
Selected container is: 'rhel72_container1'
Specify space separated system names : [Sys1 Sys2]
Configuring DockerDaemon resource to monitor docker daemon process
Resource 'DockerDaemonRES' added successfully
Onlining resource 'DockerDaemonRES'
Configuring DockerContainer resource to monitor docker
container 'rhel72_container1'
Resource 'rhel72_container1_DockerRES' added successfully
Do you want to online the container resource
'rhel72_container1_DockerRES'? (Y/N): Y
Onlining resource 'rhel72_container1_DockerRES' ..........
DONE
Specify the RPM source path on host: RPM_Source_Path
Installing packages in container 'rhel72_container1'

Installing VRTSperl ... Done
Installing VRTSvlic ... Done
Installing VRTSvcs ... Done
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Installing VRTSvcsag ... Done
Packages installed successfully inside container
'rhel72_container1'
Specify VCS User for establishing communication channel between host
and container 'rhel72_container1': [d_rhel72_container1_dockreg]
Specify password (minimum five characters) for above mentioned user:
Do you want to configure application resource to monitor
application inside container? (Y/N): Y
Configuring application resource 'rhel72_container1_ApplicationRES'
Resource 'rhel72_container1_ApplicationRES' added successfully
Specify StartProgram for resource rhel72_container1_ApplicationRES:
/genapp/start_program
Specify StopProgram for resource rhel72_container1_ApplicationRES:
/genapp/stop_program
Specify CleanProgram for resource rhel72_container1_ApplicationRES:
/genapp/stop_program
Specify MonitorProgram for resource rhel72_container1_ApplicationRES:
/genapp/monitor_program
Specify User for resource rhel72_container1_ApplicationRES: [root]
Do you want to configure more containers (Y/N): N
Warning: The container(s) listed below are not configured under VCS.
VCS actions, such as Docker daemon resource offline, may impact
containers not configured under VCS
rhel7C1
registry
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Application エージェントの設定 4
RHEL 7、SLES 12、およびそれ以降の配布の場合は、user.slice ではなく system.slice
でアプリケーションプロセスを開始できます。
この例の詳細は次のとおりです。
■

vcs-app1 ユニットサービスファイルがアプリケーションの開始に使用されます。

■

app_stop_prog スクリプトがアプリケーションの停止と、そのリソースの消去に使用さ

れます。これらのスクリプトは、Stop および Clean の各エントリポイントから呼び出さ
れます。
■

app_monitor_prog スクリプトがアプリケーションの監視に使用されます。

Application app1 (
Critical = 0
User = root
StartProgram = "/bin/systemctl start vcs-app1"
StopProgram = "/Application/app_stop_prog.pl stop"
CleanProgram = "/Application/app_stop_prog.pl kill"
MonitorProgram = "/Application/app_monitor_prog.pl"
)

Application エージェントのデバッグログレベル
Application エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2、DBG_3、DBG_4、DBG_5

CoordPoint エージェント
各ノードで異なる調整ポイントの登録を監視するには、Coordination Point（CoordPoint）
エージェントを使います。
さらに、CoordPoint エージェントは、コーディネータディスクグループにおけるディスクの
誤った削除や追加、ディスクの VxVM プライベートリージョンの破損など、コーディネー
タディスクグループの構成の変更を監視します。
エージェントは CoordPoint リソースの詳細な監視も実行します。ユーザーは
LevelTwoMonitorFreq 属性で詳細な監視の頻度を調整できます。たとえば、この属性
に 5 を設定すると、エージェントは 5 番目の監視サイクルごとにコーディネータディスク
グループの構成を監視します。
CoordPoint エージェントは、クライアントクラスタ内の各ノードで実行する、監視専用の
エージェントです。CP（Coordination Point）サーバーと SCSI-3 ディスクを監視できま
す。
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コーディネーションポイントとしての Coordination Point サーバー
調整ポイントとして CP サーバーを設定すると、CoordPoint エージェントは次のタスクを
実行します。
■

クライアントクラスタが CP サーバーのコーディネーションポイントと通信できることを確
認します。

■

cpsadm コマンドを使って、CP サーバーのデータベースでノードの登録を検証しま

す。

コーディネーションポイントとしての SCSI-3 ベースのディスク
調整ポイントが SCSI-3 に基づくディスクなら、CoordPoint エージェントは vxfenadm コ
マンドを使ってディスクの登録済みキーがもとのままであることを確認します。 Monitor
エージェント関数には、SCSI-3 ディスクと CP サーバーの監視機能が含まれます。
エージェントは、異常を検出すると、コーディネーションポイントを修復できるようにユー
ザーに報告します。 問題が登録されているキーに特定される場合、または
ActionOnCoordPointFault 属性を設定して自動的にコーディネーションポイントを修
復できる場合 (1 つ以上のコーディネーションポイントでいくつかのキーが欠落している
場合)、オンラインコーディネータポイントの置換手順を実行する必要がある場合がありま
す。属性の使用について詳しくは、「属性」セクションを参照してください。
メモ: 特定のクライアントクラスタノードで実行される CoordPoint エージェントは、そのノー
ドのみで認識できるコーディネーションポイントのキーを監視します。
このエージェントの重要な情報について詳しくは、次を参照してください。
p.218 の 「CoordPoint エージェントの注意事項」 を参照してください。

依存関係
CoordPoint リソースには、依存関係はありません。
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エージェント関数
Monitor

CoordPoint エージェントが調整ポイントでノードの登録を検証し、調整ポイ
ントがアクセス可能であることを確認できるようにします。さらに、エージェン
トによるコーディネータディスクグループのディスクの監視を有効にします。
具体的には、ディスクグループにおけるディスクの削除または追加、あるい
はディスクの VxVM プライベートリージョンの破損を監視します。
CoordPoint リソースは永続的です。つまり、オンラインやオフラインにできま
せん。調整ポイントの登録のみを監視できます。
CoordPoint エージェントは、I/O フェンシングレポート活動も実行します。
p.219 の 「CoordPoint エージェントの I/O フェンシングレポート活動」 を参
照してください。

状態の定義
ONLINE

CoordPoint リソースがオンラインであることを示します。

UNKNOWN

エージェントが調整ポイントリソースの状態を判断できないことを示します。
この状態は、設定の誤りが原因の場合があります。

FAULTED

CoordPoint リソースが次の条件のいずれかのために報告されることを示し
ます。
■

■

■

■

キー（または登録）が見つからない調整ポイントの数が FaultTolerance
属性の値を超過した。
到達不能なコーディネーションポイントの数が FaultTolerance 属性の
値を超過した。
コーディネータディスクグループでコーディネータディスクが削除または
追加された。
ディスクのパブリック文字パスとカーネルドライバにあるそのディスクのデ
バイス番号に対応するデバイスパスが一致しない。
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属性
表 5-7

必須属性

必須属性

説明

FaultTolerance

FaultTolerance 属性は、コーディネーションポイント上の
登録が見つからないか、ノードとコーディネーションポイント
間の接続が消失したことを CoordPoint エージェントが宣
言するときを判断します。
キー（または登録）が見つからないコーディネーションポイ
ントの数や、到達不能なコーディネーションポイントの数が
FaultTolerance 属性の値を超過すると、エージェントは
FAULTED を報告します。
ユーザー自身の設定の必要条件に従ってこの属性の値を
設定してください。たとえば、FaultTolerance の値を 1 に
設定すると、キー（または登録）が見つからないコーディネー
ションポイントの数や到達不能なコーディネーションポイン
トの数が 2 以上の場合に、CoordPoint エージェントは
FAULTED を報告します。
CoordPoint エージェントが監視を開始する前か、または監
視を行っている間に、FaultTolerance 属性の値を変更し
てください。 CoordPoint エージェントが監視している間に
属性を設定すると、CoordPoint エージェントは次の監視サ
イクルに新しい値を読み込みます。
現在の FaultTolerance の値を表示するには、次のコマン
ドを入力します。
# hares -display coordpoint -attribute FaultTolerance
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: "0"
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表 5-8

オプションの属性

オプションの属性

説明

ActionOnCoordPointFault

この属性により、コーディネーションポイントで消失した登録
キー (もしあれば) を自動的に置き換えることができるかどう
かを判定できます。また、カーネルドライバのコーディネー
タディスクのパブリック文字パスがそのコーディネータディス
クのデバイスパスに一致しない場合に修正アクションを実
行するかどうかも判定します。
デフォルトでは、この属性は無効になっています。この属性
を有効にするには、値を RefreshRegistrations に
設定します。
更新手順に 2 回連続して失敗すると、そのノードでは再び
試みられません。hares コマンドを実行すると、そのノード
の更新手順を再度有効にできます。
# /opt/VRTS/bin/hares -action coordpoint
enable_refresh -sys <sys_name>
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
デフォルト: None
この属性を有効にするには、値を
RefreshRegistrations に設定します。

リソースの種類の定義
type CoordPoint (
static keylist SupportedActions = { enable_refresh }
static int InfoInterval = 300
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str ArgList[] = { FaultTolerance,
ActionOnCoordPointFault, RefreshLockHolderSysName }
static str Operations = None
int FaultTolerance
str ActionOnCoordPointFault = None
str RefreshLockHolderSysName = None
)

CoordPoint エージェントの注意事項
注意事項は次のとおりです。
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CoordPoint エージェントの I/O フェンシングレポート活動
CoordPoint エージェントは、次の I/O フェンシングレポート活動も実行します。
■

I/O フェンシングが動作しているかどうかを確認します。
I/O フェンシングが動作していない場合、CoordPoint エージェントは障害を報告しま
す。

■

フェンシング操作のモードを確認します。 I/O フェンシングは次の 3 つのモードの 1
つで動作できます。
■

SCSI-3 モード: I/O フェンシングが SCSI-3 モードで動作している場合、
CoordPoint エージェントは監視し続けます。

■

カスタマイズモード: I/O フェンシングがカスタマイズフェンシングモードで動作し
ている場合、CoordPoint エージェントは監視し続けます。

■

無効モード: I/O フェンシングが無効モードで動作している場合、処理は必要あり
ません。 CoordPoint エージェントによって成功が返されます。

■

マジョリティモード: I/O フェンシングがマジョリティモードで動作している場合、処
理は必要ありません。CoordPoint エージェントによって成功が返されます。

AutoStartList 属性
AutoStartList は、システムリストを設定する必要があるサービスグループの属性です。
VCS エンジンは、指定のサービスグループをリストのノードで起動します。
AutoStartList は、CoordPoint リソースを含んでいるサービスグループでは必須属性で
はありません。 CoordPoint リソースは永続リソースであり、サービスグループにこの種類
のリソースを設定すると、オンライン状態にはできません。
システムリストを含む AutoStartList を指定しても、サービスグループの動作は変わりませ
ん。

Coordpoint リソースの詳細監視
エージェントは I/O フェンシングのカーネルドライバからのディスク名と一意の識別子を
フェッチします。エージェントは、コーディネータディスクグループに含まれなくなったディ
スクがあるかどうかを確認し、ディスクグループに新たに追加されたディスクがあるかどう
かも確認します。また、ディスクのパブリック文字パスをカーネルドライバに格納されるデ
バイスパスと比較します。いずれかの確認に失敗するとエージェントはリソースに障害が
発生したとみなします。
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RefreshRegistrations に設定された
ActionOnCoordPointFault 属性
ActionOnCoordPoint 属性はリソースの状態に影響します。更新手順が正常に完了する
と、リソースが一時的に FAULTED 状態に入ることがあります。次の監視サイクルで、リ
ソースは外部のトリガなしで ONLINE 状態に戻ります。

設定例
この例では、コーディネーションポイントのエージェントタイプリソースは、FaultTolerance
属性値が 0 に設定されています。この設定値では、少なくとも 1 つのコーディネーション
ポイントでキー（または登録）が見つからないか、1 つのコーディネーションポイントが到達
不能であることをエージェントが判定すると、CoordPoint エージェントは FAULTED を報
告します。
次は、main.cf ファイルから抽出したサービスグループ（vxfen）の例です。
group vxfen (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sysA, sysB }
)
CoordPoint coordpoint (
FaultTolerance=0
LevelTwoMonitorFreq = 5
)
// resource dependency tree
//
//
group vxfen
//
{
//
CoordPoint coordpoint
//
}

デバッグログレベル
CoordPoint エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_10

KVMGuest エージェント
KVMGuest エージェントは、KVM 環境または RHEV （Red Hat Enterprise）仮想化環
境で作成される仮想マシン（KVM ゲスト）を監視します。
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エージェントは仮想マシンをオンラインまたはオフラインにし、また、仮想マシンを移行し
ます。 KVMGuest エージェントは virsh コマンドを使って KVM 環境内の仮想マシンを
管理し、REST （Representational State Transfer） API を使って RHEV 環境内の仮
想マシンを管理します。
仮想マシンのディザスタリカバリは、RHEV 環境の場合にのみサポートされます。
このエージェントを使うと、仮想マシンの監視を行ったり、その可用性を高めたりすること
ができます。
Cluster Server は以下で作成されたゲスト仮想マシンをサポートします。
■

Red Hat Enterprise Linux 6 update 4、update 5

■

Red Hat Enterprise Linux 7
メモ: RHEL 7 では、KVMGuest エージェントは KVM 環境で作成されたゲスト仮想
マシンのみをサポートします。

■

SuSE Enterprise Linux 11 SP2

■

SuSE Enterprise Linux 11 SP3

■

Red Hat Enterprise Virtualization 3.3

■

Red Hat Enterprise Virtualization 3.4

このエージェントの重要な情報について詳しくは、p.229 の 「KVMGuest エージェントに
関する注意」 を参照してください。 を参照してください。

KVMGuest エージェントの依存関係
KVM 環境: KVMGuest リソースは CFSMount リソースの Mount のリソースに依存する
場合があります。依存関係は仮想マシンのイメージの場所に基づきます。
RHEV 環境: DR （ディザスタリカバリ）設定の場合を除き、KVMGuest リソースがあらゆ
るリソースに依存しない場合があります。DR 設定では、KVMGuest リソースが適切な DR
レプリケーションエージェントに依存していることがあります。
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KVMGuest リソースを含むサンプルサービスグループ

図 5-3

KVMGuest

Mount

KVMGuest

CFSMount

KVMGuest エージェントのエージェント関数
Online

KVM 環境: エージェントは virsh start コマンドを使用してゲスト仮想
マシンを開始します。 リソースがゲスト設定を定義するように設定されてい
る場合、エージェントは virsh define コマンドを使用してオンライン化
するときに仮想マシンを定義します。
RHEV 環境: エージェントは REST API を使用して仮想マシンを開始しま
す。 DROpts 属性を設定してゲストネットワークを構成している場合は、エー
ジェントはペイロードも cdrom として設定します。 このペイロードには、DR
フェールオーバー後にゲスト内に設定されるネットワークパラメータが含ま
れています。

オフライン (Offline)

KVM 環境: エージェントは virsh shutdown コマンドを使用してゲスト
仮想マシンをシャットダウンします。 ゲスト仮想マシン設定ファイルを同期す
るように SyncDir 属性を設定した場合、この設定ファイルは SyncDir 属性
として設定された場所にコピーされます。
RHEV 環境: エージェントは REST API を使用して仮想マシンをシャットダ
ウンします。

Monitor

KVM 環境: エージェントは virsh domstate コマンドを使用してゲスト
仮想マシンの状態を判断します。
RHEV 環境: エージェントは REST API を使用して仮想マシンの状態を取
得します。
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Clean

KVM 環境: エージェントは virsh destroy コマンドを使用してゲスト仮
想マシンを強制的にシャットダウンします。 ゲスト仮想マシン設定ファイルを
同期するように SyncDir 属性を設定した場合、この設定ファイルは SyncDir
属性として設定された場所にコピーされます。
RHEV 環境: エージェントは REST API を使用して仮想マシンを停止しま
す。

Open

仮想マシン移行を検出するために使われる vcskvmguestd プロセスを起
動します。

Close

vcskvmguestd プロセスを停止します。

Shutdown

vcskvmguestd プロセスを停止します。

attr_changed

DelayAfterGuestOnline 属性と DelayAfterGuestOffline 属性の値を確認
します。デフォルト値よりも小さい値の場合、警告メッセージがログに記録さ
れます。
さらに、以下の属性が変更されたときは常に、仮想環境検証プロセスも開
始します。

Action

■

GuestName

■

RHEVMInfo

■

DRopts

guestmigrated
vcskvmguestd プロセスは、hares -probe コマンドを使って移行状態
ファイルを作成し、リソース監視を開始するために、仮想マシン移行を検出
してこの action エントリポイントを実行します。
vmconfigsync: ノードの仮想マシン設定を共有ストレージに保存します。こ
のエントリポイントは内部使用のみを目的としています。havmconfigsync
ユーティリティを使ってクラスタノード全体にわたって仮想マシンの設定を同
期します。
DevScan: DevScan の処理は RHEV 環境でのみ適用できます。また、こ
れは内部使用のみを目的としています。preonline トリガスクリプトが RHEV
DR 環境でこの処理を内部的に使います。この処理は、SPM （Storage
Pool Manager）が現在の RHEV クラスタの健全なノードでアクティブであ
ることを確認します。クラスタ全体のフェールオーバー後は、RHEL ホストで
複製されたデバイスの状態は読み取り専用から書き込み専用に変化してい
ます。この状態変化は DevScan 処理によって実行されます。DevScan は
また、リモートクラスタ内のすべてのホストを非アクティブ化するため、SPM
はローカルクラスタに無期限にフェールオーバーできます。次に DevScan
は非アクティブ化されたすべてのホストを再度アクティブ化します。DevScan
処理によって現在の SPM ホストが NON_RESPONSIVE 状態にあること
が判明した場合は、そのホストを RHEV-M から切り離し、SPM の状態を
ローカルクラスタ内のほかの健全なノードに移動できるようにします。
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Migrate

KVM 環境: エージェントが virsh migrate コマンドを使って仮想マシ
ンの移行を開始します。
RHEV 環境: エージェントが REST API を使って仮想マシンの移行を開始
します。 さらに、その仮想マシンの移行が許可されているかどうかを確認し
ます。

KVMGuest エージェントの状態の定義
ONLINE

仮想マシンが実行中であることを示します。

OFFLINE

仮想マシンが停止したことを示します。

FAULTED

仮想マシンの起動に失敗したか、または予想外に停止したことを示し
ます。

UNKNOWN

設定に問題があるか、またはリソース監視機能に問題があることを示し
ます。

INTENTIONAL
OFFLINE

仮想マシンが別の物理ホストに移行されたか、またはゲスト仮想マシン
が管理者によって意図的に一時停止されたかのいずれかを示します。

KVMGuest エージェントの属性
表 5-9

必須属性

必須属性

説明

GuestName

KVM のハイパーバイザまたは RHEV-M を使用して作成された仮
想マシンの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: vm1

表 5-10

オプションの属性

オプションの属性

説明

DelayAfterGuestOnline

仮想マシンが起動するまでにかかる最大時間を秒単位で定義します。
この属性は必要に応じて変更できます。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 5
例: 10
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オプションの属性

説明

DelayAfterGuestOffline

KVM ゲストが開始するまでにかかる最大時間を秒単位で定義します。
この属性は必要に応じて変更できます。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 30
例: 40

SyncDir

すべてのクラスタノードでデフォルト設定ディレクトリの /etc/libvirt/qemu/
を同期するために使われるディレクトリの絶対パスを指定します。 この
属性を設定した場合、online エントリポイントはゲストを定義するため
に、指定のパスにあるゲスト設定ファイルを使います。 このディレクトリ
は共有ストレージ上に存在する必要があります。
この属性は KVM 環境でのみ有効です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: /kvmguest_syncdir

GuestConfigFilePath

ゲスト設定ファイルの絶対パスを指定します。 この属性は、SyncDir
に対する代替として使うことができます。 この属性を設定する場合は、
ゲスト設定ファイルがすべてのクラスタノード上の同じパスで利用可能
であることを確認してください。 VCS はこのパスを使って各ノードのゲ
ストを定義します。 SyncDir と GuestConfigFilePath を両方とも設定
した場合、SyncDir は GuestConfigFilePath に優先します。
この属性は KVM 環境でのみ有効です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: /kvmguest/kvmguest1.xml
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オプションの属性

説明

RHEVMInfo

RHEV 環境についての情報を指定します
この属性と関連付けられるキーは次のとおりです。
■

Enabled:
仮想化の環境を指定します。 各値は以下のとおりです。
■ 0: KVM 環境

■

■

■

■

■

MigrateTimeout

■

1: RHEV 環境

■

デフォルト: 0

URL: REST API 通信に使用可能な RHEV-M URL を指定しま
す。
例: https://rhevm-server.domain.com:443
ユーザー: REST API 通信に使用可能な RHEV-M ユーザーを
指定します。
例:
admin@internal
rhevadmin@example.com
パスワード: RHEV-M ユーザーの暗号化パスワードを指定します。
パスワードは vcsencrypt コマンドで暗号化される必要がありま
す。
クラスタ: VCS のホストが属する RHEV-M クラスタの名前を指定
します。
UseManualRHEVMFencing: 仮想マシンを実行している物理ホ
ストがクラッシュした場合に、手動 RHEV-M フェンシングの使用を
有効または無効にします。 デフォルト値は 0 です。
値 0 は、手動 RHEV-M フェンシングの使用が無効であることを
意味します。
値 1 は、手動 RHEV-M フェンシングの使用が有効であることを
意味します。

仮想マシンの移行のタイムアウト値を指定します。
デフォルト値: 300 秒

MigrateWaitLimit

移行の待機制限を指定します。 属性値に指定した回数で監視エント
リポイントが実行され、試行したリソースの移行が失敗したかどうかを
特定します。
デフォルト値: 2
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オプションの属性

説明

DROpts

DR オプションを定義します。 この属性の値は次のキーから構成され
ています。
■

■

■

■

■

■

■

DNSSearchPath: このサイトの仮想マシンが使うドメイン検索パ
ス。 このキーの値には、ホスト名のドメイン名が指定されていない
場合に、ホスト名の DNS ルックアップに使用される DNS のドメイ
ン名のリストが含まれる必要があります。
ドメイン名を区切るにはスペースを使います。
DNSServers: このサイトの仮想マシンが使う DNS サーバーのリ
スト。 このキーの値には、ホスト名の DNS ルックアップに使用され
る DNS サーバーの IP アドレスのリストが含まれる必要がありま
す。
IP アドレスを区切るにはスペースを使います。
Gateway: このサイトの仮想マシンが使うデフォルトのゲートウェ
イ。
Device: このサイトの排他的 IP 仮想マシンに専用の NIC （ネット
ワークインターフェースカード）。 このキーが指定されていない場
合に、IP アドレスの割り当てが指定されている場合は、エージェン
トはその最初の専用 NIC を自動的に選択します。
IPAddress: サイト間フェールオーバー後に、このサイトの仮想マ
シンに割り当てられる IP アドレスです。
Netmask: サイト間フェールオーバー後に、このサイトの仮想マシ
ンが使うネットマスクです。
ConfigureNetwork: 仮想マシンが使う設定。 このキーを 1 に設
定した場合のみ、DROpts 属性値が仮想マシンに適用されます。

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

表 5-11

内部属性

内部属性

説明

IntentionalOffline

IntentionalOffline リソースタイプ属性の使用方法について詳しくは、
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

CEInfo

これは内部属性です。

ResyncVMCfg

ResyncVMCfg 属性は havmconfigsync ユーティリティによって設定
されます。 この属性が設定されると、エージェントは SyncDir 属性を
使って仮想マシン構成（すでに存在する場合）を再定義します。 SyncDir
属性が設定されない場合は、GuestConfigFilePath 属性が使われま
す。

メモ: ResyncVMCfg 属性を手動で設定しないでください。
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内部属性

説明

AEPTimeout

これは内部属性です。 この属性を変更しないでください。 この属性を
使って、エージェントのエントリポイントのタイムアウト値が渡されます。

KVMGuest エージェントのリソースタイプ定義
KVMGuest エージェントのリソースタイプの定義は、次のとおりです。

type KVMGuest (
static int IntentionalOffline = 1
static boolean AEPTimeout = 1
static int MigrateTimeout = 300
static int MigrateWaitLimit = 2
static keylist SupportedActions = { "guestmigrated",
"vmconfigsync", "DevScan" }
static keylist SupportedOperations = { "migrate"}
static keylist RegList = { "GuestName",
"DelayAfterGuestOnline",
"DelayAfterGuestOffline", "RHEVMInfo", "DROpts" }
static str ArgList[] = { GuestName, DelayAfterGuestOnline,
DelayAfterGuestOffline, SyncDir, GuestConfigFilePath, CEInfo,
RHEVMInfo, ResyncVMCfg, DROpts }
str CEInfo{} = { Enabled=0, CESystem=NONE, FaultOnHBLoss=1
}
str RHEVMInfo{} = { Enabled=0, URL=NONE, User=NONE,
Password=NONE,
Cluster=NONE, UseManualRHEVMFencing=0 }
str GuestName
int DelayAfterGuestOnline = 5
int DelayAfterGuestOffline = 30
str SyncDir
str GuestConfigFilePath
boolean ResyncVMCfg = 0
str DROpts{} = { ConfigureNetwork=0, IPAddress=NONE,
Netmask=NONE,
Gateway=NONE, DNSServers=NONE, DNSSearchPath=NONE, Device=NONE
}
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KVMGuest エージェントに関する注意
KVMGuest エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「RHEL 6、RHEL 7（KVM 環境）、SuSE Enterprise Linux 11 SP2 と SP3 で作成
されたゲストのサポート」

■

「ストレージ設定とネットワーク設定」

■

「ゲストのライブ移行」

■

「RHEV 環境の仮想マシンの管理」

■

「VCS を使った仮想マシンの移行」

■

「グローバルクラスタ設定の DR のための KVMGuest エージェントの設定」

■

「AD ベースのドメインを使用する RHEV-M の非管理者ユーザーの設定 」

■

「ホストがクラッシュした場合の仮想マシンのフェールオーバー」

■

「KVMGuest エージェントは RHEV 環境で curl コマンドと xpath コマンドを要求す
る」

■

「 RHEV 環境: VM が動作しているノードがパニックに陥るか強制的にシャットダウン
される場合、VCS は別のノードで VM を開始できない」

RHEL 6、RHEL 7（KVM 環境）、SuSE Enterprise Linux 11
SP2 と SP3 で作成されたゲストのサポート
KVMGuest エージェントは、RHEL 6、RHEL 7（KVM 環境）、SuSE Enterprise Linux
11 SP2 と SP3 で作成できるゲストのみをサポートします。

ストレージ設定とネットワーク設定
カスタマイズされたネットワーク設定とストレージ設定をゲストに対して指定した場合は、
同じ設定がすべてのクラスタノードで利用可能であることを確認してください。

ゲストのライブ移行
1 つのノードから別のノードにゲストを移行するには、両方のノードの同じ場所でゲストイ
メージが同時に利用可能であることを確認してください。 また、KVM では、ゲストのネット
ワーク設定とストレージ設定がソースノードと宛先ノードで同一である必要があります。 詳
しくは、『Red Hat Enterprise Linux 仮想化ガイド』を参照してください。

RHEV 環境の仮想マシンの管理
『Veritas InfoScale 仮想化ガイド』を参照してください。
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SuSE KVM の ISO イメージの管理
デフォルトでは、SuSE で作成される KVM ゲスト仮想マシンは、仮想マシンの開始中に
ISO イメージが常に利用可能であるように要求します。仮想マシンが作成された後、仮想
マシンの設定を変更して ISO イメージへの参照を削除できます。また、クラスタノードで
ISO イメージを使用できるように VCS Mount リソースを設定できます。

VCS を使った仮想マシンの移行
hagrp –migrate コマンドを使って、仮想マシンの移行を開始します。次に例を示しま

す。
#hagrp –migrate service_group_name -to target_system_name

PhysicalServer 属性の値を取得するには、次を入力します。
#hasys –value system_name PhysicalServer

PhysicalServer 属性の値を取得するには、それぞれのクラスタノードに対して次のコマ
ンドを入力します。
#haconf –makerw
#hasys –modify system_name PhysicalServer “`hostname`”

PhysicalServer 属性値を設定しない場合、hagrp –migrate コマンドで指定したター
ゲットシステム名が移行先のシステム名として考慮されます。

グローバルクラスタ設定の DR のための KVMGuest エージェン
トの設定
グローバルクラスタ設定で DR に KVMGuest エージェントを設定する方法については、
『Veritas InfoScale 仮想化ガイド』を参照してください。

AD ベースのドメインを使用する RHEV-M の非管理者ユーザー
の設定
RHEV-M は AD ベースのドメインまたは内部ドメインを使うように設定することができま
す。RHEV-M の設定時に設定されるデフォルトのドメインは内部ドメインです。RHEV-M
が内部ドメインを使うように設定している場合は、管理者ユーザーのみが操作を実行でき
ます。ただし、RHEV-M が AD ベースのドメインを使用するように設定している場合は、
このドメイン内のどのユーザーでも必要な権限が与えられていれば仮想マシンの管理タ
スクを実行できるように設定できます。
AD ベースのドメインを使うように RHEV-M を設定している場合は、RHEVMInfo 属性の
User キーで非管理者ユーザーを設定するようにお勧めします。AD ベースのドメインを
使う RHEV-M にアクセスするよう管理者ユーザーを設定すると、REST API の応答時間
が長くなる場合があります。
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ホストがクラッシュした場合の仮想マシンのフェールオーバー
KVMGuest エージェントは、クラッシュしたホストをフェンス処理するのに手動 RHEV-M
フェンシングを使い、別のアクティブなホストに仮想マシンをフェールオーバーすることが
あります。 詳しくは、『Veritas InfoScale 仮想化ガイド』を参照してください。

KVMGuest エージェントは RHEV 環境で curl コマンドと xpath
コマンドを要求する
RHEV 環境では、KVMGuest エージェントが REST API を使って、RHEV-M での仮想
マシン管理を行います。curl コマンドは REST API の起動に使われ、xpath コマンドは
REST API が返す結果の解析に使われます。VCS が RHEV 環境で仮想マシンを管理
できるようにする場合は、すべてのホストで curl コマンドと xpath コマンドを使えるように
する必要があります。curl コマンド用に curl パッケージをインストールし、xpath コマン
ド用に perl-XML-XPath パッケージをインストールします。

RHEV 環境: VM が動作しているノードがパニックに陥るか強制
的にシャットダウンされる場合、VCS は別のノードで VM を開始
できない
RHEV 環境で、仮想マシンが動作しているノードでパニックが発生した場合、または強制
的にシャットダウンした場合、その仮想マシンの状態はクリアされません。 RHEV-M は
VM を不明状態に設定し、VCS は別のノードでこの仮想マシンを起動できません。
RHEV-M で手動フェンシングを開始して、この状態を消去する必要があります。
これは RHEV-M 設計に関連しているため、VCS の制限事項ではありません。詳しくは、
『Red Hat Enterprise 仮想化テクニカルガイド』を参照してください。
RHEV-M で手動フェンシングを開始して、VM の状態を消去するには

1

RHEVMinfo 属性で、UseManualRHEVMFencing キーを 1 に設定します。
UseManualRHEVMFencing = 1

2

リソースの属性を上書きします。
hares -override resource_name OnlineRetryLimit

3

OnlineRetryLimit 属性値を 2 に変更します。
hares –modify resource_name OnlineRetryLimit 2

VM の状態を消去した後、VCS は別のノードで VM を起動します。
RHEV ベースのディザスタリカバリのリソース設定の例を次に示します。
group rhev_sg (
SystemList = { rhelh_a1 = 0, rhelh_a2 = 1 }
TriggerPath ="bin/triggers/RHEVDR"
PreOnline=1
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OnlineRetryLimit = 1
)
KVMGuest rhev_fo (
RHEVMInfo = { Enabled = 1, URL =
"https://192.168.72.11:443",
User = "admin@internal",
Password = flgLglGlgLglG,
Cluster = RHEV-PRIM-CLUS,
UseManualRHEVMFencing = 1 }
GuestName = swvm02
OnlineRetryLimit = 2
)

// resource dependency tree
//
//
group rhev_sg
//
{
//
KVMGuest rhev_fo
//
}

KVMGuest 環境の設定例
以下に KVM 環境の仮想マシンを管理するための設定例をいくつか示します。

設定例 1
この例では、ゲストのイメージを格納するためにネーティブ LVM ボリュームが使用されて
います。
group kvmtest1 (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
)
KVMGuest res1 (
GuestName = kvmguest1
GuestConfigFilePath = "/kvmguest/kvmguest1.xml"
DelayAfterGuestOnline = 10
DelayAfterGuestOffline = 35
)
Mount mnt1 (
BlockDevice = "/dev/mapper/kvmvg-kvmvol"
MountPoint = "/kvmguest"
FSType = ext3
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FsckOpt = "-y"
MountOpt = "rw"
)
LVMLogicalVolume lv1 (
VolumeGroup = kvmvg
LogicalVolume = kvmvol
)
LVMVolumeGroup vg1 (
VolumeGroup = kvmvg
)
res1 requires mnt1
mnt1 requires lv1
lv1 requires vg1

設定例 2
この例では、ゲストのイメージを格納するためにネーティブ VxVM ボリュームが使用され
ています。
group kvmtest2 (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
)
KVMGuest res1 (
GuestName = kvmguest1
GuestConfigFilePath = "/kvmguest/kvmguest1.xml"
DelayAfterGuestOnline = 10
DelayAfterGuestOffline = 35
)
Mount mnt1 (
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/kvmvg/kvmvol"
MountPoint = "/kvmguest"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
MountOpt = "rw"
)
Volume vol1 (
Volume = kvm_vol
DiskGroup = kvm_dg
)
DiskGroup dg1 (
DiskGroup = kvm_dg
)
res1 requires mnt1
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mnt1 requires vol1
vol1 requires dg1

設定例 3
この例では、ゲストのイメージを格納するためにネーティブ CVM-CFS が使用されていま
す。
group cvm (
SystemList = { kvmpm1 = 0, kvmpm2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { kvmpm1, kvmpm2 }
)
CFSMount cfsmount (
MountPoint = "/cfsmount"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cfsdg/cfsvol"
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = kvmcfs
CVMNodeId = { kvmpm1 = 0, kvmpm2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVolDg cfsdg (
CVMDiskGroup = cfsdg
CVMVolume = { cfsvol }
CVMActivation = sw
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cfsmount requires cfsdg
cfsmount requires cvm_clus
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cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

RHEV 環境の設定例
以下に RHEV 環境の仮想マシンを管理するための設定例をいくつか示します。

設定例 1
KVMGuest エージェントに対して AD ベースドメインを使う設定の例を次に示します。

group rhev_grp1 (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
)
KVMGuest kvmres1 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.example.com:443",
User = rhevadmin@example.com,
Password = bncNfnOnkNphChdHe,
Cluster = dc2_cluster1,
UseManualRHEVMFencing = 0 }
GuestName = rhevvm1
DelayAfterGuestOnline = 20
DelayAfterGuestOffline = 35
)

設定例 2
複数の KVMGuest リソースに対して内部ドメインを使う設定の例を次に示します。

group rhev_grp1 (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
)
KVMGuest kvmres1 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.domain.com:443",
User = admin@internal,
Password = bncNfnOnkNphChdHe,
Cluster = dc2_cluster1,
UseManualRHEVMFencing = 0 }
GuestName = rhevvm1
DelayAfterGuestOnline = 20
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DelayAfterGuestOffline = 35
)
group rhev_grp2 (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
)
KVMGuest kvmres2 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.domain.com:443",
User = admin@internal,
Password = bncNfnOnkNphChdHe,
Cluster = dc2_cluster1,
UseManualRHEVMFencing = 0 }
GuestName = rhevvm2
DelayAfterGuestOnline = 20
DelayAfterGuestOffline = 35
)

設定例 3
KVMGuest リソースにストレージドメインのハードウェアのレプリケーションを行う DR を設
定する例を次に示します。
group Replication (
SystemList = { node1 = 0 }
ClusterList = { East = 0, West = 1 }
Authority = 1
)
HTC rhevdr_htc (
GroupName = rhevdr
Instance = 1
)
// resource dependency tree
//
//
group Replication
//
{
//
HTC rhevdr_htc
//
}
group RHEVDR (
SystemList = { node1 = 0 }
)
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KVMGuest hadrev17 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.domain.com:443",
User = "admin@internal", Password = iwoUlwL,
Cluster = RHEV_Prod_Clus,
UseManualRHEVMFencing = 1 }
GuestName = hadrev17
DelayAfterGuestOffline = 100
DROpts = { ConfigureNetwork = 1,
IPAddress = "10.209.68.255",
Netmask = "255.255.255.0",
Gateway = "10.209.68.1", DNSServers = NONE,
DNSSearchPath = NONE, Device = eth0 }
)
requires group Replication online local firm
// resource dependency tree
//
//
group RHEVDR
//
{
//
KVMGuest hadrev17
//
}

SuSE KVM の設定例
group kvmgrp (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
)
KVMGuest kvmres1 (
GuestName = kvmguest1
DelayAfterGuestOnline = 10
DelayAfterGuestOffline = 30
)
requires group mntgrp online local firm
group mntgrp (
SystemList = { north = 0, south = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
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AutoStartList = { north, south }
)
Mount mntres1 (
MountPoint = "/os_iso_image"
BlockDevice = "nfsserver:/os/suse"
FSType = nfs
)

KVMGuest エージェントのデバッグログレベル
KVMGuest エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2、DBG_3、DBG_4、DBG_5

Process エージェント
Process エージェントは、指定したプロセスの開始、停止、監視を行います。 このエー
ジェントを使って、プロセスの可用性を高めることができます。
このエージェントでは、設定されている PathName と Arguments がプロセステーブル内
のプロセスと完全に一致します。 具体的には、ps コマンドで一覧表示されるプロセスと、
VCS 設定ファイル /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf 内のすべての設定済みプ
ロセスの PathName と Arguments が完全に一致している必要があります。
AMF カーネルドライバはカーネルプロセスを監視しないことに注意してください。 Process
エージェントのインテリジェントな監視を有効にした場合でも、従来のポーリングベースの
監視を使ってカーネルプロセスを監視する必要があります。

IMF 対応
Process エージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。
IMF とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。
IMF 関連の Process エージェント関数について詳しくは、「Process エージェントのエー
ジェント関数」を参照してください。

Process エージェントの高可用性のファイアドリル
高可用性のファイアドリルは、VCS の設定と基本のインフラストラクチャの間の矛盾点を
検出します。この両者の間に矛盾があると、サービスグループが特定のノードでオンライ
ンになれない場合があります。
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プロセスのリソースについて、高可用性のファイアドリルは次の点をチェックします。
■

指定したプロセスにおけるバイナリ実行ファイルの有無（program.vfd）

■

すべてのノードにおける同一バイナリの存在の有無（program.vfd）

詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

Process エージェントの依存関係
このタイプのリソースは、環境によっては、IP、IPMultiNIC、または Mount の各リソースに
依存する場合があります。
Process リソースのサンプルサービスグループ

図 5-4
Process

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

Process エージェントのエージェント関数
Online

指定したユーザー環境において、オプションの引数
と優先度により、バックグラウンドでプロセスを起動し
ます。

Offline

VCS は、SIGTERM でプロセスを終了します。 プロ
セスが終了しない場合、SIGKILL が送信されます。

Monitor

プロセステーブルで絶対パスで指定された実行プロ
グラム名と引数をスキャンして、プロセスが稼動して
いるかどうかをチェックします。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、その
リソースをオフラインにします（必要な場合は強制的
に実行されます）。

imf_init

AMF（Asynchronous Monitoring Framework）カー
ネルドライバと連動するようにエージェントを初期化
します。 この機能は、エージェントが起動すると実行
されます。
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imf_getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得しま
す。この機能は、AMF カーネルドライバと連動する
ようにエージェントが初期化された後に実行されま
す。 エージェントは継続的に通知を待機し、通知後
にリソースでアクションを実行します。

imf_register

エージェントで監視する必要があるリソースエンティ
ティを AMF カーネルドライバに登録します。 たとえ
ば、この関数はプロセスのオンライン監視のための
PID を登録します。 この機能は、リソースが安定し
た状態（オンラインまたはオフライン）に入った後に、
リソースごとに実行されます。

Process エージェントの状態の定義
ONLINE

指定したプロセスが実行中であることを示します。
PathName 属性に設定した値が引数とともに ps コマンドで出力されたプロ
セスとまったく同じである場合にのみ、エージェントはプロセスを ONLINE と
して報告します。

OFFLINE

指定したプロセスが実行中でないことを示します。

FAULTED

予想外にプロセスが終了していることを示します。

UNKNOWN

エージェントがプロセスの状態を判断できないことを示します。

Process エージェントの属性
表 5-12

Linux の必須属性

必須属性

説明

PathName

実行プログラムにアクセスするための絶対パス。このパスにはプログラム名を
定義します。スクリプトがプロセスを制御する場合は、PathName によって
シェルへの絶対パスが定義されます。
この属性は 256 文字以内にする必要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/usr/sbin/proc1"
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表 5-13

オプションの属性 Linux の場合

オプションの属性 説明
Arguments

プロセスに渡す引数を指定します。 スクリプトがプロセスを制御する場合は、
そのスクリプトが引数として渡されます。 複数の引数は 1 つのスペースで区
切ります。 引数の間に複数のスペースを挿入したり、この属性の先頭や末
尾にスペースを挿入したりすることはできません。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

PidFile

監視プロセスのプロセス ID を定義したファイル。PID を使用するように監視
プロセスの PidFile 属性を指定します。 PidFile を指定しなかった場合、エー
ジェントは ps 出力を使用して監視プロセスを完了します。
スクリプトを使用する場合、または間接的にプロセスを起動する場合に、ps
出力が PathName、または Arguments 属性とは異なるときは PidFile 属性
を設定する必要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/var/lock/sendmail.pid"

Priority

処理を実行する優先度。優先度は -20（最高）から +19（最低）の範囲です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: 10

UserName

この属性は、処理の所有者です。プロセスはこのユーザー ID で実行されま
す。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
デフォルト: root

メモ: プロセスリソースの場合、設定される PathName と Arguments 属性の組み合わせ
が ps コマンドの出力で表示される内容と完全に同じである必要があります。

Process エージェントのリソースタイプの定義
type Process (
static keylist SupportedActions = { "program.vfd", getcksum
}
static str ArgList[] = { PathName, Arguments, UserName,
Priority, PidFile }
static int IMF{} = { Mode = 3, MonitorFreq = 5,
RegisterRetryLimit = 3 }
str PathName
str Arguments
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str UserName = root
str Priority = 10
str PidFile
)

Process エージェントの使用に関する注意事項
Process エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「プロセスの前提条件」

プロセスの前提条件
■

PathName 属性で指定したプロセスが STDOUT または STDERR へと継続的に書
き込みを行わないようにしてください。必要な場合は、STDOUT と STDERR を別の
ファイルにリダイレクトしてください。

■

プロセスが引数を修正することのないようにしてください。プロセスで引数を修正する
と、プロセスエージェントがプロセスを監視できなくなります。

Process エージェントの設定例
Process エージェントの設定
Linux 用の設定は次のとおりです。
この例では、Process エージェントは sendmail を起動、停止、監視します。 このプロセ
スは Arguments 属性で決定した 2 つの引数を使って起動されます。 PidFile 属性に保
存された PID は sendmail プロセスの監視に使用します。
Process sendmail (
PathName = "/usr/sbin/sendmail"
Arguments = "-bd -q30m"
PidFile = "/var/run/sendmail.pid"
)

Process エージェントのデバッグログレベル
Process エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2、DBG_3、DBG_4、DBG_5
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ProcessOnOnly エージェント
ProcessOnOnly エージェントは、指定したプロセスの開始と監視を行います。 エージェ
ントを使って、プロセスをいつでも利用できるようにするか、または監視できます。 このリ
ソースの Operation 値は OnOnly です。
VCS は、このエージェントを内部で使って、セキュアクラスタのセキュリティプロセスを監
視します。

依存関係
このリソースには、子の依存関係はありません。

エージェント関数
Online

オプションの引数を指定してプロセスを開始します。

Monitor

プロセステーブルで絶対パスで指定された実行プログラム名と引数をスキャ
ンして、プロセスが存在するかどうかをチェックします。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフラインにし
ます（必要な場合は強制的に実行されます）。

ONLINE

指定したプロセスが実行中であることを示します。

状態の定義
PathName 属性に設定した値が引数とともに ps コマンドで出力されたプロ
セスとまったく同じである場合にのみ、エージェントはプロセスを ONLINE と
して報告します。
FAULTED

予想外にプロセスが終了していることを示します。

UNKNOWN

エージェントがプロセスの状態を判断できないことを示します。
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属性
表 5-14

Linux の必須属性

必須属性

説明

PathName

実行プログラムにアクセスするための絶対パスを定義します。このパスには
プログラム名を定義します。プロセスがスクリプトによって制御される場合、
PathName にはシェルスクリプトへの絶対パスを定義します。PathName 属
性は 256 文字以内にする必要があります。
エージェントで ONLINE として表示されるようにするには、この属性に設定
された値が ps コマンドで出力されたプロセスと一致する必要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

表 5-15

オプションの属性 Linux の場合

オプションの属性 説明
Arguments

プロセスに渡す引数を指定します。 プロセスがスクリプトによって制御される
場合、そのスクリプトが引数として渡されます。 複数の引数を指定する場合
は、スペースで区切って指定します。 引数の間に複数のスペースを挿入し
たり、この属性の先頭や末尾にスペースを挿入したりすることはできません。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "-bd -q30m"

IgnoreArgs

monitor が引数リストを無視するかどうかを示すフラグ。
■

この値が 0 の場合は、プロセスのパス名と引数リストをチェックします。

■

この値が 1 の場合は、実行ファイルのパス名のみをチェックし、引数リス
トの残りを無視します。

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0
PidFile

監視プロセスのプロセス ID を定義したファイル。Pid を使用するように監視
プロセスの PidFile 属性を指定します。 PidFile を指定しなかった場合、エー
ジェントは ps 出力を使用して監視プロセスを完了します。
スクリプトを使用する場合、または間接的にプロセスを起動する場合に、ps
出力が PathName、または Arguments 属性とは異なるときは PidFile 属性
を設定する必要があります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/var/lock/sendmail.pid"
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オプションの属性 説明
Priority

プロセスを実行する優先度。優先度は -20（最高）から +19（最低）の範囲で
す。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: 10

UserName

プロセスの Owner です。プロセスはこのユーザー ID で実行されます。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
デフォルト: root

リソースタイプの定義
type ProcessOnOnly (
static str ArgList[] = { PathName, Arguments, UserName,
Priority, PidFile, IgnoreArgs }
static str Operations = OnOnly
str PathName
str Arguments
str UserName = root
str Priority = 10
str PidFile
boolean IgnoreArgs = 0
)

ProcessOnOnly エージェントの使用に関する注意事項
ProcessOnOnly エージェントでは、次の点に注意してください。
■

「プログラムの必要条件」

プログラムの必要条件
PathName に指定したプログラムが STDOUT または STDERR へと継続的に書き込み
を行わないようにしてください。 必要な場合は、STDOUT と STDERR を別のファイルに
リダイレクトしてください。

設定例
group testgrp (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
Parallel = 1
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AutoStartList = { sysA, sysB }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_test (
)
ProcessOnOnly testres (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/testApp/testproc"
)

デバッグログレベル
ProcessOnOnly エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_4
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6
インフラとサポートのエー
ジェント
この章では以下の項目について説明しています。
■

インフラエージェントとサポートエージェントについて

■

NotifierMngr エージェント

■

Proxy エージェント

■

Phantom エージェント

■

RemoteGroup エージェント

インフラエージェントとサポートエージェントについて
コンポーネントと VCS オブジェクトを監視するには、インフラエージェントとサポートエー
ジェントを使います。

NotifierMngr エージェント
notifier プロセスを開始、停止、監視し、可用性を向上させます。 nortifier プロセスは
VCS からのメッセージ受信、SNMP コンソールと SMTP サーバーへのメッセージ配信
を管理します。
通知を生成するイベントの種類について詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。
コマンドラインからの通知の設定については、notifier（1）のマニュアルページを参照
してください。
hares -modify コマンドを使用して NotifierMngr エージェントの属性を動的に変更す

ることはできません。 このコマンドを使用して行った変更は、notifier を再開した後にのみ
有効です。
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名前 notifier を持つ他のアプリケーションは、NotifierMngr エージェントで介入できます。
notifier が VCS の制御外で開始された場合、それが絶対パスで始まっていると、VCS
は notifier プロセスを監視できるだけです。 たとえば、次を使います。
# /opt/VRTSvcs/bin/notifier -s m=system_name &

system_name は システムの IP アドレスまたはホスト名です。

依存関係
NotifierMngr リソースは NIC リソースに依存できます。

エージェント関数
Online

必要な引数を指定して notifier のプロセスを起動します。

オフライン (Offline) VCS は、SIGABORT を送信します。 プロセスが 1 秒以内に終了しなかっ
た場合、VCS は SIGKILL を送信します。
Monitor

notifier プロセスを監視します。

Clean

SIGKILLを送信します。

ONLINE

notifier プロセスが実行中であることを示します。

OFFLINE

notifier プロセスが実行中ではないことを示します。

UNKNOWN

ユーザーがリソースに必須の属性を指定していないことを示します。

状態の定義
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属性
表 6-1

Linux の必須属性

必須属性

説明

SnmpConsoles

SNMP マネージャのマシン名と、配信する重要度を指定します。 重要度に
は、Information、Warning、Error、SevereError があります。 あ
る重要度を指定した場合、そのレベル以上のすべてのメッセージが送信さ
れます。
SnmpConsoles は、SmtpServer が指定されていない場合、必須属性で
す。指定されている場合、SnmpConsoles はオプション属性です。 必要な
場合は、SnmpConsoles と SmtpServer の両方の属性を指定します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
例:
"172.29.10.89" = Error, "172.29.10.56" = Information
SMTP 電子メールサーバーのマシン名を指定します。

SmtpServer

SmtpServer は、SnmpConsoles が指定されていない場合、必須属性で
す。指定されている場合、SmtpServer はオプション属性です。 必要な場
合は、SmtpServer と SnmpConsoles の両方の属性を指定できます。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "smtp.example.com"

表 6-2

オプションの属性 Linux の場合

オプションの属性

説明

EngineListeningPort

VCS エンジンがデフォルトポート以外のポートをリスニングしてい
る場合、この属性を変更します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 14141

MessagesQueue

VCS エンジンのメッセージキューサイズ 最小値は 30 です。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 30

NotifierListeningPort

有効かつ他のアプリケーションで使用していない任意の TCP/IP
ポート番号。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 14144
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オプションの属性

説明

NotifierSourceIP

この属性を設定すると、notifier（SMTP と SNMP）から送信される
すべての通知がこの IP アドレスを持つインターフェースから送信
されます。

メモ: この属性に指定された Source IP が /etc/hosts ファイルに
存在するか、DNS 解決可能であることを確認します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "10.209.77.111"
SmtpFromPath

notifier で FROM: フィールドにカスタムの電子メールアドレスを
使用する場合は、この属性に有効な電子メールアドレスを設定し
ます。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "usera@example.com"

SmtpRecipients

SMTP からの情報の送信先となる電子メールアドレスとメッセージ
のレベルを指定します。 重要度には、Information、Warning、
Error、SevereError があります。 ある重要度を指定した場合、そ
のレベル以上のすべてのメッセージが送信されます。

メモ: SmtpServer が指定されている場合、SmtpRecipients は
必須属性です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
例:
"james@example.com" = SevereError,
"admin@example.com" = Warning

SmtpReturnPath

notifier で Return-Path: フィールドに独自の電子メールアドレス
を使用する場合は、この属性に有効な電子メールアドレスを設定
します。
SmtpServer で指定された電子メールサーバーが SMTP VRFY
コマンドをサポートしない場合、SmtpReturnPath の値を有効に
するには SmtpVrfyOff を 1 に設定する必要があります。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "usera@example.com"
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オプションの属性

説明

SmtpServerTimeout

notifier が、送信した SMTP コマンドに対する電子メールサーバー
からの応答を待機する時間を秒で示します。 電子メールサーバー
が notifier からの SMTP コマンドに応答するのに時間がかかる場
合は、この値を増やすことができます。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 10

SmtpServerVrfyOff

電子メールサーバーが SMTP VRFY コマンドをサポートしていな
い場合は、この属性を 1 に設定してください。 1 を設定した場合、
notifier は電子メールの送信時、SmtpServer 属性で指定された
電子メールサーバーに SMTP VRFY 要求を送信しません。
データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー
デフォルト: 0

SnmpCommunity

SNMP マネージャのコミュニティ ID を指定します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: public

SnmpdTrapPort

SNMP トラップの送信先となる SNMP コンソールマシンのポート。
複数の SNMP コンソールを指定する場合、すべてのコンソール
でこの値が使用されます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: 162

MessageExpiryInterval

メッセージが期限切れになる秒単位の時間。VCS エンジンはメッ
セージの有効期限間隔以内に通知者にメッセージを送信できな
い場合、VCS エンジンのメッセージキューからメッセージを削除し
ます。
最小値: 3600
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 3600

リソースタイプの定義
type NotifierMngr (
static int RestartLimit = 3
static str ArgList[] = { EngineListeningPort, MessagesQueue,
MessageExpiryInterval, NotifierListeningPort, NotifierSourceIP,
SnmpdTrapPort, SnmpCommunity, SnmpConsoles, SmtpServer,
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SmtpServerVrfyOff, SmtpServerTimeout, SmtpReturnPath,
SmtpFromPath, SmtpRecipients }
int EngineListeningPort = 14141
int MessagesQueue = 30
int MessageExpiryInterval = 3600
int NotifierListeningPort = 14144
str NotifierSourceIP
int SnmpdTrapPort = 162
str SnmpCommunity = public
str SnmpConsoles{}
str SmtpServer
boolean SmtpServerVrfyOff = 0
int SmtpServerTimeout = 10
str SmtpReturnPath
str SmtpFromPath
str SmtpRecipients{}
)

設定例
次の設定例では、NotifierMngr エージェントが 2 つのグループ、NicGrp と Grp1 ととも
に動作するように設定されています。 NicGrp には、NIC リソースと、VCS がグループの
オンラインおよびオフライン状態を判断するための Phantom リソースが含まれています。
Phantom エージェントを見ると、NIC リソースのような OnOnly や Persistent リソースだ
けを含むグループの状態をより詳しく確認できます。 NicGrp は、両方のシステムでオン
ラインとなるように、パラレルグループとして設定する必要があります。
Grp1 には、NotifierMngr リソース（ntfr）と、NicGrp に設定されている NIC リソースと関
連させている Proxy リソース（nicproxy）が含まれています。
この例では、NotifierMngr は、Proxy リソースに依存しています。
メモ: クラスタ内で実行できる notifier プロセスのインスタンスは 1 つのみです。 このプロ
セスは、パラレルサービスグループで実行することはできません。
NotifierMngr リソースは、すべてのイベントに関する通知を SNMP コンソール
SNMPServerName に送信します。この例では、SevereError レベルのメッセージのみを
SMTP サーバー（smtp.example.com）および受信者（vcsadmin@example.com）に送
信します。

設定
Linux 用の設定は次のとおりです。
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system north
system south
group NicGrp (
SystemList = { north, south}
AutoStartList = { north }
Parallel = 1
)
Phantom my_phantom (
)
NIC

NicGrp_eth0 (
Device = eth0

)
group Grp1 (
SystemList = { north, south }
AutoStartList = { north }
)
Proxy nicproxy(
TargetResName = "NicGrp_eth0"
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { "SNMPServerName" = Information }
SmtpServer = "smtp.example.com"
SmtpRecipients = { "vcsadmin@example.com" =
SevereError }
)
ntfr requires nicproxy
// resource dependency tree
//
//
group Grp1
//
{
//
NotifierMngr ntfr
//
{
//
Proxy nicproxy
//
}
//
}
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デバッグログレベル
NotifierMngr エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1

Proxy エージェント
Proxy エージェントは、ローカルシステムまたはリモートシステム上で他のリソースの状態
をミラー化します。 このエージェントは、特定のリソースを指定および変更し、その状態に
その代理リソース（proxy リソース）を反映させる方法を提供します。 リソースの状態をレ
プリケートする必要があるとき、このエージェントを使うことができます。
Proxy リソースは、None または OnOnly のリソースタイプのみをポイントでき、フェール
オーバーグループまたはパラレルグループに存在できます。ターゲットリソースとそのプ
ロキシは、同じグループ内に存在できません。

依存関係
Proxy リソースには、依存関係はありません。
Proxy リソースを含むサンプルサービスグループ

図 6-1
App1

App2

IP

Mount

IP

Mount

NIC

Volume

Proxy

Volume

DiskGroup

DiskGroup

エージェント関数
Monitor

対象リソースの状態に基づいて、状態を判断します。
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属性
表 6-3

必須属性

必須属性

説明

TargetResName

Proxy リソースによってミラー化される対象リソースの名前。
ターゲットリソースと Proxy リソースは、それぞれ異なるリソースグループに
属していることが必要です。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "nic1"

表 6-4

オプションの属性

オプションの属性 説明
TargetSysName

TargetSysName 変数で定義されたシステム上の TargetResName 属性
で定義されたリソースの状態をミラー化します。 この属性を指定しない場合、
Proxy リソースは、対象システムをローカルシステムと判断します。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "sysa"

リソースタイプの定義
type Proxy (
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str ArgList[] = { TargetResName, TargetSysName,
"TargetResName:Probed", "TargetResName:State" }
static str Operations = None
str TargetResName
str TargetSysName
)

設定例
設定 1
Proxy proxy1 (
TargetResName = "nic1"
)
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設定 2
Proxy リソースは、sysa 上でリソース nic2 の状態をミラー化します。
Proxy proxy1(
TargetResName = "nic2"
TargetSysName = "sysa"
)

設定 3
Proxy リソースは、ローカルシステム上で mnic リソースの状態をミラー化します。対象リ
ソースは grp1 にあり、Proxy は grp2 にあります。対象リソースと Proxy は同じグループ
に置くことはできません。
group grp1 (
SystemList = { sysa, sysb }
AutoStartList = { sysa }
)
MultiNICA mnic (
Device@sysa = { eth0 = "192.123.8.41", eth3 =
"192.123.8.42" }
Device@sysb = { eth0 = "192.123.8.43", eth3 =
"192.123.8.43" }
NetMask = "255.255.248.0"
NetworkHosts = { "192.123.10.129", "192.123.10.130" }
)
IPMultiNIC ip1 (
Address = "192.123.10.177"
MultiNICAResName = mnic
NetMask = "255.255.248.0"
)
ip1 requires mnic

group grp2 (
SystemList = { sysa, sysb }
AutoStartList = { sysa }
)
IPMultiNIC ip2 (
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Address = "192.123.10.178"
NetMask = "255.255.248.0"
MultiNICAResName = mnic
)
Proxy proxy (
TargetResName = mnic
)
ip2 requires proxy

デバッグログレベル
Proxy エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_2

Phantom エージェント
このエージェントにより、VCS は、OnOff リソース（VCS が開始および停止できるリソー
ス）を含まないパラレルサービスグループの状態を判断できます。 このエージェントによっ
て提供される「ダミー」リソースなしでは、VCS は、「None（Persistent）」リソースと「OnOnly」
リソースのみを含むグループの状態を評価できません。これは、これらのリソースの状態
は、グループがオンラインであるかどうかを判断する処理で考慮されないためです。 サー
ビスグループとリソースのカテゴリについて詳しくは、『VCS 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
フェールオーバーサービスグループには Phantom リソースは使わないでください。
また、リソースを含まないサービスグループでは Phantom リソースを使わないでください。
メモ: リソースレベルで Phantom リソースに対して手動でオンライン操作やオフライン操
作を試行しないでください。リソースレベルで Phantom リソースに対して hares コマンド
を使わないでください。 Phantom リソースにオンライン手順やオフライン手順、または
hares コマンドを手動で試行した場合、予測不能な動作が生じます。 Phantom リソース
を含むサービスグループでコマンドを実行できます。

依存関係
依存関係は Phantom のリソースのためにありません。
図 6-2
Phantom

Phantom リソースを含むサンプルサービスグループ
NIC
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エージェント関数
Monitor

サービスグループの状態に基づいて、状態を決定します。

リソースタイプの定義
type Phantom (
)

設定例
設定 1
Phantom boo (
)

設定 2
次の例は、main.cf を示しており、FileNone リソースと Phantom リソースが同一のグルー
プに属しています。
include "types.cf"
cluster PhantomCluster
system sysa (
)
system sysb (
)
group phantomgroup (
SystemList = { sysa = 0, sysb = 1 }
AutoStartList = { sysa }
Parallel = 1
)
FileNone my_file_none (
PathName = "/tmp/file_none"
)
Phantom my_phantom (
)
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group maingroup
{
Phantom my_Phantom
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// FileNone my_file_none
// }

RemoteGroup エージェント
RemoteGroup エージェントは異なる VCS クラスタに設定したアプリケーションの間に依
存関係を設立します。 たとえば、ローカルクラスタに Apache リソースを設定し、リモート
クラスタに MySQL リソースを設定するとします。 この場合、 Apache リソースはMySQL
リソースに依存します。 RemoteGroup エージェントを使えば、この 2 つのリソース間の
この依存関係を確立できます。
RemoteGroup エージェントでリモートクラスタ内のサービスグループの監視と管理がで
きます。
RemoteGroup リソース設定の要点は次のとおりです。
■

監視または管理するリモートサービスごとに、対応する RemoteGroup リソースをロー
カルクラスタに設定する必要があります。

■

ローカルクラスタにある複数の RemoteGroup リソースは、別々のリモートクラスタに
ある複数のリモートサービスグループを管理できます。

■

RemoteGroup リソースは、リソースまたはサービスグループのすべてのタイプの依存
関係ツリーに挿入できます。

■

ローカルサービスグループの状態とリモートサービスグループの状態の組み合わせ
が、RemoteGroup リソースの状態を決定します。

次の場合に RemoteGroup エージェントがサポートされます。
■

RemoteGroup エージェントがグローバルグループを指す場合
その場合、RemoteGroup エージェントはローカルクラスタのグローバルグループの
状態をマップする必要があります。

■

RemoteGroup エージェントがローカルパラレルサービスグループ内に設定されてい
る場合
すべてのクラスタノード上の RemoteGroup リソースは、その属性がローカライズされ
ている場合を除き、同じリモートサービスグループを監視します。

■

RemoteGroup エージェントがローカルフェールオーバーサービスグループ内に設
定されている場合

このエージェント関数について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
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依存関係
ベストプラクティスとしては、NIC リソースに RemoteGroup リソースとの依存関係を確立
します。 RemoteGroup リソースは、単独でサービスグループに配置しないことをお勧め
します。

エージェント関数
Online

リモートサービスグループをオンラインにします。 詳しくは次を参照し
てください。
p.261 の 表 6-5 を参照してください。

オフライン (Offline)

リモートサービスグループをオフラインにします。 詳しくは次を参照し
てください。
p.261 の 表 6-5 を参照してください。

Monitor

リモートサービスグループの状態を監視します。
リモートサービスグループの実際の状態が監視できるのは、ローカル
クラスタのオンラインノード上のみです。 詳しくは次を参照してくださ
い。
p.261 の 表 6-5 を参照してください。

Clean

RemoteGroup リソースに障害が発生すると、Clean 機能がリモート
サービスグループをオフラインにします。 詳しくは次を参照してくださ
い。
p.261 の 表 6-5 を参照してください。

状態の定義
ONLINE

リモートサービスグループの状態が ONLINE になっていることを示します。
ReturnIntOffline 属性が RemotePartial に設定されていない場合、リモー
トサービスグループの状態は ONLINE または PARTIAL になります。

OFFLINE

リモートサービスグループの状態が OFFLINE または FAULTED になって
いることを示します。 リモートサービスグループの実際の状態が監視できる
のは、ローカルクラスタのオンラインノード上のみです。
ReturnIntOffline 属性が適切な値に設定されている場合、RemoteGroup
リソースは意図的なオフラインを返します。

FAULTED

RemoteGroup リソースが予想外にオフライン化したことを示します。

UNKNOWN

リモートサービスグループの状態を判断する、RemoteGroup リソースの設
定または能力に問題があることを示します。
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属性
表 6-5

必須属性

必須属性

説明

IpAddress

リモートクラスタのノードの IP アドレスまたは DNS名。 IPアドレスは物理ま
たは仮想のどちらでもかまいません。
リモートクラスタの仮想 IP アドレスを設定するときは、IP リソースをリモート
サービスグループの一部として設定しないでください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "www.example.com" または "11.183.12.214"

Port

リモートクラスタがデフォルト値 14141 のポート以外で応答準備をする場合、
これは必須属性となります。
p.263 の 表 6-6 を参照してください。

GroupName

RemoteGroup エージェントを使って監視または管理するリモートクラスタの
サービスグループの名前。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "DBGrp"

VCSSysName

この属性は VCS システム名または ANY 値に設定する必要があります。
■

ANY
リモートサービスグループがリモートクラスタのノードで 1 つでもオンライ
ンになっていると、RemoteGroup リソースはオンラインになります。

■

VCSSysName
RemoteGroup リソースがオンラインになったときに、オンライン化したい
リモートサービスグループが存在するリモートクラスタに VCS 名を使用
します。 これにより、ローカルクラスタとリモートクラスタのノード間に一対
一のマッピングが確立されます。

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "vcssys1" または "ANY"
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必須属性

説明

ControlMode

RemoteGroup リソースの動作のモードを決定するには、MonitorOnly、
OnlineOnly、OnOff の値からいずれかを選択します。
■

■

■

OnOff
RemoteGroup リソースはリモートサービスグループをオンライン状態ま
たはオフライン状態にします。
VCSSysName 属性を ANY に設定すると、リモートサービスグループ
の SysList 属性がオンラインになるグループのノードを確定します。
MonitorOnly
RemoteGroup リソースはリモートサービスグループの状態を監視する
のみです。 RemoteGroup リソースはリモートサービスグループをオンラ
イン状態またはオフライン状態にできません。
RemoteGroup リソースをオンライン化する前にリモートサービスグルー
プをオンライン化してください。
OnlineOnly
RemoteGroup リソースが実行できるのは、リモートサービスグループを
オンライン状態にすることのみです。 RemoteGroup リソースはリモート
サービスグループをオフライン状態にできません。
VCSSysName 属性を ANY に設定すると、リモートサービスグループ
の SysList 属性がオンラインになるグループのノードを確定します。

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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必須属性

説明

Username

リモートクラスタのログインユーザー名。
ControlMode 属性を OnOff または OnlineOnly に設定するときは、
GroupName 属性に指定したリモートサービスグループに対して管理権限
を持つユーザーネームを使う必要があります。
ユーザーネームデータの入力に RemoteGroup ウィザードを使用するとき
は、ユーザー名とドメイン名をそれぞれ別のフィールドに入力する必要があ
ります。 Symantec Product Authentication Service が導入されているクラ
スタの場合は、ドメイン名を入力する必要はありません。
セキュアリモートクラスタの場合
■

■

ローカルの Unix ユーザー
user@nodename : ここで、ノード名は IpAddress 属性で指定されてい
るノードの名前にします。 DomainType 属性は指定しないでください。
NIS または NIS+ のユーザー
user@domainName : ここで、domainName は、ユーザーの NIS また
は NIS+ の名前にします。 NIS または NIS+ のいずれかに DomainType
属性の値を設定する必要があります。

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例:
■

■

パスワード

Veritas Product Authentication Service が導入されていないクラスタ
の場合: "johnsmith"
セキュアリモートクラスタの場合: "foobar@example.com"

これは、Username 属性で指定したユーザーに対応するパスワードです。
vcsencrypt -agent コマンドでパスワードを暗号化する必要がありま
す。

メモ: 設定ウィザードまたは Cluster Manager（Java コンソール）からパス
ワードを入力する場合は、vcsencrypt ユーティリティを使わないでください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

表 6-6

オプションの属性

オプションの属性

説明

DomainType

セキュアリモートクラスタの場合にのみ、指定ユーザーのドメインタイプ
情報を入力します。
ドメインタイプが unixpwd のユーザーの場合は、この属性を設定する
必要はありません。
データ形式: 文字列 - スカラー
例: "nis"、"nisplus"
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オプションの属性

説明

BrokerIp

セキュアリモートクラスタのみの場合 RemoteGroup エージェントに特
定の認証ブローカーと通信させる必要がある場合、この属性の値をブ
ローカーの IP アドレスに設定します。
データ形式: 文字列 - スカラー
例: "128.11.295.51"

Port

リモートエンジンの要求応答準備ポート。
リモートクラスタがデフォルト値 14141 のポートだけで応答準備をする
場合は、これはオプションの属性となります。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 14141

OfflineWaitTime

リモートサービスグループがオフラインになるまでに必要な予想される
最大秒数。 リモートサービスグループがこの属性に指定した時間を超
えたときには、VCS が RemoteGroup リソースの clean 機能を呼び出
します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

ReturnIntOffline

IntentionalOffline を返すには、RemoteGroup の次のいずれかの値
を選択します。
■

■

■

RemotePartial: リモートサービスグループの状態が
ONLINE|PARTIAL の場合に、RemoteGroup リソースは
IntentionalOffline を返すことを示します。
RemoteOffline: リモートサービスグループの状態が OFFLINE の
場合に、RemoteGroup リソースは IntentionalOffline を返すこと
を示します。
RemoteFaulted: リモートサービスグループの状態が
OFFLINE|FAULTED の場合に、RemoteGroup リソースは
IntentionalOffline を返すことを示します。

これらの値は互いに組み合わせて使用できます。
この属性が正常に機能するためには、RemoteGroup リソースタイプの
IntentionalOffline 属性を 1 に設定する必要があります。 この属性に
ついて詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル
デフォルト: ""
OfflineMonitoringN ode リモートサービスグループのオフライン監視を実行するクラスタノードを
定義します。 これは内部属性です。 変更しないでください。
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表 6-7

Type-level 属性

タイプレベル属性 説明
OnlineRetryLimit
OnlineWaitLimit

リモートサービスグループのオンライン化に時間がかかる場合は、デフォル
トの OnlineWaitLimit 属性と OnlineRetryLimit 属性を修正することをお勧
めします。
これらの属性について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。

ToleranceLimit
MonitorInterval

RemoteGroup エージェントがリモートサービスグループの突発的なオフラ
ン化をサポートすることが予測される場合は、ToleranceLimit 属性を修正し
てください。
これらの属性について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。

ExternalStateChange VCS の制御外で RemoteGroup リソースがオンラインまたはオフラインに
なったときに、ローカルサービスグループをオンラインまたはオフラインにす
る場合は、ExternalStateChange 属性を適切に設定します。
これらの属性について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。

リソースタイプの定義
type RemoteGroup (
static int OnlineRetryLimit = 2
static int ToleranceLimit = 1
static boolean IntentionalOffline = 1
static str ArgList[] = { IpAddress, Port, Username, Password,
GroupName, VCSSysName, ControlMode, OfflineWaitTime,
DomainType, BrokerIp, ReturnIntOffline }
str IpAddress
int Port = 14141
str Username
str Password
str GroupName
str VCSSysName
str ControlMode
int OfflineWaitTime
str DomainType
str BrokerIp
str ReturnIntOffline[] = {}
temp str OfflineMonitoringNode
)
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デバッグログレベル
RemoteGroup エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1
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7
エージェントのテスト
この章では以下の項目について説明しています。
■

エージェントのテストについて

■

ElifNone エージェント

■

FileNone エージェント

■

FileOnOff エージェント

■

FileOnOnly エージェント

エージェントのテストについて
プログラムサポートリソースに高可用性を提供するには、テストエージェントを使います。
これらのリソースはサービスグループをテストするために有用です。

ElifNone エージェント
ElifNone エージェントは、ファイルを監視します。 ファイルの欠落も調べます。
ElifNone エージェントを使って、サービスグループの動作をテストできます。 また、テスト
時にリソースの代わりに用いて、偽のリソースとしても使えます。

ElifNone エージェントの依存関係
ElifNone リソースには、依存関係はありません。
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図 7-1

ElifNone リソースを含むサンプルサービスグループ
Application

ElifNone

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

ElifNone エージェントのエージェント関数
Monitor

指定したファイルを確認します。 指定したファイルが存在する場合、リソース
違反になります。 指定したファイルが存在しない場合、エージェントはリソー
スを ONLINE として報告します。

ElifNone エージェントの状態の定義
ONLINE

PathName 属性で指定されたファイルが存在しないことを示します。

FAULTED

PathName 属性で指定されたファイルが存在することを示します。

UNKNOWN

PathName 属性の値がファイル名を含んでいないことを示します。

ElifNone エージェントの属性
表 7-1

必須属性

必須属性

説明

PathName

絶対パスを指定します。 ファイル名はスラッシュ（/）で始まります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/tmp/file01"

ElifNone エージェントのリソースタイプの定義
type ElifNone (
static str ArgList[] = { PathName }
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static int OfflineMonitorInterval = 60
static str Operations = None
str PathName
)

ElifNone エージェントの設定例
ElifNone tmp_file01 (
PathName = "/tmp/file01"
)

ElifNone エージェントのデバッグログレベル
ElifNone エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_4、DBG_5

FileNone エージェント
ファイルを監視し、ファイルの存在を調べます。
FileNone エージェントを使って、サービスグループの動作をテストできます。 また、テス
ト時にリソースの代わりに用いて、偽のリソースとしても使えます。

FileNone エージェントの依存関係
FileNone リソースには、依存関係はありません。
図 7-2

FileNone リソースを含むサンプルサービスグループ
Application

FileNone

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup
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FileNone エージェントのエージェント関数
Monitor

指定したファイルを確認します。 指定したファイルが存在する場合、エージェ
ントはリソースを ONLINE として報告します。存在しない場合は、リソース違
反になります。

FileNone エージェントの状態の定義
ONLINE

PathName 属性で指定されたファイルが存在することを示します。

FAULTED

PathName 属性で指定されたファイルが存在しないことを示します。

UNKNOWN

PathName 属性の値がファイル名を含んでいないことを示します。

FileNone エージェントの属性
表 7-2

必須属性

必須属性

説明

PathName

絶対パスを指定します。 ファイル名はスラッシュ（/）で始まります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/tmp/file01"

FileNone エージェントのリソースタイプの定義
type FileNone (
static str ArgList[] = { PathName }
static int OfflineMonitorInterval = 60
static str Operations = None
str PathName
)

FileNone エージェントの設定例
FileNone tmp_file01 (
PathName = "/tmp/file01"
)
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FileNone エージェントのデバッグログレベル
FileNone エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_4、DBG_5

FileOnOff エージェント
FileOnOff エージェントはファイルを作成、削除、監視します。
FileNone エージェントを使って、サービスグループの動作をテストできます。 また、テス
ト時にリソースの代わりに用いて、偽のリソースとしても使えます。

FileOnOff エージェントの依存関係
FileOnOff リソースには、依存関係はありません。
図 7-3

FileOnOff リソースを含むサンプルサービスグループ
Application

FileOnOff

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

FileOnOff エージェントのエージェント関数
Online

既存ファイルが存在しない場合は、指定した名前で空のファイルを作成しま
す。

Offline

指定したファイルを削除します。

Monitor

指定したファイルを確認します。 指定したファイルが存在する場合、エージェ
ントはONLINE を報告します。 存在しない場合は、OFFLINE を報告しま
す。

Clean

指定したファイルを必要に応じて強制的に削除します。
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FileOnOff エージェントの状態の定義
ONLINE

PathName 属性で指定されたファイルが存在することを示します。

OFFLINE

PathName 属性で指定されたファイルが存在しないことを示します。

FAULTED

PathName 属性で指定されたファイルが VCS の制御から削除されたことを
示します。

UNKNOWN

PathName 属性の値がファイル名を含んでいないことを示します。

FileOnOff エージェントの属性
表 7-3

必須属性

必須属性

説明

PathName

絶対パスを指定します。 ファイル名はスラッシュ（/）で始まります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/tmp/file01"

FileOnOff エージェントのリソースタイプの定義
type FileOnOff (
static str ArgList[] = { PathName }
str PathName
)

FileOnOff エージェントの設定例
FileOnOff tmp_file01 (
PathName = "/tmp/file01"
)

FileOnOff エージェントのデバッグログレベル
FileOnOff エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_4、DBG_5

FileOnOnly エージェント
FileOnOnly エージェントはファイルを作成、監視します。
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FileNone エージェントを使って、サービスグループの動作をテストできます。 また、テス
ト時にリソースの代わりに用いて、偽のリソースとしても使えます。

FileOnOnly エージェントの依存関係
FileOnOnly リソースには、依存関係はありません。
図 7-4

FileOnOnly リソースを含むサンプルサービスグループ
Application

FileOnOnly

IP

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

FileOnOnly エージェントのエージェント関数
Online

既存ファイルが存在しない場合は、指定した名前で空のファイルを作成しま
す。

Monitor

指定したファイルを確認します。 指定したファイルが存在する場合、エージェ
ントはONLINE を報告します。 存在しない場合は、リソース違反になります。

Clean

実行中のすべてのリソースアクションを終了し、そのリソースをオフラインにし
ます（必要な場合は強制的に実行されます）。

FileOnOnly エージェントの状態の定義
このエージェントの状態の定義は次のとおりです。
ONLINE

PathName 属性で指定されたファイルが存在することを示します。

OFFLINE

PathName 属性で指定されたファイルが存在せず、VCS はリソースのオン
ライン化を試みなかったことを示します。

FAULTED

PathName 属性で指定されたファイルが VCS の制御から削除されたことを
示します。

UNKNOWN

PathName 属性の値がファイル名を含んでいないことを示します。
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FileOnOnly エージェントの属性
表 7-4

必須属性

必須属性

説明

PathName

絶対パスを指定します。 ファイル名はスラッシュ（/）で始まります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "/tmp/file02"

FileOnOnly エージェントのリソースタイプの定義
type FileOnOnly (
static str ArgList[] = { PathName }
static str Operations = OnOnly
str PathName
)

FileOnOnly エージェントの設定例
FileOnOnly tmp_file02 (
PathName = "/tmp/file02"
)

FileOnOnly エージェントのデバッグログレベル
FileOnOnly エージェントは、次のデバッグログレベルを使います。
DBG_1、DBG_4、DBG_5
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レプリケーションエージェン
ト
この章では以下の項目について説明しています。
■

レプリケーションエージェントについて

■

RVG エージェント

■

RVGPrimary エージェント

■

RVGSnapshot

■

RVGShared エージェント

■

RVGLogowner エージェント

■

RVGSharedPri エージェント

■

VFRJob エージェント

レプリケーションエージェントについて
VVR リソースに高可用性を提供するには、レプリケーションエージェントを使います。
高可用性を目的とした Replication エージェントの設定について詳しくは、『Veritas
InfoScale レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。

RVG エージェント
RVG のオンライン化、RVG への読み書きアクセスの監視および RVG のオフライン化を
行います。これはフェールオーバーリソースです。RVG エージェントを使うと、クラスタ間
でのレプリケーションが可能になります。クラスタのプライマリ VVR ノードと別のクラスタの
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セカンダリ VVR ノードを管理します。それぞれのクラスタ内で各ノードをフェールオーバー
させることができます。これにより、レプリケーションの高可用性を実現します。
RVG エージェントはローカルフェールオーバー中の RVG の状態を管理します。
RVGPrimary エージェントは広域フェールオーバー中の RVG の役割を管理します。
VCS グローバルクラスタを使用すると、プライマリの役割をプライマリ VVR ノードからセ
カンダリ VVR ノードにフェールオーバーできます。
RVG エージェントの主な機能を次に示します。
■

VVR のプライマリおよびセカンダリノードをクラスタ化することで、単一点障害による
サービスの停止を防ぎます。

■

サービスグループをオンラインにして、VVR を使用する VCS 管理アプリケーションを
起動できるようにします。

■

クラスタ内のノードに障害が発生したとしても、クラスタ内の他のノードがレプリケーショ
ンを継続するため、更新分のデータを失うことはありません。

■

RVG のリソースタイプを加えることで、VVR を任意の VCS クラスタに追加できるよう
にします。

ユーザー環境を作成する際に参考となるエージェント用の設定ファイルのサンプルは、
次のディレクトリにあります。
/etc/VRTSvcs/conf/sample_vvr/RVG

依存関係
RVG リソースでは、RDS 内の RVG（Replicated Volume Group）を定義します。 RVG
リソースは、DiskGroup リソースに依存します。 また、RVG リソースは、レプリケーション
に使用する IP リソースにも依存します。
依存関係について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
図 8-1

RVG リソースのサンプルサービスグループ
RVG

DiskGroup

IP

NIC

エージェント関数
RVG エージェントには、以下のエージェント関数が含まれています。
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Online

DiskGroup エージェントが RVG をリカバリしたかどうかを確認します。 リカバリし
ていない場合、データボリュームと SRL（Storage Replicator Log）をリカバリして
起動します。また、RVG をリカバリし、RVG 内のすべての RLINK をリカバリして、
RVG を起動します。

オフライン
(Offline)

RVG を停止します。

Monitor

vxprint コマンドを使用して RVG の状態を監視します。
RVG リソースは、ローカルの RVG へのアクセスのみ監視します。 レプリケーショ
ンの監視は行われません。

Clean

RVG を停止します。

info

info エントリポイントは、RDS のレプリケーション状態に関する情報を表示します。

状態の定義
RVG エージェントには、以下の状態の定義が含まれています。
ONLINE

RVG が ENABLED/ACTIVE 状態にあることを示します。

OFFLINE

RVG が DISABLED/CLEAN 状態にあることを示します。

FAULTED

RVG が ENABLED/ACTIVE 状態にない場合、RVG リソースは利用できません。

属性
表 8-1

必須属性

属性

説明

RVG

監視される RVG の名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "hr_rvg"

DiskGroup

RVG に関連付けられるディスクグループです。
データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "hrbg"

StorageDG

バンカーディスクグループの名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "hr_bdg"

277

第 8 章 レプリケーションエージェント
RVG エージェント

属性

説明

StorageRVG

バンカー RVG の名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "hr_brvg"
バンカークラスタ内の各ノードのホスト ID をス
ペースで区切ったリスト。

StorageHostIds

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト
例: "bunker_host"

表 8-2

オプションの属性

属性

説明

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数です。 この
属性で定義された数は、他の内部の目的で使うスレッドを含みません。
このエージェントについては、この属性を修正しないでください。
この属性を高い値に設定すると、基になっているコマンドのシリアル化によって
エージェント関数がタイムアウトする場合があります。
デフォルト: 1

リソースの種類の定義
RVG エージェントのリソースタイプ定義は次のとおりです。
type RVG (
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { RVG, DiskGroup }
str RVG
str DiskGroup
str StorageRVG
str StorageDG
str StorageHostIds
)

設定例
RVG rvg (
RVG = ApplicationRVG
DiskGroup = vvrdg
StorageRVG = ApplicationRVG
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StorageDG = vvrdg
StorageHostIds = "bunker_host"
)

RVGPrimary エージェント
RVGPrimary エージェントを使うことにより、VCS 環境で VVR RVG（Replicated Volume
Group）の移行とテイクオーバーが可能になります。 タイプ RVGPrimary のリソースをオ
ンラインにすると、ローカルホストの RVG がプライマリになります。
このエージェントは、プライマリとセカンダリ両ホストがクラスタ化されている場合、特に
VCS RDC や、VCS グローバルクラスタを使っている場合は、VCS 管理アプリケーショ
ンが、書き込み可能なレプリケーションディスクを利用できるよう完全自動化するのに便
利です。
RVGPrimary エージェント関数を次に示します。
■

広い範囲でアプリケーションをフェールオーバーする場合、手動での VVR プライマ
リとセカンダリとの役割を移行する作業を省きます。

■

ハードテイクオーバーを試す前に移行を試すことによって、レプリケーションボリュー
ムを再同期する必要性を最小限にします。

■

役割を移行する前に、プライマリとセカンダリ両方の RDS が完全に同期されるのを
待ちます。

■

テイクオーバー後に復帰する場合は、停止したプライマリの自動高速フェールバック
再同期をサポートします。

■

ネットワーク障害や災害の後にプライマリサイトを区別できるようにします。

■

サイトの障害やネットワークの中断が解決された後にプライマリサイトを選択する機能
をサポートします。

■

セカンダリ RVG の移行またはテイクオーバーが正常に完了した後、RVGPrimary
エージェントは、新しいプライマリから RDS にある別のセカンダリへのレプリケーショ
ンを自動的に開始します。

■

プライマリサイトが利用可能ではない場合、RVGPrimary エージェントはテイクオー
バーの前に、セカンダリサイトをプライマリサイトに関連付けられているバンカーと同期
します。

高可用性を目的とした Replication エージェントの設定について詳しくは、『Veritas
InfoScale レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
設定を行う際に参考となるこのエージェント用の設定ファイルのサンプル
は、/etc/VRTSvcs/conf/sample_vvr/RVGPrimary にあります。

279

第 8 章 レプリケーションエージェント
RVGPrimary エージェント

依存関係
RVGPrimary エージェントは、通常、online local hard グループの依存関係にある 2 つ
のグループで、RVG エージェントと連携して使われます。 親グループには、実際のアプ
リケーションおよびファイルシステムを管理するリソースと、RVGPrimary リソースが含ま
れます。 子グループには、RVG や DiskGroup タイプリソースなどのストレージインフラ
ストラクチャを管理するリソースが含まれます。
RVGPrimary エージェントを使った VVR 環境の設定について詳しくは、『Veritas
InfoScale Replication 管理者ガイド』を参照してください。
RVGPrimary リソースのサンプルサービスグループ

図 8-2

Oracle

IP

Mount

Mount

NIC

Mount

RVGPrimary
プライマリサイトでオンラインになっているアプリケーショ
ンサービスグループ（グローバル）

online local hard の依存関係

RVG

DiskGroup

IP

NIC
プライマリおよびセカンダリの両方のサイトでオンラインになっているレ
プリケーションサービスグループ（ローカル）

エージェント関数
RVGPrimary エージェントには、以下のエージェント関数が含まれています。
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Online

RVG の現在の役割を確認します。 役割がセカンダリの場合は移行を試みます。
この場合はもとのプライマリからの未送信の書き込みを待ちます。 もとのプライマ
リがダウンしている場合はテイクオーバーを試みます。 RVGPrimary エージェン
トを設定して、プライマリサイトが利用可能ではない場合にエージェントによってテ
イクオーバーの前にセカンダリサイトがプライマリサイトに関連付けられているバン
カーと同期されるようにできます。 RVG がプライマリの場合、何も実行せずにオ
ンラインになります。

オフライン
(Offline)

何も実行しません。

Monitor

何も実行しません。RVG の実際の監視は RVG エージェントによって行われま
す。

Clean

何も実行しません。

fbsync

これは action エントリポイントです。
元のプライマリが利用可能ではなくなった場合に、元のプライマリを、高速フェー
ルバックでテイクオーバーした新しいプライマリと再同期します。 この実行は、元
のプライマリが利用可能になってセカンダリとして機能し始めた場合に必要です。

ElectPrimary

これは action エントリポイントです。
プライマリ - プライマリ設定のプライマリとして指定の RVG を保有するために実行
できます。
詳しくは、『Veritas InfoScale Replication 管理者ガイド』を参照してください。

状態の定義
RVGPrimary エージェントには、以下の状態の定義が含まれています。
ONLLINE

RVG の役割がプライマリであることを示します。

FAULTED

RVG の実際の監視は RVG エージェントによって行われます。 何らかの原因に
より、VCS の外部で VVR プライマリの移行が実行されると、Mount などの他のリ
ソースにすぐに障害が発生するため、このエージェントによる監視は必要ありませ
ん。 訳は上のセグメントに入れました。
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属性
表 8-3

必須属性

属性

説明

RvgResourceName

このエージェントが昇格する RVGShared リソースタイプの名前
です。 RVG エージェントを使用して設定した RVG リソースタイ
プの名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

AutoTakeover

元のプライマリがダウンした場合にエージェントがオンラインでテ
イクオーバーを実行するかどうかを示すフラグ。
AutoTakeover と AutoResync は相互に排他的な属性です。
AutoTakeover=0 のときは、プライマリ選択機能は適用できない
ためサポートされません。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

AutoResync

テイクオーバー後、元のプライマリが復帰したときに、元のプライ
マリの高速フェールバック再同期を自動的に実行するかどうかを
指定します。
この属性には次の値を指定できます。
■

■

■

0 –テイクオーバー後、元のプライマリが復帰したときに、元の
プライマリの高速フェールバック再同期の実行を試みないこと
をエージェントに指示します。
1 –テイクオーバー後、元のプライマリが復帰したときに、元の
プライマリの高速フェールバック再同期の自動的な実行を試
みることをエージェントに指示します。
2 - プライマリ選択機能を使うことをエージェントに指示します。
テイクオーバー後、もとのプライマリが復帰したときに、エージェ
ントはもとのプライマリの高速フェールバック再同期の実行を
試みません。 RVGPrimary エージェントは、RVG リソース内
のすべてのデータボリュームの領域最適化スナップショットも
作成します。
AutoResync 属性を 2（プライマリ選択機能を有効にする）に
設定した場合は、BunkerSyncTimeOut 属性の値をゼロにし
て、自動バンカー再生機能を無効にする必要があります。 同
じ環境で自動バンカー再生機能とプライマリ選択機能を使うこ
とはできません。

AutoTakeover と AutoResync は相互に排他的な属性です。
AutoTakeover=0 のときは、プライマリ選択機能は適用できない
ためサポートされません。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
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属性

説明

BunkerSyncTimeOut

BunkerSyncTimeOut 属性の値により、バンカーが再生を実行す
るかどうかが決まります。 再生のために割り当てる時間を秒単位
で設定します。
BunkerSyncTimeOut 属性には、次のいずれかの値を指定しま
す。
■

■

■

この属性の値を指定しない（デフォルトのヌル値）場合、
RVGPrimary エージェントはタイムアウト値を無限と見なしま
す。 バンカーレプリケータログへのすべての書き込みがセカ
ンダリで再生されます。 すべての書き込みが送信された後、
セカンダリでテイクオーバーが実行されます。
この属性の値を 0 に設定した場合、エージェントのバンカー
再生が無効になります。 RVGPrimary エージェントはすぐに
セカンダリでテイクオーバーを実行します。 保留中の書き込
みはバンカーからセカンダリに送信されません。
値に秒数を設定した場合、その時間だけ書き込みがセカンダ
リに送信されます。 制限時間が経過した後に、セカンダリでテ
イクオーバーが実行されます。 この場合のバンカー再生時間
は、秒単位の値になります。 この値は動的に設定できます。

RVGPrimary エージェントの OnlineTimeout 属性と
OnlineRetryLimit 属性の値によって、RVGPrimary リソースがオ
ンライン操作の実行に利用可能な時間が決まります。
TAOC（Time Available for Online to Complete）を求めるには、
次の式を使います。
TAOC = (OnlineTimeout + (OnlineRetryLimit * OnlineTimeout))
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属性

説明

BunkerSyncTimeOut（続き）

BunkerSyncTimeOut 値を秒単位で設定するときは、RVGPrimary
エージェントの TAOC の値が希望の BunkerSyncTimeOut 値よ
りも大きくなるようにしてください。 BunkerSyncTimeOut 値よりも
大きい TAOC 値を使えば、そのオンライン操作に割り当てられた
時間内にバンカー再生と RVG テイクオーバーを確実に完了で
きます。 TAOC が BunkerSyncTimeOut 値よりも小さく、オンラ
イン操作に割り当てられた時間内にバンカー再生が完了しない
場合は、リソースに障害が発生します。 リソースに障害が発生し
た場合は、障害をクリアしてください。 リソースが設定内の他のク
ラスタノードにフェールオーバーしなかった場合は、オンライン操
作を再び試してください。
BunkerSyncTimeOut 属性の値を大きくする場合は、TAOC が
変更された値よりも引き続き大きくなるように、OnlineTimeout 属
性または OnlineRetryLimit 属性の値も大きくする必要がありま
す。 これは、オンラインに割り当てられた時間内にバンカー再生
を確実に完了させるためです。
AutoResync 属性の値が 2 の場合は、BunkerSyncTimeOut 属
性の値を 0 に設定する（自動バンカー再生を無効にする）必要が
あります。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト値: ""

表 8-4
属性

オプションの属性
説明

NumThreads リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数です。 この属
性で定義された数は、他の内部の目的で使うスレッドを含みません。
このエージェントについては、この属性を修正しないでください。
この属性を高い値に設定すると、基になっているコマンドのシリアル化によってエー
ジェント関数がタイムアウトする場合があります。
デフォルト: 1

表 8-5

内部属性

属性

説明

BunkerSyncElapsedTime

内部でのみ使用されるため、修正しないでください。
この値（秒）は、セカンダリ RVG がバンカーホストから
の同期が完了するのを待っていた時間を示します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
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メモ: 元のプライマリがダウン状態になり、元のプライマリの復帰で RDS（Replicated Data
Set）にプライマリ - プライマリ設定エラーが生じると、AutoTakeover=1 と AutoResync=0
のデフォルト設定によって最初のフェールオーバーが成功します。テイクオーバー後、元
のプライマリが復帰したときに、エージェントが元のプライマリの高速フェールバック再同
期を自動的に試行するようにする場合は、RVGPrimary と RVGSharedPri エージェント
の AutoResync 属性のデフォルト値を 1 に設定します。これによりプライマリ - プライマリ
設定エラーを防ぎます。

リソースの種類の定義
RVGPrimary リソースタイプ定義は次のとおりです。
type RVGPrimary (
static keylist SupportedActions = { fbsync, electprimary }
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 1
static str ArgList[] = { RvgResourceName, "RvgResourceName:RVG",
"RvgResourceName:DiskGroup", AutoTakeover, AutoResync,
BunkerSyncTimeOut, BunkerSyncElapsedTime }
str RvgResourceName
int AutoTakeover = 1
int AutoResync = 0
str BunkerSyncTimeOut
int BunkerSyncElapsedTime = 0
)

設定例
RVGPrimary rvg-pri (
RvgResourceName = rvgRes
)

RVGSnapshot
ファイアドリル用に VVR セカンダリにあるすべてのボリュームについて、トランザクション
的に整合性がとれており、スペースが最適化されたスナップショットを生成、破棄します。
RVGSnapshot エージェントは、セカンダリ RVG で領域最適化スナップショットを取りま
す。 レプリケーションデータに影響を与えずに、スナップショットボリュームのマウントと書
き込みを実行できます。つまり、領域最適化スナップショットは「ファイアドリル」に組み込
むのに有効なツールであり、広域なフェールオーバーを確実に可能にします。 このエー
ジェントを、レプリケートされているアプリケーションを管理する VCS Mount エージェン
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ト、CFSMount エージェント、VCS の他のエージェントと組み合わせることにより、特別な
ファイアドリルサービスグループを作成できます。 このサービスグループを定期的にスケ
ジュールされた間隔でオンラインにしたりオフラインにしたりすることで、ディザスタリカバ
リ環境の堅牢性を検証できます。
エージェント自体に加えて、ファイアドリル用の VVR と VCS インフラストラクチャとファイ
アドリルを実行するスクリプト /opt/VRTSvcs/bin/fdsched、それらの結果を統合するテキ
ストベースのウィザード /opt/VRTSvcs/bin/fdsetup も含まれています。
詳しい説明は、『 Cluster Server 管理者ガイド』にあります。
RVGSnapshot エージェントの主な機能を次に示します。
■

アプリケーションに影響を与えることなく、広域フェールオーバーをシミュレートするマ
ウントが可能となるような、VVR セカンダリへの領域最適化スナップショットの生成処
理を自動化します。

■

VCS によって完全に管理されているファイアドリルを効果的に設定し、スケジュール
するウィザードを利用できます。

メモ: RVGSnapshot エージェントはボリュームセットをサポートしません。

依存関係
RVGSnapshot エージェントはこれらのリソースに依存します。
RVGSnapshot リソースのサンプルサービスグループ

図 8-3
Oracle

Mount

RVGSnapshot

エージェント関数
RVGSnapshot エージェントには、以下のエージェント関数が含まれています。
Online

RVG 内のすべてのボリュームのトランザクション的に整合性がとれているスナップ
ショットを作成します。

Offline

スナップショットを破棄します。

286

第 8 章 レプリケーションエージェント
RVGSnapshot

Monitor

何の処理も行いません。スナップショットの失敗は、マウントされているファイルシ
ステムの Mount リソースの失敗によって示されます。

Clean

失敗したスナップショットの生成と破棄をクリーンにします。

状態の定義
RVGSnapshot エージェントには、以下の状態の定義が含まれています。
ONLINE

スナップショットが作成されたことを表します。

OFFLINE

スナップショットが破棄されたことを表します。

FAULTED

スナップショットの生成がオンライン中に成功しなかった場合、タイムアウトのため
RVGSnapshot リソースに障害が発生した、と判断します。

属性
表 8-6

必須属性

属性

説明

RvgResourceName

このエージェントでスナップショットが作成される RVG を管
理する、VCS の RVG タイプのリソースの名前
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

CacheObj

スペースが最適化されたスナップショットに必要なキャッシュ
オブジェクトの名前。キャッシュオブジェクトが存在しない場
合は、fdsetup ウィザードがそれを生成します。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

Prefix

スナップショットされたボリュームを生成する場合に、実際
のボリュームの名前の先頭に付加されるトークンです。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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表 8-7

オプションの属性

属性

説明

DestroyOnOffline

リソースをオフラインにするときにスナップショットを破棄する
かどうかを示すフラグ。 ファイアドリル用のスナップショットは、
処理効率への影響を減らすため長期間保存されているスナッ
プショットは削除してください。ただし、データを保持する必要
がある場合、この値は 0 に設定します。デフォルトは 1（true）
です。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 1

FDFile

ファイアドリルスケジュールは、システム名と、ファイルへのパ
スを使ってこの属性を更新します。このファイルには、
RVGSnapshot リソースを含むグループに対する最後に行っ
たファイアドリルの結果が含まれます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるス
レッド数です。 この属性で定義された数は、他の内部の目的
で使うスレッドを含みません。
このエージェントについては、この属性を修正しないでくださ
い。
この属性を高い値に設定すると、基になっているコマンドの
シリアル化によってエージェント関数がタイムアウトする場合
があります。
デフォルト: 1

リソースの種類の定義
RVGSnapshot エージェントのリソースタイプの定義は、次のとおりです。

type RVGSnapshot (
static keylist RegList = { Prefix }
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { RvgResourceName, CacheObj, Prefix,
DestroyOnOffline }
str RvgResourceName
str CacheObj
str Prefix
boolean DestroyOnOffline = 1
temp str FDFile
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temp str VCSResLock
)

設定例
RVGSnapshot rvg-sos (
RvgResourceName = ApplicationRVG
CacheObj = cacheobj
Prefix = snap
)

RVGShared エージェント
共用環境の RVG を監視します。 これは並列リソースです。 RVGShared エージェント
は、クラスタの RVG を使うように並列アプリケーションを設定できます。RVGShared エー
ジェントは共有ディスクグループ環境の RVG を監視します。RVGShared エージェント
は、VCS のパラレルグループとして設定する必要があります。 通常、RVGShared リソー
スは VCS クラスタのすべてのノードで同時にオンラインまたはオフラインになります。 ユー
ザー環境を作成する際に参考となるエージェント用の設定ファイルのサンプル
は、/etc/VRTSvcs/conf/sample_vvr/RVGLogowner にあります。

依存関係
RVGShared リソースでは、RDS 内の RVG を定義します。 RVGShared リソースは、
CVMVolDg リソースに依存します。
RVGShared リソースは、パラレルグループに設定する必要があります。
高可用性を目的としたパラレルアプリケーションの設定について詳しくは、『Veritas
InfoScale レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
依存関係について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
RVGShared リソースのサンプルサービスグループ

図 8-4

racdata_rvg
RVGShared
racdata_voldg
CVMVolDg
RVGShared
パラレルサービスグループ
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メモ: CVMVolDg リソースの CVMVolume 属性に RVG の一部であるボリュームを追加
しないでください。 RVG 内のボリュームは、RVGShared リソースによって管理されます。

エージェント関数
RVGShared エージェントには、以下のエージェント関数が含まれています。
Online

RVG が起動しているかどうかを確認します。 RVG が起動していない場合は、
RVG をリカバリして起動します。

オフライン
(Offline)

何も実行しません。

Monitor

RVG が起動している場合は、状態が ONLINE と表示されます。 RVG が起動し
ていない場合は、状態が OFFLINE と表示されます。

Clean

何も実行しません。

info

info エントリポイントは、RDS のレプリケーション状態に関する情報を表示します。

状態の定義
RVGShared エージェントには、以下の状態の定義が含まれています。
ONLINE

RVG が ENABLED/ACTIVE 状態にあることを示します。

OFFLINE

RVG が ENABLED/ACTIVE 状態にないか、管理者がオフラインのエントリポイン
トを呼び出したことを示します。

属性
表 8-8

必須属性

属性

説明

RVG

監視される RVG の名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

DiskGroup

RVG に関連付けられる共有ディスクグループで
す。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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表 8-9
属性

説明

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数です。 この
属性で定義された数は、他の内部の目的で使うスレッドを含みません。
このエージェントについては、この属性を修正しないでください。
この属性を高い値に設定すると、基になっているコマンドのシリアル化によって
エージェント関数がタイムアウトする場合があります。
デフォルト: 1

リソースの種類の定義
RVGShared リソースタイプ定義は次のとおりです。
type RVGShared (
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { RVG, DiskGroup }
str RVG
str DiskGroup
)

設定例
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)

RVGLogowner エージェント
CVM クラスタ内のノードをログ所有者として割り当てたり、割り当ての解除を行います。こ
れはフェールオーバーリソースです。 RVGLogowner エージェントでは、クラスタ内のノー
ドをログ所有者として割り当てたり、割り当ての解除を行います。 VVR を使ってデータの
レプリケーションを行うには、プライマリとセカンダリ間のネットワーク接続が必要です。 共
有ディスクグループ環境では、セカンダリに対するデータのレプリケーションを行えるのは
ログ所有者である 1 つのノードのみです。
レプリケーションの高可用性を実現するには、ログ所有者のノードが高可用性を実現して
いる必要があります。 ログ所有者の高可用性を実現するには、RVGLogowner リソース
をフェールオーバーグループのリソースとして設定する必要があります。 また、クラスタ内
のあるノードから別のノードへログ所有者のレプリケーションおよびフェールオーバーを
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可能にするために、ログ所有者に仮想 IP を設定する必要があります。 仮想 IP は IP リ
ソースとして設定します。
ログ所有者の詳細については、『Veritas InfoScale Replication 管理者ガイド』を参照し
てください。 ユーザー環境を作成する際に参考となるエージェント用の設定ファイルのサ
ンプルは、/etc/VRTSvcs/conf/sample_vvr/RVGLogowner にあります。

依存関係
RVGLogowner リソースでは、クラスタ内の RVG の ログ所有者を定義します。
RVGLogowner リソースは、レプリケーションに使用する IP リソースに依存します。
RVGLogowner リソースは、フェールオーバーグループに設定する必要があります。
RVGLogowner グループは、別のグループに構成されている RVGSharedPri エージェ
ントおよび RVGShared エージェントと適切なサービスグループ依存関係を持ち、これら
と連携して使用されます。
依存関係の詳細については、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
RVGLogowner リソースのサンプルサービスグループ

図 8-5

rvg_logowner
RVGLogowner
logowner_ip
IP
nic
NIC
Logowner フェール
オーバーサービスグループ

エージェント関数
RVGLogowner エージェントには、以下のエージェント関数が含まれています。
Online

ノードにログ所有者を割り当てます。

Offline

ログ所有者のノードの割り当てを解除します。

Monitor

ノードがログ所有者で RVG が ENABLED/ACTIVE 状態の場合、ONLINE を返
します。 ノードがログ所有者で状態が ENABLED/ACTIVE でない場合、または
ノードがログ所有者でない場合（状態に関係なく）、OFFLINE を返します。 ログ
所有者が監視される RVG のリソースタイプは RVGShared として設定する必要
があります。
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Clean

ログ所有者のノードの割り当てを解除します。

状態の定義
RVGLogowner エージェントには、以下の状態の定義が含まれています。
ONLINE

ノードがクラスタ内の RVG の ログ所有者であることを示します。

OFFLINE

ノードがクラスタ内の RVG の ログ所有者ではないことを示します。

属性
必須属性

表 8-10
属性

説明

RVG

監視される RVG の名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "hr_rvg"
RVG に関連付けられるディスクグループです。

DiskGroup

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
例: "hrbg"

オプションの属性

表 8-11
属性

説明

NumThreads リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数です。 この属
性で定義された数は、他の内部の目的で使うスレッドを含みません。
このエージェントについては、この属性を修正しないでください。
この属性を高い値に設定すると、基になっているコマンドのシリアル化によってエー
ジェント関数がタイムアウトする場合があります。
デフォルト: 1
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表 8-12

内部属性

属性

説明

StorageDG

内部でのみ使用されるため、修正しないでください。バ
ンカーディスクグループの名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "hr_bdg"

StorageRVG

内部でのみ使用されるため、修正しないでください。バ
ンカー RVG の名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
例: "hr_brvg"

StorageHostIds

内部でのみ使用されるため、修正しないでください。バ
ンカークラスタの各ノードのホスト ID をスペースで区
切ったリスト。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト
例: "bunker_host"

リソースの種類の定義
RVGLogowner リソースタイプ定義は次のとおりです。
type RVGLogowner (
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { RVG, DiskGroup }
static int OnlineRetryLimit = 5
str RVG
str DiskGroup
str StorageRVG
str StorageDG
str StorageHostIds
)

RVGLogowner エージェントの注意事項
RVGLogowner エージェントでは、次の点に注意してください。

設定例
RVGLogowner vvr_rvglogowner (
RVG = app_rvg
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DiskGroup = vvrdg
)

RVGSharedPri エージェント
パラレルサービスグループがフェールオーバーするときに、セカンダリからプライマリへの
移行またはテイクオーバーを試みます。 RVGSharedPri エージェントを使うと、VCS 環
境でパラレルグループの VVR RDS (Replicated Data Set) の移行とテイクオーバーが
可能になります。 RVGSharedPri タイプのリソースをオンラインにすると、ローカルホスト
の RVG がプライマリになります。 このエージェントは、VCS グローバルクラスタを使用し
てプライマリとセカンダリの両ホストをクラスタ化して、VCS が管理しているアプリケーショ
ンが、書き込み可能なレプリケーションディスクを利用できるよう完全自動化するときに便
利です。
このエージェントでプライマリ選択機能を使うことはできません。 プライマリ選択機能につ
いて詳しくは、『Veritas InfoScale Replication 管理者ガイド』を参照してください。
RVGSharedPri エージェントの主な機能を次に示します。
■

広い範囲でアプリケーションをフェールオーバーする場合、手動での VVR プライマ
リとセカンダリとの役割を移行する作業を省きます。

■

ハードテイクオーバーを試す前に移行を試すことによって、レプリケーションボリュー
ムを再同期する必要性を最小限にします。

■

役割を移行する前に、プライマリとセカンダリ両方の RDS が完全に同期されるのを
待ちます。

■

テイクオーバー後に復帰する場合は、停止したプライマリの自動高速フェールバック
再同期をサポートします。

■

セカンダリ RVG の移行またはテイクオーバーが正常に完了した後、 エージェントは、
新しいプライマリから RDS にある別のセカンダリへのレプリケーションを自動的に開
始します。

サンプル設定ファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/sample_rac/ ディレクトリにあり、ファイル
名の一部に CVR を含みます。 これらのサンプルファイルは、VRTSdbac RPMの一部と
してインストールされ、ユーザー環境を作成する際に参考になります。

依存関係
RVGSharedPri エージェントは、別のグループに構成されている RVGShared エージェ
ントおよび RVGLogowner エージェントと適切なサービスグループ依存関係を持ち、こ
れらと連携して使用されます。
高可用性を目的としたパラレルアプリケーションの設定について詳しくは、『Veritas
InfoScale レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
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RVGSharedPri エージェントは、パラレルサービスグループに設定する必要があります。
このアプリケーションサービスグループには、実際のアプリケーションおよびファイルシス
テムを管理するリソースと、RVGSharedPri エージェントが含まれます。
RVGSharedPri リソースのサンプルサービスグループ

図 8-6

ora_db1
Oracle
ora_mnt
CFSMount
ora_vvr_shpri
RVGSharedPri
アプリケーション
パラレルサービスグループ

エージェント関数
RVGSharedPri エージェントには、以下のエージェント関数が含まれています。
Online

RVG の現在の役割を確認します。RVG がセカンダリの場合、元のプライマリから
の未送信の書き込みを待って、移行を試みます。元のプライマリがダウンしている
場合はテイクオーバーを試みます。RVG がプライマリの場合、何も実行せずにオ
ンラインになります。

オフライン
(Offline)

何も実行しません。

Monitor

何も実行しません。RVG の実際の監視は RVGShared エージェントによって行
われます。

Clean

何も実行しません。

fbsync

これは action エントリポイントです。
元のプライマリが利用可能ではなくなった場合に、元のプライマリを、高速フェー
ルバックでテイクオーバーした新しいプライマリと再同期します。
この実行は、元のプライマリが利用可能になってセカンダリとして機能し始めた場
合に必要です。

resync

これは action エントリポイントです。
DCM を使ってセカンダリをプライマリと再同期します。
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状態の定義
RVGSharedPri エージェントには、以下の状態の定義が含まれています。
FAULTED

RVG の実際の監視は RVGShared エージェントによって行われます。何らかの
原因により、VCS の外部で VVR プライマリの移行が実行されると、Mount などの
他のリソースにすぐに障害が発生するため、このエージェントによる監視は必要あ
りません。

属性
表 8-13

必須属性

属性

説明

RvgResourceName

このエージェントが昇格する RVGShared リソースの種類の
名前です。つまり、RVGShared エージェントを使用して設
定した RVG リソースの種類の名前です。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

AutoTakeover

元のプライマリがダウンした場合にエージェントがオンライン
でテイクオーバーを実行するかどうかを示すフラグ。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 1

AutoResync

テイクオーバー後と元のプライマリの復帰後にエージェント
が元のプライマリの高速フェールバック再同期を自動的に
実行しようとしなければならないかどうかを示すフラグ。
データ形式と値の種類: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

VCSResLock

この属性は、VCS の内部使用のために予約されます。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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表 8-14

オプションの属性

属性

説明

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数です。 この
属性で定義された数は、他の内部の目的で使うスレッドを含みません。
このエージェントについては、この属性を修正しないでください。
この属性を高い値に設定すると、基になっているコマンドのシリアル化によって
エージェント関数がタイムアウトする場合があります。
デフォルト: 1

メモ: 元のプライマリがダウン状態になり、元のプライマリの復帰で RDS にプライマリ - プ
ライマリ設定エラーが生じると、AutoTakeover=1 と AutoResync=0 のデフォルト設定に
よって最初のフェールオーバーが成功します。テイクオーバー後、元のプライマリが復帰
したときに、エージェントが元のプライマリの高速フェールバック再同期を自動的に試行
するようにする場合は、RVGPrimary と RVGSharedPri エージェントの AutoResync 属
性のデフォルト値を 1 に設定します。これによりプライマリ - プライマリ設定エラーを防ぎ
ます。

リソースの種類の定義
RVGSharedPri リソースタイプ定義は次のとおりです。
type RVGSharedPri (
static keylist SupportedActions = { fbsync, resync }
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 1
static str ArgList[] = { RvgResourceName, "RvgResourceName:RVG",
"RvgResourceName:DiskGroup", AutoTakeover, AutoResync }
str RvgResourceName
int AutoTakeover = 1
int AutoResync = 0
temp str VCSResLock
)

設定例
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
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VFRJob エージェント
Veritas File Replicator Job（VFRJob）エージェントは、Veritas File System Replicator
Job（VFR Job）の可用性を高めます。 VFRJob は、もとのシステムからターゲットシステ
ムへのファイルシステムのレプリケーションをスケジュールします。 エージェントは元のシ
ステムの VFR Job の可用性を高めます。 VFR Job は VxFS および CFS タイプのファ
イルシステムのレプリケーションをサポートします。
詳しくは、『Veritas InfoScale レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。

概要
VFRJob エージェントは、VFR Job、VFR Job の状態の監視のスケジュールを開始し、
VFR Job のスケジュールを停止します。
VFRJob エージェントを使用して、元のシステムでエラーが発生した場合に元のレプリ
ケータジョブの可用性を高めます。VFRJob タイプのリソースはリソースをフェールオー
バーして VFR Job の可用性（HA）を高めます。元のシステムの VFR Job を監視します。
元のシステムはファイルシステムがマウントされている場所です。ファイルシステムは元の
システムからターゲットシステムにレプリケートされます。ファイルシステムがレプリケートさ
れるターゲットシステムは、元のシステムのクラスタの外部にある必要があります。ターゲッ
トシステムは別のクラスタの一部となる場合があります。
ファイルシステムのレプリケーションを実行するシステム（ファイルシステムをホストするシ
ステム）に障害が発生した場合、ファイルシステムはクラスタ内の別のシステムにフェール
オーバーします。VFRJob リソースもそのシステムにフェールオーバーします。このように
VFRJob エージェントは VFR Job の可用性を高めます。
VFRJob は vxfstaskd デーモンおよび vxsfsrepld デーモンに依存します。vxfstaskd
デーモンは、vxfsrepld デーモンがレプリケータデーモンとして機能する間、レプリケータ
ジョブをスケジュールします。両デーモンが元のシステムとターゲットシステムで実行され
ている必要があります。
設定例を参照し、VCS が元のシステムとターゲットシステムでスケジューラデーモンとレ
プリケーションデーモンの可用性を高める方法を確認してください。

VFRJob エージェントの依存関係
VFRJob リソースは VFR Job を表します。 リソースは vxfstaskd デーモンと vxfsrepld
デーモンに依存します。 vxfstaskd デーモンはスケジューラデーモン、vxfsrepld デーモ
ンはレプリケータデーモンです。
リソースとグループ依存関係について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
p.300 の 「 Custer File System または VxFS File System の VFRJob エージェントのグ
ループ依存関係」 を参照してください。
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p.300 の 「VxFS File System での VFRJob エージェントのグループ依存関係」 を参照
してください。

Custer File System または VxFS File System の VFRJob
エージェントのグループ依存関係
CFS（Cluster File System）または VxFS は、VFRJob サービスグループとその依存関
係を次のように設定します。
図 8-7

VxFS または CFS ファイルシステムリソースを表すサービスグルー
プよりも個別サービスグループの VFRJob リソースを使用

VxFS ファイルシステムの VFRJob エージェントにエラーが発生し、VxFS ファイルシス
テムのフェールオーバーが必要な場合、VFRJob と VxFS ファイルシステムのグループ
依存関係を設定する必要があります。
p.300 の 「VxFS File System での VFRJob エージェントのグループ依存関係」 を参照
してください。

VxFS File System での VFRJob エージェントのグループ依存
関係
VFRJob にエラーが発生した際にファイルシステムをフェールオーバーするには、このセ
クションの説明に従って VFRJob と VxFS ファイルシステムリソースを設定します。
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個別のサービスグループで設定された VxFS ファイルシステムと VFRJob リソースにつ
いて考えます。VFRJob でエラーが発生した場合、VFRJob は別のシステムにフェール
オーバーしません。VFRJob にエラーが発生したシステムにファイルシステムがまだマウ
ントされているため、VFRJob はフェールオーバーしません。
■

ファイルシステムを表すサービスグループに VFRJob リソースを含めます。VFRJob
リソースのリソースの依存関係を追加します。つまり、VFRJob はファイルシステムが
マウントされる Mount リソースを必要とします。

■

VFRJob を含むサービスグループとデーモンリソースを含むサービスグループの間
にグループ依存関係を追加します。グループ間の依存関係は online local firm に
設定する必要があります。

図 8-8

同じサービスグループで設定される VFRJob リソースと VxFS ファ
イルシステムリソース
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スケジューラデーモンとレプリケータデーモンの高可用性
vxfstaskd デーモンと vxfsrepld デーモンを設定できます。デーモンは、パラレルタイプ
の個別のサービスグループのアプリケーションタイプのリソースとして表されます。
p.303 の 「VFR デーモンの高可用性」 を参照してください。

VFRJob エージェントのエージェント関数
表 8-15

エージェント関数

エージェント関数

説明

Online

VFRJob のスケジュールを開始します。

Offline

VFRJob のスケジュールを停止します。

Monitor

vfradmin コマンドを使って VFRJob の状態を監視します。エー
ジェントはレプリケーションを監視しません。

Clean

VFRJob のスケジュールを停止します。

VFRJob エージェントの状態の定義
表 8-16

状態の定義

状態の定義

説明

Online

ジョブが実行中または実行がスケジュールされていることを示します。

オフライン (Offline)

VFRJob が停止しているまたは設定されていないことを示します。

FAULTED

以前動作していた VFRJob が、VCS の制御外でオフラインになっ
ていることを示します。

VFRJob エージェントの属性
表 8-17

必須属性

属性

説明

JobName

VFRJob の名前。
データ形式と値の種類: 文字列スカラー

SrcAddress

ファイルシステムがレプリケートされる元のシステムの IP アドレス。
データ形式と値の種類: 文字列スカラー
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属性

説明

SrcMountPoint

ファイルシステムがレプリケートされる元のシステムのマウントポイント
データ形式と値の種類: 文字列スカラー

VFRJob エージェントのリソースタイプ定義
VFRJob エージェントのリソースタイプ定義は次のとおりです。

type VFRJob (
static str ArgList[] = { JobName, SrcMountPoint, SrcAddress }
str JobName
str SrcMountPoint
str SrcAddress
)

VFR デーモンの高可用性
vxfstaskd デーモンと vxfsrepld デーモンは、アプリケーションタイプのリソースとして設
定することで可用性を高めることができます。
次の設定がサポートされます。

元のシステムの VFRJob サービスグループの設定
ファイルシステムがターゲットシステムにレプリケートされる元のシステムについて、次の
サービスグループを考慮します。
■

サービスグループ FSx_Grp はファイルシステムを表します（CVM/CFS または VM/FS）

■

サービスグループ VFRJob_Grp は VFRJob を表します

■

サービスグループ VFRSourceInfra_Grp は vxfstaskd デーモンと vxfsrepld デー
モンを表します

グループ依存関係は次のように定義されます。
■

VFRJob_Grp は FSx_Grp online local firm を必要とします

■

VFRJob_Grp は VFRSrcInfra_Grp online local firm を必要とします

リソースとグループの依存関係の詳細については、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
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もとのシステムの VFRJob エージェントの設定例
リソースとグループ依存関係を含むもとのシステムの VFRJob の設定例。

group VFRJob_Grp (
SystemList = { sys1= 0, sys2= 1 }
)
VFRJob vfr_job (
JobName = vfr_job_fs1
SrcMountPoint = "/dgsfs1"
SrcAddress = " 10.198.95.191"
RestartLimit = 1
)
IP vip_vfr (
Device = etho
Address = "10.198.95.191"
NetMask = "255.255.255.0"
)
vfr_job requires vip_vfr
requires group VFRSrcInfra_Grp online local firm
requires group FSx_Grp online local firm
group VFRSrcInfra_Grp (
SystemList = {sys1= 0, sys2 = 1}
AutoStartList = {sys1= 0, sys2 = 1}
Parallel = 1
)
Application vfr_repld (
StartProgram = "/opt/VRTS/bin/vfradmin vxfsrepld start -p 56987"
StopProgram = "/opt/VRTS/bin/vfradmin vxfsrepld stop"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/VFRJob/vfr_repld_clean"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTS/bin/vxfsrepld -p 56987" }
RestartLimit = 3
)
Application vfr_sched (
StartProgram = "/opt/VRTS/bin/vfradmin sched start"
StopProgram = "/opt/VRTS/bin/vfradmin sched stop"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/VFRJob/vfr_sched_clean"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTS/bin/vxfstaskd" }
RestartLimit = 3
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)

ターゲットシステムの VFRJob サービスグループの設定
（オプション）ターゲットシステムのサービスグループを設定します。
ターゲットシステムのサービスグループの設定に関する注意事項:
■

ターゲットシステムがクラスタ化されている場合、パラレルグループに配置することに
よって vxfstaskd デーモンと vxfsrepld デーモンの可用性を高めます。 たとえば、
VFRTargetInfra_Grp のサービスグループで

■

サービスグループ FSx_Grp2 は、ファイルシステムが元のシステムからレプリケートさ
れるターゲットファイルシステム（CVM/CFS または VM/FS）を表します。

■

サービスグループ VFRJob_Grp2 は、ターゲットシステムの VFR ジョブグループを
表します。 これには、ターゲットシステムで VFR レプリケーションに使われる仮想 IP
と、無効な VFRJob リソースが含まれます（有効にするには 0 を設定）。
VFRJob リソースはターゲットシステムで必ず無効化しておく必要があることに注意し
てください。 また、無効化されたターゲットシステムの VFRJob リソースは、VFR のた
めにレプリケーションの方向を変更する必要がある場合にのみ有効化されます。
詳しくは「p.306 の 「ファイルレプリケーションの方向の変更」 を参照してください。 」を
参照してください。

■

次のとおりグループ依存関係を定義します。
■

VFRJob_Grp2 はonline local firm の依存関係で FSx_Grp2 を必要とします。

■

VFRJob_Grp2 は online local firm の依存関係で VFRTargetInfra_Grp を必
要とします。

リソースとグループの依存関係の詳細については、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

ターゲットシステムの VFRJob エージェントの設定例
ターゲットシステムのレプリケータデーモンで使用される VFR レプリケータデーモンと IP
アドレスの可用性を高めるターゲットシステムの設定例（VCS 制御下）。

group VFRJob_Grp2 (
SystemList = {sysx= 0, sysy = 1}
AutoStartList = {sysx= 0, sysy = 1}
)
VFRJob vfr_job2 (
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Enabled = 0
JobName = vfr_job_fs2
SrcMountPoint = "/dgsfs2"
SrcAddress = " 10.198.95.192"
RestartLimit = 1
)
IP vip_vfr2 (
Device = eth0
Address = "10.198.95.192"
NetMask = "255.255.255.0"
)
vfr_job2 requires vip_vfr2
requires group VFRTargetInfra_Grp online local firm
requires group FSx_Grp2 online local firm

ファイルレプリケーションの方向の変更
障害時にターゲットファイルが書き込まれ、その後プライマリサイトになった場合、古いソー
スファイルシステムを新しいターゲットファイルシステムに作ることができるようにレプリケー
ションの方向を変更できます。
VFRJob の元のシステムとターゲットシステムの両方が VCS 制御下にある場合、次の手
順を実行して VFR のファイルレプリケーションの方向を変更します。
メモ: vfr_job リソースは現在の元のシステムで実行されている VFRJob を表し、vfr_job2
リソースはターゲットシステムで無効化される（Enabled 0）VFRJob のリソースを表します。
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元のシステムで次の手順を実行します

1

元のシステムの VFRJob リソースをオフライン化します
# hares -offline vfr_job -sys source_system、

vfr_job は VFRJob リソース、source_system は VFRJob がオンラインのシステム
です。

2

VFRJob がオフラインになった後、VFRJob リソースを無効化します。
# haconf -makerw
# hares -modify vfr_job Enabled 0
# haconf -dump -makero

3

元のシステムとターゲットシステムの両方で、VFR のレプリケーションの方向を変更
する手順を実行します。
詳しくは、『Veritas InfoScale レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。

新しい元のシステムで次の手順を実行します。
ファイルレプリケーションの方向が変更されると、初期のターゲットシステムが新しい元の
システムになります。

1

VFRJob を有効化します
# haconf -makerw
# hares -modify vfr_job2 Enabled 1
# haconf -dump -makero

2

新しい元のシステムの VFRJob をプローブします
# hares -probe vfr_job2 -sys new_source_system 、new_source_system

は、VFRJob2 の仮想 IP（vfr_vip2）がオンラインのシステムです。

3

VFRJob をオンライン化します。
# hares -online vfr_job2 -sys new_source_system

VFRJob エージェントに関する注意
VFRJob に関する注意は次の通りです。
■

VFRJob リソースの設定時に仮想 IP の使用をお勧めします。

307

第 8 章 レプリケーションエージェント
VFRJob エージェント

レプリケーションデーモンの異なるポート番号の使用
異なるポート番号でレプリケーションデーモンを実行するには次の手順を実行します。

1

VFRJob リソースをオフライン化します。

2

hares -offline コマンドを実行して vfr_repld リソースをオフライン化します。

3

新しいポート番号を用いる StartProgram と MonitorProcesses の vfr_repld リソー
ス定義を修正します。

4

hares -online コマンドを実行して vfr_repld リソースをオンライン化します

5

hares -online コマンドを実行して VFRJob リソースをオンライン化します。

6

VFRJob が無効化され、ターゲットシステムが手順 1 と手順 5 をスキップします。
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