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1
Linux 仮想化で使う Veritas
InfoScale Solutions の概要

■

第1章 サポート対象の製品と技術の概要

1
サポート対象の製品と技術
の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas InfoScale 製品の仮想化ガイドの概要

■

Linux 仮想化環境の Veritas InfoScale Solutions のサポートについて

■

KVM （カーネルベースの仮想マシン）技術について

■

RHEV 環境について

■

Veritas InfoScale コンポーネントについて

■

Veritas InfoScale 製品が対応する仮想化の使用例

■

仮想から仮想（ゲスト内部）へのクラスタ化とフェールオーバーについて

Veritas InfoScale 製品の仮想化ガイドの概要
仮想化の技術ではソフトウェアパーティション化が使用され、オペレーティングシステム
サービスの仮想化の方法が提供されます。パーティション化により、アプリケーションを実
行するための分離された仮想マシン環境の作成が有効になります。この分離により、1 つ
の仮想マシンで動作中のプロセスが他の仮想マシンで動作中のプロセスに影響すること
はありません。仮想化されたコンピュータ環境はすべての物理デバイスから抽象化され、
これにより作業負荷を 1 つのシステムに統合整理し、集中的に管理することができます。
このマニュアルでは、Linux 仮想化技術の Veritas InfoScale 製品のサポートについて
説明します。次が含まれます。
■

Veritas InfoScale 製品の大まかな概念情報と Linux 仮想環境での機能

■

Linux 仮想環境で Veritas InfoScale 製品を設定するための大まかな実装情報。
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■

Veritas InfoScale 製品が一般的な Linux 仮想化使用例に対してパフォーマンス結
果を改善する方法の例を記載した使用例の章。

このマニュアルの情報は、Veritas InfoScale 製品マニュアルに替わるものではなく、補
足するものです。 Veritas InfoScale 製品について熟知したユーザーであり、仮想化技
術に精通していることを前提としています。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照してください。
p.211 の 「Linux の仮想化マニュアル」 を参照してください。

Linux 仮想化環境の Veritas InfoScale Solutions の
サポートについて
Veritas InfoScale Solutions 製品は Linux 環境で次の仮想化技術をサポートします。
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）および SLES（SUSE Linux Enterprise Server）
向けの KVM（カーネルベースの仮想マシン）技術

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境

■

OVM（Oracle Virtual Machine）環境

■

Microsoft Hyper-V 環境

■

VMware ESXi 環境での Linux ゲスト

表 1-1

サポート対象の Linux 仮想化技術

Veritas InfoScale KVM
Solutions のコン
ポーネント

RHEV

OVM

Microsoft
Hyper-V

VMware
ESXi での
Linux

DMP（Dynamic
Multi-Pathing）

はい

はい

いいえ

仮想マシンのみ はい

Storage Foundation
（SF）

はい

はい

いいえ

仮想マシンのみ 仮想マシン
のみ

Cluster Server（VCS） はい

はい

はい

仮想マシンのみ 仮想マシン
のみ

SFHA（Storage
はい
Foundation and High
Availability）

はい

いいえ

仮想マシンのみ 仮想マシン
のみ
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Veritas InfoScale KVM
Solutions のコン
ポーネント

RHEV

OVM

Microsoft
Hyper-V

VMware
ESXi での
Linux

SFCFSHA（Storage
Foundation Cluster
File System High
Availability）

はい

はい

いいえ

仮想マシンのみ 仮想マシン
のみ

Replicator Option

仮想マシン
のみ

はい

いいえ

仮想マシンのみ 仮想マシン
のみ

VMware ゲスト環境で Veritas InfoScale Solutions を設定する場合は、『Veritas
InfoScale™ Solutions 仮想化ガイド for ESXi』を参照してください。
VMware 環境で DMP を設定するには、『Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド for
ESXi』を参照してください。

Linux 仮想化環境の SmartIO について
Linux 仮想化環境でゲストに Veritas InfoScale Solutions をインストールすると、SmartIO
を使って SSD または他のサポート対象の高速デバイスでデータをキャッシュに保存でき
ます。
KVM 環境や RHEV 環境では、SmartIO キャッシュはゲストのライブ移行をサポートしま
せん。
VMware の場合は、ESXi ハイパーバイザで DMP for VMware （SmartPool）が有効に
なっていると SmartIO は vMotion をサポートします。
p.17 の 「SmartPool 機能について」 を参照してください。
Storage Foundation for Oracle RAC は LINUX の仮想化環境でサポートされません。
次の表に、Linux 仮想化環境で SmartIO を使う方法を示します。
表 1-2 は KVM 環境での SmartIO の使い方を示します。
Linux: KVM での SmartIO のサポート

表 1-2

ゲストでの設定: ホストでの設定: キャッシュの実
行:

VxVM 読み込
みキャッシュ

VxFS 読み込み
キャッシュ

VxFS ライトバック
キャッシュ

SF

任意（SF または
SFCFSHA）

ゲスト内

はい

はい

はい

SFHA

任意（SF または
SFCFSHA）

ゲスト内

はい

はい

はい
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ゲストでの設定: ホストでの設定: キャッシュの実
行:

VxVM 読み込
みキャッシュ

VxFS 読み込み
キャッシュ

VxFS ライトバック
キャッシュ

SFCFSHA

任意（SF または
SFCFSHA）

ゲスト内

はい

はい

はい

指定なし（Any）

SF

ホスト内

はい

はい

はい

指定なし（Any）

SFCFSHA

ホスト内

はい

はい

はい

表 1-3 では RHEV 環境での SmartIO の使い方を示します。
Linux: RHEV での SmartIO のサポート

表 1-3

ゲストでの設定: ホストでの設定: キャッシュの実
行:

VxVM 読み込
みキャッシュ

VxFS 読み込み
キャッシュ

VxFS ライトバック
キャッシュ

SF

任意（SF または
SFCFSHA）

ゲスト内

はい

はい

はい

SFHA

任意（SF または
SFCFSHA）

ゲスト内

はい

はい

はい

SFCFSHA

任意（SF または
SFCFSHA）

ゲスト内

はい

はい

はい

指定なし（Any）

SF

ホスト内

はい

はい

はい

指定なし（Any）

SFCFSHA

ホスト内

はい

はい

はい

表 1-4 では VMware 環境での SmartIO の使い方を示します。
表 1-4

Linux: VMware での SmartIO のサポート

ゲストでの設定: ホストでの設定: キャッシュの実
行:

VxVM 読み込
みキャッシュ

VxFS 読み込み
キャッシュ

VxFS ライトバック
キャッシュ

SF

DMP for VMware ゲスト内
（省略可能）

はい

はい

いいえ

SFHA

DMP for VMware ゲスト内
（省略可能）

はい

はい

いいえ

SFCFSHA

DMP for VMware ゲスト内
（省略可能）

はい

はい

いいえ

Linux の仮想化環境での Veritas InfoScale Solutions の設定について詳しくは、『
Veritas InfoScale™ Solutions Virtualization Guide for Linux』を参照してください。
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SmartPool 機能について
Dynamic Multi-Pathing for VMware には、ESXi ホスト層の SSD のようなローカルに接
続されたデバイスのプールを可能にする動作モードがあります。ローカルデバイスの集合
を SmartPool と呼びます。SmartPool から、Veritas InfoScale を実行している ESXi ゲ
ストの SmartIO がキャッシュ領域として使う SmartDisk をプロビジョニングできます。
SmartPool を複数 SmartDisk に分割すると、複数の仮想マシン間でキャッシュストレー
ジを共有できます。SmartPool を使うと、SmartIO キャッシュの進行中に ESXi ホスト全
体の仮想マシンを移動する柔軟性を享受できます。各ホストが自身の SSD を備えてい
ますが、各ホストに SmartDisk の比較可能なビューを設定できます。vMotionを使って
Veritas InfoScale を実行している仮想マシンを移行すると、SmartIO はソースノードの
キャッシュを終了し、ターゲットホストのキャッシュを再開します。移行中は SmartIO の
キャッシュはオンラインのままになります。ストレージデバイスを SmartPool に追加または
SmartPool から削除することによって動的に SmartPool をサイズ変更できます。
DMP for VMware を使っているかどうかにかかわらず、このモードを使ってホスト内のス
トレージマルチパスを管理することができます。
SmartPool 機能は ESXi ホストに DMP for VMware をインストールすることで有効にな
ります。SmartPool 機能については、DMP の個別のライセンスを持つ必要はありませ
ん。
ESXi ゲスト内で SmartIO を使うには、ESXi ゲストに Veritas InfoScale をインストール
する必要があります。
詳しくは、『Veritas InfoScale Virtualization Guide for VMware ESXi』を参照してくださ
い。
ホストのマルチパスに DMP for VMware を使う場合は、適切なライセンスが必要です。

KVM （カーネルベースの仮想マシン）技術について
Veritas InfoScale Solutions は、高度なストレージ管理、ミッションクリティカルなクラスタ
化、フェールオーバー、移行の機能を提供するために KVM （カーネルベースの仮想マ
シン）ベースの仮想化環境で使うことができます。
Linux の KVM （カーネルベースの仮想マシン）は、完全な仮想化のソリューションとして
RHEL （Red Hat Enterprise Linux）と SLES （SUSE Linux Enterprise Server）によっ
てリリースされています。操作、パフォーマンス、柔軟性の点では、KVM は Xen や VMware
のような他に人気のある代替製品と異なります。KVM は、VM（仮想マシン）の作成と管理
用にユーザー領域ユーティリティのセットが付いた状態で、カーネルモジュールとして提
供されます。
KVM 技術には次が含まれます。
■

AMD64 と Intel 64 のハードウェアにおける Linux 用の完全な仮想化のソリューショ
ン。
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■

それぞれの KVM 仮想化ゲストまたは「VM ゲスト」は単一の Linux プロセスとして実
行される。

■

ホストの VM ゲストを安全に管理するために共通で汎用の安定したレイヤーを提供
するハイパーバイザ独立型仮想化 API である libvirt。

■

VM ゲストを管理するためのコマンドラインツールである virsh。

■

VM ゲストを管理するためのグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）
virt-manager。

■

XML ファイルに格納される各 VM ゲストの設定。
KVM プロセス

図 1-1
ユーザースペー
ス（アプリケー
ション）

単一の Linux プロセス
ゲスト
OS（仮想マシン）

ユーザースペース（ア
プリケーション）

QEMU
/dev/kvm

ハイパーバイザ
（仮想マシンモニタ）

ハードウェア

このガイドでは、ほとんどの実装に適合するようにカスタマイズできる一部の参照用設定
を説明します。ここでは、読者が Linux オペレーティングシステムについて理解している
ことを前提にしています（アーキテクチャだけでなく、Linux によって提供済みの管理ソフ
トウェアを使って KVM 仮想マシンを設定して管理する方法も含む）。また、ユーザーは
Veritas InfoScale Solutions の基本ソフトウェアに熟知しており、その管理ユーティリティ
にも精通している必要があります。Linux および Veritas InfoScale Solutions ソフトウェ
アについて詳しくは、「その他のマニュアル」節を参照してください。
p.211 の 「Linux の仮想化マニュアル」 を参照してください。

カーネルベースの仮想マシンの用語
表 1-5

この文書で使われている KVM の用語

用語

定義

KVM

カーネルベースの仮想マシン
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用語

定義

KVMGuest

KVM または RHEV 環境の仮想マシンを管理するための VCS エージェ
ント。

VM、KVM ゲスト

仮想マシン。KVM 仮想化ゲストとも呼ばれます。

ホスト

KVM がインストールされる物理ホスト。

PM

VCS を実行する物理コンピュータ。

VM-VM

同じホスト内または異なるホスト内で実行している VM ゲスト間でクラスタ
が形成される VCS サポート対象設定。

VM-PM

VM ゲストと物理コンピュータの間でクラスタが形成される VCS サポート対
象設定。

PM-PM

ホスト間でクラスタが形成され、それらのホスト内で実行している VM ゲス
トを管理するために主に使われる VCS サポート対象設定。

ブリッジ

ホストのローカルネットワークに接続することを任意の数の VM ゲストに対
して可能にするホストの物理ネットワークインターフェースにバインドされた
デバイス。このデバイスは VM ゲストに対するスイッチとして機能する物理
NIC にマップされます。

VirtIO

VirtIO は、KVM（カーネルベースの仮想マシン（VM））技術の準仮想化ハ
イパーバイザの抽象化レイヤーです。

VirtIO ディスクドライブ
VirtIO は、KVM（カーネルベースの仮想マシン（VM））技術の準仮想化ハイパーバイザ
の抽象化レイヤーです。完全な仮想化とは異なり、VirtIO は各 VM ゲストで実行してい
る特殊な準仮想化ドライバを必要とします。VirtIO は、ネットワークデバイスとブロック（ディ
スク）のデバイスを含む多くのデバイスにサポートを提供します。VirtIO を使ってブロック
デバイスをホストにエクスポートすると、ホストに存在するファイル、VxVM ボリューム、DMP
メタノード、SCSI デバイス、その他のタイプのブロックデバイスを VM ゲストに提示できま
す。VirtIO を使って SCSI デバイスを VM ゲストに提示すると、単純な読み込みと書き込
みに加えて SCSI inquiry コマンドのような SCSI コマンドを実行できるのでゲストの VxVM
でディープデバイス検出を実行できます。ホストと VM ゲストで VxVM と DMP を実行す
ると、アレイからホストそして VM ゲストまで SCSI デバイスの一貫した命名が可能になり
ます。
Veritas InfoScale Solutions 7.3 は VirtIO SCSI デバイスと Linux KVM を実装した
VirtIO ブロックデバイスをサポートします。virtio SCSI は新しい仮想 SCSI HBA インター
フェースです。これは Red Hat Enterprise Linux（RHEL）の virtio blk の拡張性を改善
し、標準 SCSI コマンドセットサポートを提供する仮想マシンのための代替ストレージ実
装の基礎となります。
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VirtIO の機能:
■

動的にデバイスを追加する。
VirtIO ディスクデバイスは、再ブートを必要とせずに、実行中の VM ゲストに対して動
的に追加したり削除したりすることが可能です。

VirtIO の制限:
■

ディスクキャッシュ:
キャッシュを有効にした VM ゲストにディスクをエクスポートすると、VxVM 設定変更
は KVM ホストでキャッシュに保存され、ディスクには適用されないことがあります。ディ
スクが複数の VM ゲスト間で共有されている場合、この設定変更は、変更を行った
VM ゲストシステム以外の他の VM ゲストシステムでは認識されません。設定に関す
る潜在的な競合を回避するため、ディスクのエクスポートを実行する間はホストのキャッ
シュ保存を無効に設定（cache=no）してください。

■

SCSI コマンド:
VirtIO デバイスとして VM ゲストに提示された SCSI デバイスは、SCSI コマンドセッ
トの限定サブセットをサポートします。KVM ハイパーバイザは制限されたコマンドをブ
ロックします。

■

PGR SCSI-3 予約:
PGR SCSI-3 予約は VirtIO ブロックデバイスでサポートされません。KVM ゲストオ
ペレーティングシステムの内部で SCSI-3 PR を使って操作する場合は、virtio-scsi
を使ってゲストに SCSI デバイスをエクスポートすることを推奨します。この制限事項
は RHEL 6.4 以前のリリースにも適用されます。

■

SCSI デバイスでの DMP 高速リカバリ:
DMP 高速リカバリは通常の VirtIO 読み書き機構をバイパスし、デバイスに対して
SCSI コマンドを直接実行します。DMP 高速リカバリが VM ゲスト内で使われる場合
は、データ整合性の問題を避けるためにホストでのキャッシュ処理を無効にする必要
があります（cache=none）。

■

シン再生:
シン再生は VirtIO デバイスでサポートされません。「WRITE-SAME」コマンドはハイ
パーバイザによってブロックされます。この制限は Linux の今後のリリースで解除され
る可能性があります。

■

デバイスのサイズ変更:
Linux は VirtIO デバイスのオンラインでのディスクサイズ変更をサポートしません。
VirtIO デバイスのサイズ変更を行うには、VM ゲストを完全にシャットダウンして再起
動する必要があります。ブロックデバイスのオンラインでのサイズ変更は、Linux の評
価版でサポートされます。

■

デバイスの最大数:
現在 virtIO blk では、1 ゲストあたり 32 台のデバイスに制限されています。このデバ
イス制限には、ネットワークインターフェースやブロックデバイスなど、すべての VirtIO
デバイスが含まれます。デバイス制限は、各デバイスが個別の PCI デバイスとして機
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能する現在の VirtIO 実装の結果です。virtio SCSI は、単一のコントローラで多数の
ストレージデバイスを多重化することによってこの制限事項を解消します。virtio SCSI
コントローラの各デバイスは論理ユニットまたは LUN として表されます。LUN はター
ゲットごとにグループ化されます。ターゲットごとのデバイスの上限が広がります。各デ
バイスはコントローラあたり最大 256 個のターゲット、ターゲットあたり 16,384 個の論
理ユニットを持つことができます。virtio blk の代わりに virtio SCSI を使用して、KVM
ゲスト内部で 32（28）個より多くのディスクデバイスを使用することができます。
■

VxFS:
I/O の負荷が高い状況下での KVM 環境では、VirtIO ブロックデバイスとして接続さ
れた LUN で作成された VxFS ファイルシステムでデータの破損が発生することがあ
ります。詳しくは、Red Hat Support Case #00945974 を参照してください。
https://access.redhat.com/support/cases/00945974

RHEV 環境について
Red Hat Enterprize Virtualization は、次のコンポーネントで構成されます。
■

Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor:
これは、KVM（カーネルベースの仮想マシン）に基づくシンハイパーバイザレイヤで
す。KVM は Linux カーネルのコア部分を形成するため、非常に効率的な仮想化オ
プションであるといえます。

■

エージェントとツール:
これらには付属エージェントとアプリケーション固有エージェントが含まれます。また、
ハイパーバイザで動作する VDSM（Virtual Desktop Server Manager）も含まれま
す。これらのエージェントとツールは、仮想マシン、関連ネットワーク、およびストレー
ジの管理に役立ちます。

■

Red Hat Enterprise Virtualization プラットフォームの管理インフラストラクチャ:
これはすべてのシステムコンポーネント、マシン、およびイメージを表示し、管理する
ためのインターフェースを提供します。この管理インフラストラクチャは、強力な検索機
能、リソース管理、ライブ移行、およびプロビジョニングを提供します。

RHEV の用語
表 1-6

この文書で使われている RHEV の用語

用語

定義

KVM

カーネルベースの仮想マシン.

KVMGuest

KVM または RHEV 環境の仮想マシンを管理するための VCS エージェ
ント。
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用語

定義

VM

KVM または RHEV 環境で作成される仮想マシン。

ホスト

仮想マシンが作成または実行される物理ホスト。

PM

VCS を実行する物理コンピュータ。

PM-PM

ホスト間でクラスタが形成され、それらのホスト内で実行している VM ゲス
トを管理するために主に使われる VCS サポート対象設定。

RHEV

Red Hat Enterprise Virtualization

RHEV-M

Red Hat Enterprise Virtualization Manager は RHEV 環境を管理する
ための集中型 Web インターフェースです。

RHEL-H

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）ホスト。RHEL の完全バージョンを実
行し、RHEV-M によって管理されます。

RHEV-H

Red Hat Enterprise Virtualization - Hypervisor は Red Hat Enterprise
Linux の最小インストールを持ち、仮想マシンの作成と操作をサポートしま
す。

VDSM

Virtual Desktop Server Manager。VDSM サービスは RHEV-M によっ
て使用され、RHEV-H および RHEL ホストを管理します。

REST API

REST（Representational State Transfer）API。

データセンター

データセンターは RHEV-M の論理エンティティです。ホストのクラスタ、仮
想マシン、ストレージ、およびネットワークのような管理対象の仮想環境で、
物理および論理リソースのセットを定義します。

クラスタ（Cluster）

これは RHEV-M のクラスタです。クラスタは物理ホストの集合体で、同じ
ストレージドメインを共有し、同じタイプの CPU を持っています。

ストレージドメイン

これは RHEV のストレージインフラストラクチャで、仮想マシンを作成およ
び実行します。

データドメイン

ストレージドメインの一種で、システム、オペレーティングシステムイメージ、
およびデータディスクで動作するすべての仮想マシンのディスクイメージ
を保持します。

ISO ドメイン

このドメインは、仮想マシンのオペレーティングシステムとアプリケーション
のインストールおよびブートに使われる ISO ファイル（または論理 CD）を
格納します。

Red Hat Enterprise Virtualization について詳しくは、Red Hat Enterprise Virtualization
のマニュアルを参照してください。
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Veritas InfoScale コンポーネントについて
Veritas InfoScale 製品は、ストレージ管理と異機種混在ストレージ環境での管理を実現
する一連のコンポーネントです。
この節は、必要な製品の判断に役立ちます。
表 1-7 に各製品とそのコンポーネントのメリットを示します。
表 1-7
コンポーネント

Veritas InfoScale コンポーネントの比較
コンポーネント

メリット

Cluster Server（VCS）は、管理フレームワークによっ VCS
て、複数の独立したシステムを接続し、システム全体
の可用性を向上させます。各システムまたはノードは、
それぞれ個別にオペレーティングシステムを実行し
て、ソフトウェアレベルで連携してクラスタを形成しま
す。VCS では、市販のハードウェアをインテリジェント
ソフトウェアにリンクすることで、アプリケーションの
フェールオーバーおよび制御を実現します。ノードま
たは監視下にあるアプリケーションで障害が発生する
と、別のノードがあらかじめ定義されたアクションを実
行し、クラスタ内のサービスをテイクオーバーして稼動
させることができます。

■

ダウンタイムを最小化します

■

サーバーの統合とフェールオーバーを促進
します
実際には異機種混合環境の広い応用範囲
を管理します
I/O フェンシングを使ってデータ整合性を保
護します
アプリケーションの高可用性を実現します

DMP（Dynamic Multi-Pathing）は、システムに設定さ DMP
れているストレージデバイスに対するマルチパス機能
を提供します。この製品は、DMP メタデバイス（DMP
ノード）を作成して、同じ物理 LUN へのデバイスパス
をすべて示します。

■

■

■

■

■

■

■

DMP メタデバイスを拡張して OS ネーティ
ブの論理ボリュームマネージャ（Logical
Volume Manager）をサポートします
負荷分散を使ってストレージの I/O パフォー
マンスを高めます
ストレージパスの障害に対応し、迅速にフェー
ルオーバーします
オペレーティングシステムやストレージハー
ドウェアを問わずストレージパスを集中管理
します

23

第 1 章 サポート対象の製品と技術の概要
Veritas InfoScale コンポーネントについて

コンポーネント

コンポーネント

Veritas Replicator はディザスタリカバリを実現するた VVR
めにコスト効率の高いデータレプリケーションを IP ネッ
VFR
トワーク上で有効にし、従来のアレイベースのレプリ
ケーションアーキテクチャに代わって非常に柔軟なス
トレージハードウェア非依存型のアーキテクチャを組
織に提供します。

メリット
Volume Replicator（VVR）
■

■
■

ブロックベースの継続的なレプリケーションを
提供します
帯域幅を効率的に管理します
プラットフォーム間のレプリケーションと PDC
（Portable Data Container）環境でのレプリ
ケーションをサポートします

VFR（File Replicator）

■

ファイルベースで定期的にレプリケーション
を行います
可逆データ転送をサポートします

■

重複排除

■

手違いによる書き込みからターゲットファイル
システムを保護します

SF（Storage Foundation）は、VxVM（Veritas Volume DMP、VxVM、
Manager）、VxFS（Veritas File System）、DMP から VxFS
成るストレージ管理サービスです。

■

■

異機種混在環境全体のストレージ利用率を
増やします
重複排除と圧縮

Veritas Volume Manager は、物理ディスクや論理ユ
ニット番号（LUN）をボリュームと呼ばれる論理デバイ
スとして管理できるようにするストレージ管理サブシス
テムです。

■

ストレージの自動階層化

■

ストレージの集中管理

■

Veritas File System は、エクステントを管理単位とし
たインテントログファイルシステムです。

■

最小停止時間での Easy OS とストレージの
移行
DMP のすべてのメリット

Veritas InfoScale 製品には VCS の高可用性と SF DMP、VxVM、
のすべての機能が組み込まれています。
VxFS、VCS

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■
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コンポーネント

コンポーネント

メリット
■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■

共有ストレージ全体の可用性とパフォーマン
スを強化した自動化/インテリジェント管理

Veritas InfoScale Operations Manager は Veritas N/A
InfoScale 製品に集中型管理コンソールを提供しま
す。Veritas InfoScale Operations Manager を使う
と、ストレージリソースの監視、視覚化、管理、レポート
の生成が可能です。

■

Veritas InfoScale 製品の各種機能を標準
的な方法で集中的に管理します
個々のホストとそのストレージを管理するビ
ジュアルインターフェース
複数のオペレーティングシステム間で、デー
タセンターで動作している Veritas InfoScale
製品のすべてのインスタンスを表示します

Cluster Server（VCS）エージェントは特定のリソース VCS
とアプリケーションに高可用性を提供します。各エー
ジェントは特定のタイプのリソースを管理します。通常、
エージェントはリソースの開始、停止、監視を行い、状
態の変化を報告します。

VCS のすべてのメリット

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File
DMP、VxVM、
System High Availability）は、ストレージエリアネット VxFS、VCS、
ワーク（SAN）環境で共有データをサポートするため CVM、SFCFSHA
に Storage Foundation を拡張します。複数のサー
バーがアプリケーションに対して透過的に共有ストレー
ジとファイルに同時にアクセスできます。FSS (Flexible
Storage Sharing) 機能を使うと、CVM (Cluster
Volume Manager) または CFS (Cluster File System)
にローカルストレージまたは市販のストレージを使うこ
とができます。
CVM は VxVM を拡張して共有ディスクグループをサ
ポートします。CFS は VxFS を拡張して並列クラスタ
をサポートします。

■

■

Veritas InfoScale の別売のオプション製品（High
Availability Agent Pack）を使うと、このリリースで提供
されるエージェントに加えて他のエージェントも利用で
きます。エージェントパックは現在発売されているエー
ジェントを含んでおり、現在開発中の新しいエージェ
ントを追加するために年 4 回再リリースされます。
最新のエージェントは、次の SORT （Symantec
Operations Readiness） Web サイトでダウンロード
できます。
https://sort.veritas.com/agents

Veritas InfoScale 製品が対応する仮想化の使用例
Veritas InfoScale 製品コンポーネントは次の仮想化環境の使用例に対応します。
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表 1-8

Linux 環境の Veritas InfoScale Solutions が対応する仮想化の使
用例

仮想化の使用 Veritas
サポートされる 実装についての詳細
事例
InfoScale 推 仮想化技術
奨製品
サーバー統合整 ゲストでの
理
SFHA または
SFCFSHA

RHEL（Red Hat 物理サーバーとして仮想マシンを実行する
Enterprise
方法。
Linux）KVM
p.109 の 「サーバー統合整理」 を参照して
SLES（SUSE
ください。
Linux Enterprise
Server）KVM
RHEV
Microsoft
Hyper-V の
Linux

物理から仮想へ ホストでの SF
の移行
SFHA または
SFCFSHA

RHEL KVM

簡素化した管理 ホストでの
SFHA または
SFCFSHA

RHEL KVM

SLES KVM
RHEV

SLES KVM
RHEV

アプリケーション ゲストでの VCS RHEL KVM
のフェールオー または SFHA
RHEV（Red Hat
バー
Enterprise
Virtualization）
SLES KVM
VMware ESXi
での Linux
Microsoft
Hyper-V の
Linux

物理環境から仮想環境にデータを安全で
簡単に移行する方法。
p.112 の 「物理から仮想への移行」 を参照
してください。
非仮想環境の場合と同じコマンドセット、ス
トレージの名前空間、環境を使って仮想マ
シンを管理する方法。
p.118 の 「簡素化した管理」 を参照してくだ
さい。
仮想マシンでアプリケーションの監視を管
理する方法。
仮想マシンでアプリケーションのフェール
オーバーを管理する方法。
p.128 の 「 KVM 環境アーキテクチャの
Cluster Server の概略」 を参照してくださ
い。
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仮想化の使用 Veritas
サポートされる 実装についての詳細
事例
InfoScale 推 仮想化技術
奨製品
仮想から仮想
（ゲスト内部）へ
のクラスタ化

ゲストでの VCS RHEL KVM
RHEV
SLES KVM
Microsoft
Hyper-V の
Linux
VMware ESXi
での Linux
OVM（Oracle
Virtual
Machine）

仮想から仮想へのクラスタ化に向けた VCS
の設定方法。
p.147 の 「RHEV（Red Hat Enterprise
Virtualization）の仮想から仮想のクラスタ
化に向けた Cluster Server のインストール
と設定」 を参照してください。
p.147 の 「RHEV（Red Hat Enterprise
Virtualization）の仮想から仮想のクラスタ
化に向けた Cluster Server のインストール
と設定」 を参照してください。
p.150 の 「 Cluster Server with Microsoft
Hyper-V 仮想から仮想のクラスタ化による
Symantec Cluster Server のインストール
と設定」 を参照してください。
p.152 の 「OVM（Oracle Virtual Machine）
の仮想から仮想へのクラスタ化に向けた
Cluster Server のインストールと設定」 を
参照してください。

仮想マシンの可 ホストでの VCS RHEL KVM
用性
RHEV
SLES KVM

仮想マシンのフェールオーバーを管理す
る方法。
p.134 の 「リソースとして仮想マシンを監視
するホストの VCS」 を参照してください。
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仮想化の使用 Veritas
サポートされる 実装についての詳細
事例
InfoScale 推 仮想化技術
奨製品
仮想マシンのラ
イブ移行

ホストでの
SFCFSHA

RHEL KVM
SLES KVM
RHEV

インスタントスナップショットなどの機能を
使ってブートイメージを含んだりホストの中
央にある 1 つの場所からブートイメージを
管理したりする方法。
FSS （Flexible Shared Storage）を利用し
て SSD や HDD の使用を有効にする方
法。
FSS の価値提案: ホストで Veritas
InfoScale Solutions が提供するストレージ
プロビジョニングは、ハイパーバイザクラス
タのコンピュータ全体で同じ名前空間があ
る単一プールから仮想マシンにストーレジ
をプロビジョニングできます。クラスタに、
FSS オプションを使って共有できるローカ
ルストレージとして共有ストレージを配置す
る必要がありません。
p.136 の 「ライブ移行について」 を参照して
ください。

仮想マシンのラ
イブ移行

ホストでの
SFCFSHA

RHEV

インスタントスナップショットなどの機能を
使ってブートイメージを含んだりホストの中
央にある 1 つの場所からブートイメージを
管理したりする方法。
p.136 の 「ライブ移行について」 を参照して
ください。

仮想環境での
ホストでの
ディザスタリカバ SFHA または
リ（DR）
SFCFSHA

RHEV

ディザスタリカバリのための仮想マシンの設
定方法。
仮想マシンのバックエンドストレージとして
SF を設定する方法。
FSS （Flexible Shared Storage）を利用し
て SSD や HDD の使用を有効にする方
法。
p.155 の 「Red Hat Enterprise
Virtualization 仮想マシンに対するディザ
スタリカバリについて」 を参照してください。
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仮想化の使用 Veritas
サポートされる 実装についての詳細
事例
InfoScale 推 仮想化技術
奨製品
アプリケーション Veritas
からストレージへ InfoScale
の可視性
Operations
Manager の使
用例の設定

RHEL KVM
SLES KVM
RHEV
VMware ESXi
での Linux

ストレージからアプリケーションへの可視性
の設定方法。
p.104 の 「ストレージからアプリケーションへ
の可視性の使用について 」 を参照してく
ださい。

Microsoft
Hyper-V
Docker コンテナ ホスト内の
の管理
InfoScale
Enterprise

RHEV

ストレージを管理し、高可用性を維持し、
Docker コンテナを移行およびリカバリする
方法
p.170 の 「InfoScale Enterprise 製品によ
る Docker コンテナの管理について」 を参
照してください。

多層型ビジネス Veritas
RHEL KVM
サービスのサ
InfoScale
SLES KVM
ポート
Operations
Manager、VBS RHEV
（Virtual
Business
Service）

多層型アプリケーションのデバイスの検出
方法と設定方法。

メモ: ApplicationHA は、RHEL KVM 環境でのみサポートされています。

仮想から仮想（ゲスト内部）へのクラスタ化とフェールオー
バーについて
複数のゲスト仮想マシンで VCS（Cluster Server）を実行する場合、ゲストからゲストへの
（または仮想から仮想への）クラスタを作成できます。VCS を使って、各ゲスト内で動作し
ている個々のアプリケーションを監視できます。アプリケーションエラーの場合は、仮想か
ら仮想へのクラスタの移行で別のゲスト仮想マシンにアプリケーションをフェールオーバー
することがあります。
次の図に、ゲスト内部 VCS を 2 つの物理ホストのそれぞれ 1 つの仮想マシンに配備す
る例を示します。
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図 1-2

ゲスト内部 VCS のクラスタ化

クラスタの仮想マシンは同じ物理ホスト上または異なる物理ホスト上のいずれにあっても
かまいません。VCS は仮想マシンにインストールされ、クラスタを作成します。これは物理
システム間で VCS が作成するクラスタと同様です。クラスタは仮想マシン内で動作する
アプリケーションとサービスを監視します。障害が発生したアプリケーションまたはサービ
スはクラスタの他の仮想マシンにフェールオーバーされます。
アプリケーションがフェールオーバーされるには、アプリケーションデータがクラスタ内の
メンバーの仮想マシンによって共有されるストレージにある必要があります。
メモ: この設定では、VCS が仮想マシンの中で動作するので、VCS は仮想マシン自体
をフェールオーバーできません。
次の仮想化環境で、VCS をゲスト仮想マシン内部に配備できます(ゲスト内部のサポー
ト)。
■

Microsoft Hyper-V

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

■

Oracle VM（Oracle Virtual Machine）

■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）および SLES（SUSE Linux Enterprise Server）
向けの KVM（カーネルベースの仮想マシン）技術

■

VMware ESXi 環境での Linux ゲスト
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2
基本 KVM 環境の実装

■

第2章 基本 KVM のスタートガイド

■

第3章 KVM リソースの設定

2
基本 KVM のスタートガイド
この章では以下の項目について説明しています。
■

KVM （カーネルベースの仮想マシン）ホストの作成および起動

■

RHEL ベースの KVM のインストールと使用法

■

KVM（カーネルベースの仮想マシン）ゲストの設定

■

Veritas InfoScale Solutions での KVM の設定について

■

カーネルベースの仮想マシン環境の Veritas InfoScale Solutions 設定オプション

■

カーネルベースの仮想マシン環境での Veritas InfoScale Solutions のインストール

■

KVM（カーネルベースの仮想マシン）環境の Cluster Server のインストールと設定

KVM （カーネルベースの仮想マシン）ホストの作成およ
び起動
RHEL （Red Hat Enterprise Linux）および SLES （SUSE Linux Enterprise Server）の
一部として KVM を利用できます。RHEL KVM の管理は、標準的な RHEL インストール
環境にダウンロードできる別の RPM を通じて行われます。SLES KVM の管理は、SLES
を通じて、または標準 SLES インストール環境にダウンロードできる別の RPM によって
行われます。
virt-manager ツールは、すべての仮想マシン操作に対して非常に単純で使いやすく

直観的な GUI インターフェースを、virt-viewer とともに提供します。また、コマンドラ
インの代替である virsh は、豊富なコマンドセットを使って仮想マシンを作成して管理す
るために使うことができるシェルを提供します。これらのツールによって提供される機能に
は、仮想マシンのスナップショットの作成、仮想ネットワークの作成、別の KVM ホストへ
の仮想マシンのライブ移行が含まれます。
必要なハードウェアセットアップを設定したら、次の操作を実行します。

第 2 章 基本 KVM のスタートガイド
RHEL ベースの KVM のインストールと使用法

■

ターゲットシステムで KVM をインストールする。
p.211 の 「Linux の仮想化マニュアル」 を参照してください。

■

必要な KVM 仮想マシンを作成して起動する。
p.33 の 「KVM（カーネルベースの仮想マシン）ゲストの設定」 を参照してください。

■

必須な SFHA 製品をゲストまたはホストでインストールする手順に進む。
p.47 の 「カーネルベースの仮想マシン環境での Veritas InfoScale Solutions のイ
ンストール」 を参照してください。
p.49 の 「KVM（カーネルベースの仮想マシン）環境の Cluster Server のインストー
ルと設定」 を参照してください。

RHEL ベースの KVM のインストールと使用法
次の yum コマンドを使って、すべての yum repo から仮想化に利用可能なグループを表
示できます。
# yum grouplist|grep -i virtualization

このコマンドは、すべてのグループ名のリストの中から「virtualization」をグループ名のサ
ブ文字列として持つパッケージグループを表示しますが、仮想化 RPM をインストールし
ません。
その後で次のコマンドを実行することで RPM をインストールできます。
# yum groupinstall "Virtualization"

KVM（カーネルベースの仮想マシン）ゲストの設定
以下は、KVM ゲストを設定するために必要な手順の概要です。
KVM ゲストを設定するには

1

クラスタのすべてのノードで KVM ゲストを作成するために CPU とメモリのリソースが
使用可能であることを、KVM ゲストを作成する前に確認します。

2

必要な KVM RPM がホストにインストールされていることを確認します。

3

KVM ゲストが作成されるホストで libvirtd サービスが実行していることを確認しま
す。

4

KVM ゲストを作成します。
ネットワーク設定の場合:
p.62 の 「VM-VM クラスタのネットワーク設定」 を参照してください。

5

KVM ゲストにオペレーティングシステムをインストールします。
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6

クラスタの一部にするすべての KVM ゲストに対して、上記の手順を繰り返します。

7

すべての KVM ゲストで VCS をインストールします。
p.49 の 「KVM（カーネルベースの仮想マシン）環境の Cluster Server のインストー
ルと設定」 を参照してください。

8

VCS に管理させる VCS リソースを設定します。VCS マニュアルについて:
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照してください。

Veritas InfoScale Solutions での KVM の設定につ
いて
仮想環境を設定する前に、計画している設定が Veritas InfoScale Solutions 製品のイ
ンストールのためのシステム必要条件、ライセンス、その他の注意事項を満たしているこ
とを確認します。
■

ライセンス: カーネルベースの仮想マシン（KVM）環境で SF（Storage Foundation）
または SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）を
実行するお客様には、ライセンスを受けたサーバーまたは CPU ごとに無制限の数の
ゲストを使う権利が付与されます。

■

Red Hat と SUSE システムの必要条件: 表 2-1を参照してください

■

Veritas製品の必要条件: 表 2-2 を参照してください。

■

リリースノート: 各Veritas製品には、システム必要条件やサポート対象ソフトウェアの
更新など、各製品についての最新情報と重要な詳細が含まれています。製品のイン
ストールを開始する前に、リリースノートで最新情報を確認してください。
製品のマニュアルは次の場所の Web で利用可能です。
https://sort.veritas.com/documents

表 2-1

Red Hat と SUSE システムの必要条件
RHEL（Red Hat
Enterprise Linux）

サポート対象アーキテクチャ

最小のシステム必要条件

SLES（SUSE Linux
Enterprise Server）

■

Intel 64

■

Intel 64

■

AMD 64

■

AMD 64

■

6 GB の空きディスク領域

■

6 GB の空きディスク領域

■

2 GB の RAM

■

2 GB の RAM
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RHEL（Red Hat
Enterprise Linux）
推奨のシステム必要条件

■

■

■

SLES（SUSE Linux
Enterprise Server）

6 GB + ゲストごとにゲストオ ■
ペレーティングシステムに
よって推奨される必要なディ
スク領域。ほとんどのオペ
レーティングシステムでは、
6 GB よりも多いディスク領
域が推奨されます。
各仮想化 CPU とホストに対 ■
してプロセッサコアまたはハ
イパースレッドを 1 つずつ
2 GB の RAM + 仮想化ゲ ■
ストに対する追加の RAM

6 GB + ゲストごとにゲストオ
ペレーティングシステムに
よって推奨される必要なディ
スク領域。ほとんどのオペ
レーティングシステムでは、
6 GB よりも多いディスク領
域が推奨されます。
各仮想化 CPU とホストに対
してプロセッサコアまたはハ
イパースレッドを 1 つずつ
2 GB の RAM + 仮想化ゲ
ストに対する追加の RAM

ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされて
いる CPU

完全な仮想化が有効にされて
いる CPU

Veritas InfoScale Solutions

Veritas InfoScale Solutions
7.3

Veritas InfoScale Solutions
7.3

ホストのサポート対象 OS バー [KVM、RHEV] RHEL 6
SLES11 SP2、SP3
ジョン
Update 3、Update 4、Update
5、Update 6、Update 7
[KVM のみ] RHEL 7
仮想マシンのサポート対象の
OS バージョン

[KVM, RHEV] RHEL 6 Update SLES11 SP2、SP3
3、Update 4、Update 5
[KVM のみ] RHEL 7

表 2-2
ハードウェア

Veritas 製品の必要条件
https://www.veritas.com/support/en_US/article.000126344
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ソフトウェア

■

■

■

■

■

■

ストレージ

■

■

■

ネットワーク

ゲストイメージを保持するための共有ストレージ。（VM のフェール
オーバー）
アプリケーションデータを保持するための共有ストレージ。（アプリ
ケーションのフェールオーバー）
VM とアプリケーションフェールオーバーで FSS （Flexible Storage
Sharing）のローカルストレージが有効になっている

■

パブリックネットワーク上の通信のためにゲストを設定する。

■

プライベート通信の仮想インターフェースをセットアップする。

マニュアル: 最新のシステ ■
ム必要条件、制限事項、 ■
既知の問題については製
品リリースノートを参照

表 2-3

Dynamic Multi-Pathing
KVM ホストとゲスト仮想マシンのストレージ可視性に使用
Storage Foundation
KVM ホストとゲスト仮想マシンのストレージ管理に使用
Storage Foundation HA
KVM ホストとゲスト仮想マシンのストレージ管理およびクラスタ化に
使用
Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.3
ゲスト仮想マシンのライブ移行を有効にするために複数の KVM
ホストのストレージ管理およびクラスタ化を目的として使用
Cluster Server
仮想マシンの監視、移行、フェールオーバーに使用
Veritas Operations Manager 5.0
アプリケーション可視性と仮想ホスト管理に使用

Veritas InfoScale リリースノート
Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools):
https://sort.veritas.com/documents

KVM でサポートされる Red Hat Enterprise Linux 構成向けの VCS
システムの必要条件

VCS バージョン

7.3

ホストのサポート対象 OS バージョ RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
ン
RHEL 7
VM ゲストのサポート対象 OS

RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
RHEL 7

ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされている CPU
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制限事項とサポートされないカーネルベースの仮想マシン機能
制限事項と既知の問題について詳しくは、Linux 向けの『Veritas InfoScale リリースノー
ト』を参照してください。
KVM 関連の制限事項について詳しくは、仮想化技術プロバイダ（RHEL または SLES）
のリリースノートを参照してください。
p.211 の 「Linux の仮想化マニュアル」 を参照してください。

カーネルベースの仮想マシン環境の Veritas InfoScale
Solutions 設定オプション
Veritas InfoScale Solutions 製品は、表 2-4 の一覧に表示されている設定をサポートし
ます。以下の表に示す設定は、ストレージと可用性の目標を達成するために必要な最低
要件です。 カーネルベースの仮想マシン（KVM）ホストとゲスト仮想マシンのストレージの
可視性、管理、VVR を使ったレプリケーションサポート、可用性、クラスタフェールオー
バーの望ましいレベルを達成するため、Veritas InfoScale Solutions 製品を必要に応じ
て組み合わせて使うことができます。
表 2-4

KVM 環境の Veritas InfoScale Solutions のサポート対象設定オプ
ション

目標

推奨される Veritas InfoScale Solutions
製品の設定

KVM ゲスト仮想マシンのストレージ可視性

KVM ゲスト仮想マシンの DMP（Dynamic
Multi-Pathing）

KVM ホストのストレージ可視性

KVM ホストでの DMP

KVM ゲスト仮想マシンのストレージ管理機能 KVM ゲスト仮想マシンの Storage Foundation
と、VVR を使ったレプリケーションサポート
（SF）
p.40 の 「 仮想化ゲストマシンでの Storage
Foundation」 を参照してください。
KVM ホストの高度なストレージ管理機能と、
VVR を使ったレプリケーションサポート

KVM ホストの Storage Foundation Cluster File
System（SFCFSHA）

KVM ホストとゲスト仮想マシンのエンドツーエ KVM ホストとゲスト仮想マシンの DMP
ンドのストレージ可視性
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目標

推奨される Veritas InfoScale Solutions
製品の設定

KVM ゲスト仮想マシンのストレージ管理機能、 KVM ホストの DMP と KVM ゲスト仮想マシンの
VVR を使ったレプリケーションサポート、KVM SF
ホストのストレージ可視性
p.43 の 「 KVM ホストの Dynamic Multi-Pathing
と KVM ゲスト仮想マシンの Storage Foundation
HA」 を参照してください。
KVM ホストの仮想マシン監視、移行、フェー KVM ホストの Cluster Server （VCS）
ルオーバー
p.44 の 「 KVM ホストでの Cluster Server」 を参
照してください。
KVM ゲスト仮想マシンのアプリケーション
フェールオーバー

KVM ゲスト仮想マシンの VCS

アプリケーション可用性と仮想マシン可用性

KVM ゲスト仮想マシンの ApplicationHA と KVM
ホストの VCS

p.45 の 「ゲストでの Cluster Server」 を参照して
ください。

KVM ゲスト仮想マシンと物理ホスト間のアプ KVM ゲスト仮想マシンと KVM 物理ホストマシン内
リケーションフェールオーバー
の VCS
p.46 の 「複数の仮想マシンゲストと物理コンピュー
タにわたるクラスタ内の Cluster Server」 を参照し
てください。

p.34 の 「Veritas InfoScale Solutions での KVM の設定について」 を参照してくださ
い。
p.25 の 「Veritas InfoScale 製品が対応する仮想化の使用例」 を参照してください。

KVM ゲスト仮想化マシンの Dynamic Multi-Pathing
DMP（Dynamic Multi-Pathing）を使用すると、KVM ゲスト仮想化マシンのストレージを
表示できます。KVM ゲスト仮想化マシンの DMP により、次の機能が提供されます。
■

ゲストで設定されるオペレーティングシステムのデバイスのマルチパス機能

■

同じ物理 LUN へのデバイスパスをすべて示すための DMP メタデバイス（DMP ノー
ド）

■

エンクロージャに基づく命名規則のサポート

■

標準アレイタイプのサポート
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ゲストでの Dynamic Multi-Pathing

図 2-1

KVM
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KVM
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DMP

DMP

KVM
Hypervisor
RHEL/SLES
物理サーバー

DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

KVM ホストでの Dynamic Multi-Pathing
DMP（Dynamic Multi-Pathing）を使用すると、KVM ホストのストレージを表示できます。
KVM ホストで DMP を使用すると、次のことが可能になります。
■

集中型マルチパス機能

■

アクティブ/パッシブアレイの高パフォーマンスフェールオーバー

■

集中型のストレージパス管理

■

高速でプロアクティブなフェールオーバー

■

イベント通知
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KVM ホストでの Dynamic Multi-Pathing

図 2-2

KVM
ゲスト

DMP

KVM
ゲスト

KVM
ホスト

RHEL/SLES
物理サーバー

DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

仮想化ゲストマシンでの Storage Foundation
Storage Foundation（SF）をゲストで使うと、KVM ゲスト仮想マシンのリソースに対してス
トレージ管理機能が提供されます。Storage Foundation を使用すると、次の機能が提供
され、KVM ゲストのストレージリソースをより簡単に管理できます。
■

データベースパフォーマンスの向上

■

データバックアップ、リカバリ、処理の PITC 機能

■

ストレージを最適化するためのポリシー設定オプション

■

データを簡単かつ確実に移行する方法

■

レプリケーションのサポート
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仮想化ゲストマシンでの Storage Foundation

図 2-3
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Storage Foundation 機能について詳しくは、『 Storage Foundation 管理者ガイド』を
参照してください。

KVM ホストでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability
SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）は、KVM ホ
ストに高度なストレージ管理機能を提供します。SFCFSHA を使用すると、次の機能が提
供され、KVM ホストのストレージリソースをより簡単に管理できます。
■

データベースパフォーマンスの向上

■

データバックアップ、リカバリ、処理の PITC 機能

■

ストレージを最適化するためのポリシー設定オプション

■

データを簡単かつ確実に移行する方法

■

レプリケーションのサポート

■

仮想マシンに対する高可用性

■

仮想マシンに対する高可用性とディザスタリカバリ

■

仮想マシンの簡素化した管理

41

第 2 章 基本 KVM のスタートガイド
カーネルベースの仮想マシン環境の Veritas InfoScale Solutions 設定オプション

KVM ホストでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability

図 2-4
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Storage Foundation 機能について詳しくは、『Storage FoundationTM Cluster File
System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。

KVM ホストとゲスト仮想マシンの Dynamic Multi-Pathing
DMP（Dynamic Multi-Pathing）を使用することにより、KVM ホストとゲスト仮想マシンの
双方にエンドツーエンドのストレージの可視性が実現します。KVM ゲスト仮想化マシン
の DMP を使用すると、次の機能が提供されます。
■

ゲストで設定されるオペレーティングシステムのデバイスのマルチパス機能

■

同じ物理 LUN へのデバイスパスをすべて示すための DMP メタデバイス（DMP ノー
ド）

■

エンクロージャに基づく命名規則のサポート

■

標準アレイタイプのサポート

KVM ホストで DMP を使用すると、次のことが可能になります。
■

集中型マルチパス機能

■

アクティブ/パッシブアレイの高パフォーマンスフェールオーバー

■

集中型のストレージパス管理

■

高速でプロアクティブなフェールオーバー

■

イベント通知
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KVM 仮想化ゲストと KVM ホストの Dynamic Multi-Pathing

図 2-5
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DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

KVM ホストの Dynamic Multi-Pathing と KVM ゲスト仮想マシンの
Storage Foundation HA
ゲストで SFHA（Storage Foundation and High Availability）を使用し、KVM ホストで
DMP（Dynamic Multi-Pathing）を使用すると、KVM ゲスト仮想マシンリソースのストレー
ジ管理機能と KVM ホストのストレージ可視性が統合されます。
KVM ゲストの SFHA を使用すると、次の機能が提供されます。
■

データベースパフォーマンスの向上

■

データバックアップ、リカバリ、処理の PITC 機能

■

ストレージを最適化するためのポリシー設定オプション

■

データを簡単かつ確実に移行する方法

■

レプリケーションのサポート

■

仮想マシンで動作するアプリケーションの高可用性

ホストで DMP を使用すると、次の機能が提供されます。
■

集中型マルチパス機能

■

高速でプロアクティブなフェールオーバー

■

イベント通知
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KVM ゲスト仮想マシンの Storage Foundation HA と KVM ホスト
の DMP

図 2-6
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SFHA 機能について詳しくは、『 Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

KVM ホストでの Cluster Server
VCS（Cluster Server）により、別の KVM ホストに仮想マシンの監視とフェールオーバー
が提供されます。VCS を使用すると、KVM ホストで次のことが有効になります。
■

可用性を向上させるために、複数の独立したシステムを管理フレームワークに接続し
ます。

■

クラスタを形成するために、ノードはソフトウェアレベルで協調できます。

■

アプリケーションのフェールオーバーと制御を実現するために、市販のハードウェア
をインテリジェントソフトウェアとリンクします。

■

監視下のアプリケーションで障害が発生した場合、アプリケーションをテイクオーバー
してクラスタの別の場所に起動させるために、他のノードが定義済みのアクションを実
行できます。
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KVM ホストでの Cluster Server

図 2-7
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Cluster Server 機能について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。

ゲストでの Cluster Server
VCS（Cluster Server）により、別の KVM ゲストにアプリケーションの監視とフェールオー
バーが提供されます。
■

可用性を向上させるために、複数の独立したシステムを管理フレームワークに接続し
ます。

■

クラスタを形成するために、ノードはソフトウェアレベルで協調できます。

■

アプリケーションのフェールオーバーと制御を実現するために、市販のハードウェア
をインテリジェントソフトウェアとリンクします。

■

監視下のアプリケーションで障害が発生した場合、アプリケーションをテイクオーバー
してクラスタの別の場所に起動させるために、他のノードが定義済みのアクションを実
行できます。

45

第 2 章 基本 KVM のスタートガイド
カーネルベースの仮想マシン環境の Veritas InfoScale Solutions 設定オプション

ゲストでの Cluster Server

図 2-8
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Cluster Server 機能について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。

複数の仮想マシンゲストと物理コンピュータにわたるクラスタ内の Cluster
Server
VCS（Cluster Server）をゲストとホストの両方で使うと、複数の仮想マシンと物理ホストに
わたるリソース管理に対して統合ソリューションが有効になります。KVM ゲストの VCS と
別の物理ホストで実行する VCS を組み合わせて物理から仮想へのクラスタを作成する
と、このクラスタ内の VCS では次が有効になります。
■

ゲスト内で実行するアプリケーションを監視する

■

別の物理ホストへのフェールオーバーアプリケーション

■

物理ホストで実行するアプリケーションを VM 仮想化ゲストマシンにフェールオーバー
する
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複数のゲストと物理コンピュータにわたるクラスタ内の Cluster Server

図 2-9
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Storage Foundation 機能について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。

カーネルベースの仮想マシン環境での Veritas
InfoScale Solutions のインストール
KVM （カーネルベースの仮想マシン）のインストール後に Veritas InfoScale Solutions
を使って KVM （カーネルベースの仮想マシン）環境でゲストを設定するには、次の手順
を実行します。
表 2-5

KVM ゲストで Veritas InfoScale Solutions をインストールするタス
ク

タスク

情報

KVM ホストを必要に応じて設定します。
KVM ゲストを必要に応じて作成します。

p.32 の 「KVM （カーネルベースの仮想マシン）ホス
トの作成および起動」 を参照してください。
p.33 の 「KVM（カーネルベースの仮想マシン）ゲス
トの設定」 を参照してください。

対象 KVM ゲスト仮想マシンで Veritas
InfoScale 製品をインストールします。

Veritas InfoScale Solutions のインストール情報に
ついては、製品のインストールガイドを参照してくだ
さい。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。
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タスク

情報

対象 KVM ゲスト仮想マシンで SFHA
Solutions 製品を設定します。

Veritas InfoScale Solutions の設定情報について
は、製品のインストールガイドを参照してください。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。

KVM ゲストの仮想マシンに必要なリソース p.52 の 「カーネルベースの仮想マシンリソースにつ
を設定します。
いて」 を参照してください。

上記のタスクは次の設定に適用されます。
■

ゲストでの Dynamic Multi-Pathing
p.38 の 「KVM ゲスト仮想化マシンの Dynamic Multi-Pathing」 を参照してください。

■

ゲストでの Storage Foundation
p.40 の 「 仮想化ゲストマシンでの Storage Foundation」 を参照してください。

■

ゲストでの Storage Foundation High Availability

■

ゲストでの Storage Foundation Cluster File System High Availability
p.43 の 「 KVM ホストの Dynamic Multi-Pathing と KVM ゲスト仮想マシンの Storage
Foundation HA」 を参照してください。

KVM をインストールした後で Veritas InfoScale Solutions を使って KVM 環境にホスト
をセットアップするには、次の手順を実行します。
表 2-6

KVM ホストで Veritas InfoScale Solutions をインストールするタス
ク

タスク

情報

KVM ホストを設定します。

p.32 の 「KVM （カーネルベースの仮想マシン）ホス
トの作成および起動」 を参照してください。

KVM ホストに Veritas InfoScale Solutions Veritas InfoScale Solutions のインストール情報に
製品をインストールします。
ついては、製品のインストールガイドを参照してくだ
さい。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。
対象の KVM ホストで Veritas InfoScale
Solutions 製品を設定します。

Veritas InfoScale Solutions の設定情報について
は、製品のインストールガイドを参照してください。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。

KVM ゲストを必要に応じて作成します。

p.33 の 「KVM（カーネルベースの仮想マシン）ゲス
トの設定」 を参照してください。
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タスク

情報

KVM ゲストの仮想マシンに必要なリソース p.52 の 「カーネルベースの仮想マシンリソースにつ
を設定します。
いて」 を参照してください。

上記のタスクは次の設定に適用されます。
■

ホストでの Dynamic Multi-Pathing
p.39 の 「 KVM ホストでの Dynamic Multi-Pathing」 を参照してください。

■

ホストでの Storage Foundation Cluster File System High Availability
p.41 の 「KVM ホストでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability」 を参照してください。

KVM（カーネルベースの仮想マシン）環境の Cluster
Server のインストールと設定
KVM 環境に VCS（Cluster Server）を設定するには
表 2-7

KVM 環境で VCS をインストールするためのタスク

タスク

情報

KVM ホストを必要に応じて設定します。
KVM ゲストを必要に応じて作成します。

p.32 の 「KVM （カーネルベースの仮想マシン）ホス
トの作成および起動」 を参照してください。
p.32 の 「KVM （カーネルベースの仮想マシン）ホス
トの作成および起動」 を参照してください。

InfoScale Availability をインストールしま
す。

『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照してく
ださい。

メモ: VCS は InfoScale Availability 製品 p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
に付属しています。

てください。

VCS を設定します。

『Cluster Server 設定/アップグレードガイド』を参照
してください。

ホストとネットワークが設定されている場合
は、ゲスト内で機能させるために VCS を追 p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
加に設定する必要はありません。
てください。
KVM ゲストの仮想マシンで必要なネットワー p.62 の 「VM-VM クラスタのネットワーク設定」 を参
クを設定します。
照してください。

上記の手順は次の設定に適用されます。
■

KVM ホストの VCS
p.44 の 「 KVM ホストでの Cluster Server」 を参照してください。
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■

KVM ゲストでの VCS
p.45 の 「ゲストでの Cluster Server」 を参照してください。

■

KVM ホストと KVM ゲスト仮想マシンの ApplicationHA の VCS

■

複数のゲストと物理コンピュータにわたるクラスタ内の VCS
p.46 の 「複数の仮想マシンゲストと物理コンピュータにわたるクラスタ内の Cluster
Server」 を参照してください。

VCS（Cluster Server）の仮想マシン（VM）ゲストの管理方法
VCS の VM ゲストの管理方法の概要を示します。
■

VCS がインストールされている複数の物理コンピュータはクラスタを形成する。
VCS のインストールについては、『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照して
ください。

■

VM ゲストを作成するために、クラスタのすべてのノードでの CPU とメモリのリソース
が使用可能にされる。

■

VM ゲストを管理するために、VCS がすべてのホストでインストールされる。

■

オペレーティングシステムが VM ゲストにインストールされる。
メモ: VM ゲストをイメージファイルまたは共有 RAW ディスク（ディスク名がすべての
物理ホストにわたって永続的である場合）で作成できます。

■

VM ゲストが VCS の KVMGuest リソースとして設定される。

VM ゲストの作成および設定方法について詳しくは、RHEL（Red Hat Enterprise Linux）
または SLES（SUSE Linux Enterprise Server）の仮想化マニュアルの「インストール」セ
クションを参照してください。
物理マシンに VM ゲストを設定する際は（PM-PM）、次の条件が適用されます。
■

すべての VCS クラスタノードにアクセス可能な共有ストレージでオペレーティングシ
ステムがインストールされている 1 つのノードで VM ゲストを設定する必要がありま
す。

■

仮想マシンが複数のクラスタノードにわたってフェールオーバーできるように、イメー
ジファイルが共有ストレージに存在することを確認します。

■

最初の VM ゲストは、標準インストール手順を使って設定できます。
p.47 の 「カーネルベースの仮想マシン環境での Veritas InfoScale Solutions のイ
ンストール」 を参照してください。

多くのアプリケーションを管理する VCS と同梱されているのが、付属エージェントです。
KVMGuest エージェントが含まれ、KVM ゲストを管理して KVM ゲストに高可用性を提
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供するために使うことができます。KVMGuest エージェントの属性、リソース依存関係、
エージェント関数について詳しくは、『Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイ
ド』を参照してください。
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3
KVM リソースの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

カーネルベースの仮想マシンリソースについて

■

ストレージの設定

■

ネットワークの設定

カーネルベースの仮想マシンリソースについて
KVM （カーネルベースの仮想マシン）と Veritas InfoScale Solutions 製品をインストー
ルして仮想マシンを作成したら、KVM リソースを設定して環境を最適化できます。設定
プロセスは、設定する Veritas InfoScale Soltions によって異なります。
■

ゲストまたはホストで DMP （Dynamic Multi-Pathing）、SF （Storage Foundation）、
SFHA、SFCFSHA （Storage Foundation Cluster File System High Availability）
を使っている場合は、可視性と管理上の使いやすさを実現するようにストレージを最
適化できます。
p.52 の 「ストレージの設定」 を参照してください。

■

ゲストまたはホストで VCS（Cluster Server）、SFHA、または SFCFSHA を使用して
いる場合、KVM リソースの可用性を高くするようにネットワークを最適化できます。
p.59 の 「ネットワークの設定」 を参照してください。

ストレージの設定
Veritas InfoScale Solutions は、ゲストソリューションとホストソリューションのどちらを使っ
ていてもストレージをより効率的にマップして管理できるようにします。
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KVM 環境での一貫したストレージマッピング
KVM 環境でストレージを管理する場合、一貫したマッピングが必要とされます。準仮想
化 VirtIO ドライバまたは完全仮想化 IDE エミュレーションを使ってゲストに提示されたス
トレージは、ホストからゲストにマップされる必要があります。Linux で使用されるデバイス
命名は揮発性であるため、ホストからゲストにストレージをマップする際には注意が必要
です。Linux の場合、デバイス名はシステムが再ブートされると変更できる列挙順序に基
づいています。
一貫したマッピングは、次によって実現できます。
■

DMP メタデバイス

■

デバイス ID を使ったデバイスのマッピング

■

パスを使ったデバイスのマッピング

■

ボリュームを使ったデバイスのマッピング

■

Linux の udev デバイスシンボリックリンク

ゲストにストレージをマップする際にディスクラベルは使わないでください。ディスクラベル
はゲストによる変更が可能であるため、保証されません。
クラスタ化環境では、アクティブ/パッシブ DMP デバイスをゲストに直接マップできませ
ん。

ゲストへのデバイスのマッピング
virsh attach-device を使って非永続的なマッピングを作成できます。非永続的なマッ

ピングは、 virsh dumpxml domain に続けて virsh define domain を使い KVM ゲ
ストを再定義することによって永続的にすることができます。永続的なマッピングは、
virt-manager を使うか、または virsh edit domain を使ってゲストの XML 設定を変
更することにより、ホストで作成できます。
ディレクトリ /dev/disk/by-path で作成されるデバイスリンクは一貫しているか、できれ
ばすべての物理ホスト間で同一にしてください。さまざまなデバイスリンクを使用すると、
仮想マシンのライブ移行または VCS KVMGuest エージェントのフェールオーバーで問
題が発生する可能性があります。
p.57 の 「virtio-scsi インターフェースを使用したデバイスのマッピング」 を参照してくださ
い。

DMP メタデバイスのマッピング
一貫したマッピングは、DMP の「永続的な命名」機能を使ってホストからゲストへと実現
できます。
ホストで DMP を実行すると、他にも実用的な利点があります。
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■

マルチパスデバイスを単一のデバイスとしてエクスポートできます。これによってマッ
ピングの管理がさらに簡単になり、デバイスの最大数（VirtIO ドライバによって 32 台
に制限されている）への到達を遅らせることもできます。

■

パスフェールオーバーをホストで効率的に管理でき、プロアクティブにパスを監視す
るためにイベントソースデーモンを充分に活用できます。

■

Veritas InfoScale Solutions 製品がゲストにインストールされている場合、「永続的な
命名」機能によって、ゲストからホストそしてアレイまでサポート対象デバイスの一貫し
た命名が可能になります。 「ユーザー定義名（UDN）」機能は、DMP 仮想デバイスが
カスタム割り当て名を持つことを許可します。

DMP メタデバイスをゲストにマップするには、次の手順を実行します。

1

ゲストにデバイスをマップします。この例では、DMP デバイス xiv0_8614 は guest_1
にマップされます。
# virsh attach-disk guest_1 /dev/vx/dmp/xiv0_8614 vdb

2

マッピングは、ゲストを再定義することによって永続的にすることができます。
# virsh dumpxml guest_1 > /tmp/guest_1.xml
# virsh define /tmp/guest_1.xml

複数の KVM ホストにわたって一貫した命名
エンクロージャに基づく命名規則（EBN）は、シングルノードに対して永続的な命名を行
いますが、クラスタ内の複数のノードにわたる一貫した命名は保証されません。DMP の
「ユーザー定義名（UDN）」機能は、複数のホストにわたって永続的な名前と一貫した名
前の両方が DMP デバイスに提供されることを許可します。ユーザー定義名を使うと、エ
ンクロージャとデバイスのシリアル番号を一意のデバイス名にマップするテンプレートファ
イルがホストで作成されます。ユーザー定義名は手動で選択できるため、マッピングの管
理がさらに簡単になります。
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複数のホストにわたって一貫した命名を行うには、次の手順を実行します。

1

ユーザー定義名のテンプレートファイルを作成します。
# /etc/vx/bin/vxgetdmpnames enclosure=3pardata0 >
/tmp/user_defined_names
# cat /tmp/user_defined_names
enclosure vendor=3PARdat product=VV serial=1628 name=3pardata0
dmpnode serial=2AC00008065C name=3pardata0_1
dmpnode serial=2AC00002065C name=3pardata0_2
dmpnode serial=2AC00003065C name=3pardata0_3
dmpnode serial=2AC00004065C name=3pardata0_4

2

必要な場合は、デバイスの名前を変更します。この例では、マップ先のゲストの名前
を使って DMP デバイスに名前が付けられます。
# cat /dmp/user_defined_names
enclosure vendor=3PARdat product=VV serial=1628 name=3pardata0
dmpnode serial=2AC00008065C name=guest1_1
dmpnode serial=2AC00002065C name=guest1_2
dmpnode serial=2AC00003065C name=guest2_1
dmpnode serial=2AC00004065C name=guest2_2

3

ユーザー定義名ファイルをこのノードと他のすべてのホストに適用します。
# vxddladm assign names file=/tmp/user_defined_names

4

ユーザー定義名が適用されたことを確認します。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=3pardata0
NAME
STATE
ENCLR-TYPE PATHS ENBL

DSBL

ENCLR-NAME

==============================================================================
guest_1_1
ENABLED
3PARDATA
2
2
0
3pardata0
guest_1_2

ENABLED

3PARDATA

2

2

0

3pardata0

guest_2_1

ENABLED

3PARDATA

2

2

0

3pardata0

guest_2_2

ENABLED

3PARDATA

2

2

0

3pardata0

パスを使ったデバイスのマッピング
マッピングは、デバイス ID を使って実現できます（/dev/disk/by-path/）。
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これらのリンクはパスの永続的なプロパティを使います。ファイバーチャネルデバイスの場
合、シンボリックリンク名は、バス識別子、ターゲットの WWN（Worldwide Name）、LUN
識別子で順に構成されます。デバイスには、そのデバイスへの各パスに対して 1 つのエ
ントリが含まれます。 マルチパスがゲストで実行される環境では、デバイスの各パスに対
して 1 つのマッピングを作成します。
次の例では、デバイス sdd へのパスは両方とも guest_3 にマップされます。
ゲストにパスをマップするには、次の手順を実行します。

1

ゲストにマップするデバイスを識別します。デバイス ID を入手します。
# udevadm info -q symlink --name sdd | cut -d¥
disk/by-id/scsi-200173800013420cd

-f 3

マルチパス環境では、デバイス ID を使用して、デバイスへのすべてのパスを検索
できます。
# udevadm info --export-db |grep
disk/by-id/scsi-200173800013420cd¥ ¥
| cut -d¥ -f 4
/dev/disk/by-path/pci-0000:0b:00.0-fc-0x5001738001340160:0x000000
/dev/disk/by-path/pci-0000:0c:00.0-fc-0x5001738001340161:0x000000

2

デバイスのパスを使用して、パスを使っているゲストにデバイスをマップします。
# virsh attach-disk guest_3 ¥
/dev/disk/by-path/pci-0000:0b:00.0-fc-0x5001738001340160:0x000000
vdb
Disk attached successfully
# virsh attach-disk guest_3 ¥
/dev/disk/by-path/pci-0000:0c:00.0-fc-0x5001738001340161:0x000000
vdc
Disk attached successfully

3

ゲストを再定義して、マップを永続的にします。
# virsh dumpxml guest_3 > /tmp/guest_3.xml
# virsh define /tmp/guest_3.xml

ボリュームを使ったデバイスのマッピング
Veritas Volume Manager ボリューム（VxVM ボリューム）を使用することで、マッピングを
実現できます。
ゲストへの VxVM ボリュームのマッピングに関する詳細情報:
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p.118 の 「簡素化した管理」 を参照してください。

virtio-scsi インターフェースを使用したデバイスのマッピング
Red Hat Enterprise Linux（RHEL）6 Update 4 以降では、virtio-scsi インターフェース
を通してデバイスをゲストにマッピングできます。これは virtio-blk デバイスに代わるもの
で、次の改善をもたらします。
■

複数のストレージデバイスに接続する機能

■

標準的なコマンドセット

■

移行を簡単にするための標準的なデバイス命名

■

デバイスパススルー

メモ: virtio-scsi インターフェースではパスを使用したマッピングもサポートされています。
SCSI パススルーを有効にし、エクスポートされたディスクをゲスト中のベアメタル SCSI
デバイスとして使うには、<disk> 要素の device 属性を「disk」ではなく「lun」に設定す
る必要があります。次のディスク XML ファイルは virtio-scsi の device 属性値の例です:
<disk type='block' device='lun' sgio='unfiltered'>
<driver name='qemu' type='raw' cache='none'/>
<source
dev='/dev/disk/by-path/pci-0000:07:00.1-fc-0x5001438011393dee-lun-1'/>
<target dev='sdd' bus='scsi'/>
<address type='drive' controller='4' bus='0' target='0' unit='0'/>
</disk>

virtio-scsi を使用して 1 つ以上のデバイスをマップするには

1

各 SCSI コントローラにつき 1 つの XML ファイルを作成し、それに次の内容を入力
します。
<controller type='scsi' model='virtio-scsi' index='1'/>

この例の XML ファイルの名前は ctlr.xml とします。

2

ゲストに SCSI コントローラを接続します。
# virsh attach-device guest1 ctlr.xml --config
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3

ディスクに対する XML ファイルを作成し、それに次の内容を入力します。
<disk type='block' device='lun' sgio='unfiltered'>
<driver name='qemu' type='raw' cache='none'/>
<source
dev='/dev/disk/by-path/pci-0000:07:00.1-fc-0x5001438011393dee-lun-1'/>
<target dev='sdd' bus='scsi'/>
<address type='drive' controller='1' bus='0' target='0' unit='0'/>
</disk>

この例の XML ファイルの名前は disk.xml とします。

4

既存のゲストにディスクを接続します。
# virsh attach-device guest1 disk.xml --config

デバイスのサイズ変更
RHEL （Red Hat Linux Enterprise） 6.3、6.4、6.5、7 や SLES （SUSE Linux Enterprise
Server） 11 SP2 と SP3 は、VirtIO デバイスのオンラインディスクのサイズ変更をサポー
トしません。VirtIO デバイスのサイズ変更を行うには、ゲストを完全にシャットダウンして再
起動する必要があります。
デバイスをサイズ変更するには、次のいずれかの方法を使用できます。
デバイスを拡大するには、次の手順を実行します。

1

2

ストレージを増加します。
■

ストレージデバイスが VxVM ボリュームである場合、ボリュームをサイズ変更しま
す。

■

ストレージデバイスがストレージアレイ LUN である場合、アレイのデバイスをサイ
ズ変更します。

ホストのディスクデバイスのサイズを更新します。
■

ストレージデバイスを使ってすべての仮想マシンを停止します。

■

デバイスがストレージアレイ LUN である場合は、デバイスのサイズを更新します。
# blockdev --rereadpt device

■

3

仮想マシンを再起動します。

ゲストのストレージデバイスのサイズを更新します。
■

VxVM がゲストのストレージを管理している場合は、vxdisk resize コマンドを
使用します。
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■

VxVM がゲストのストレージを管理していない場合は、個別のマニュアルを参照
してください。

デバイスを縮小するには

1

ゲストのディスクデバイスのサイズを更新します。
■

VxVM がゲストのストレージを管理している場合、必要に応じて、まず、vxresize
ユーティリティを使用してデバイスを使っているファイルシステムとボリュームを縮
小します。vxresize ユーティリティを使用して、デバイスのパブリックリージョンの
サイズを更新します。
# vxdisk resize access_name length=new_size

■

2

3

VxVM がゲストのストレージを管理していない場合は、個別のマニュアルを参照
してください。

ゲストのストレージを縮小します。
■

デバイスが VxVM ボリュームである場合は、vxassist ユーティリティを使用して
ボリュームを縮小します。

■

デバイスがストレージアレイ LUN である場合は、ストレージアレイのデバイスを縮
小します。

ホストのディスクデバイスのサイズを更新します。
■

デバイスを使用しているゲストを停止します。

■

デバイスがストレージアレイ LUN である場合は、次のコマンドを使用します。
# blockdev --rereadpt device

4

ゲストを起動します。

ネットワークの設定
Veritas InfoScale Solutions で次のことができるようにするには、ホストと KVM ゲストで
ネットワークを設定する必要があります。
■

アプリケーションのフェールオーバー

■

仮想マシンの可用性

ブリッジネットワークの設定
ブリッジネットワークの設定は 2 段階で実行できます。
■

ホストネットワークの設定
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■

ゲストネットワークの設定

ホストネットワークの設定
libvirtd サービスは NAT されたプライベートネットワークであるデフォルトのブリッジ virbr0
を作成します。libvirtd サービスはネットワークに対して virbr0 を使うゲストにネットワーク
192.168.122.0 からプライベート IP を割り当てます。ゲストがホストコンピュータのパブ
リックネットワークを通して通信する必要がある場合は、ブリッジを設定する必要がありま
す。このブリッジは、次の手順を使って作成できます。
1.

他のすべてのインターフェース設定ファイルが存在する場所
/etc/sysconfig/network-scripts/ に、ifcfg-br0 という名前の新しいインター
フェースファイルを作成します。このファイルの内容は、次のとおりです。
DEVICE=br0
Type=Bridge
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes

2.

次のコマンドを使ってブリッジに物理インターフェースを追加します。
# brctl addif eth0 br0

このコマンドは、前の手順で作成した br0 ブリッジとゲストが共有する物理インター
フェースを追加します。
3.

brctl show コマンドを使って eth0 が br0 ブリッジに追加されたことを確認します。
# brctl show

出力は次のようになります。
bridge name
virbr0
br0

bridge id
8000.000000000000
8000.0019b97ec863

STP enabled
yes
yes

interfaces
eth0

4.

eth0 ネットワーク設定は、変更する必要があります。ifcfg-eth0 スクリプトはすでに存
在します。

5.

設定ファイルの内容が次の例のようになるように、ファイルを編集して行 BRIDGE=br0
を追加します。
DEVICE=eth0
BRIDGE=br0
BOOTPROTO=none
HWADDR=00:19:b9:7e:c8:63
ONBOOT=yes
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TYPE=Ethernet
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
NM_CONTROLLED=no

6.

すべてのネットワーク設定変更を有効にするために、ネットワークサービスを再起動
します。

ゲストネットワークの設定
ゲストネットワークの設定手順について詳しくは、仮想化関連の Linux マニュアルを参照
してください。

複数の物理コンピュータ（PM-PM）にわたる VCS クラスタのネットワー
ク設定
ホストのネットワーク設定とストレージは VCS クラスタ設定に類似しています。設定につ
いて詳しくは、『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照してください。ただし、VM
ゲストが設定される物理ホストの間でプライベートリンクと共有ストレージを設定する必要
があります。
図 3-1
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標準ブリッジの設定
標準ブリッジの設定はブリッジネットワークの汎用ネットワーク設定です。
標準ブリッジの設定

図 3-2
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VM-VM クラスタのネットワーク設定
仮想マシン間の VCS クラスタを設定するには、クラスタのネットワークとストレージを設定
する必要があります。ネットワークとストレージの設定のセットアップ詳細は以降のセクショ
ンで説明されます。図 3-3 に、2 つの異なるホストで動作している 2 つの VM ゲスト間の
クラスタセットアップを示します。
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図 3-3

VM-VM クラスタのネットワーク設定

p.59 の 「ブリッジネットワークの設定」 を参照してください。
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RedHat Enterprise
Virtualization 環境の実装

■

第4章 RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）のスタートガイド

■

第5章 仮想マシンを管理する VCS の設定

■

第6章 仮想マシンのバックエンドストレージとしての Storage Foundation の設定

4
RHEV（Red Hat Enterprise
Virtualization）のスタートガ
イド
この章では以下の項目について説明しています。
■

RHEV ホストの作成と起動

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境での仮想マシンの設定

■

RHEV 環境のための Veritas InfoScale Solutions 設定オプション

■

Veritas InfoScale Solutions での RHEV の設定について

■

RHEV 環境での Veritas InfoScale Solutions のインストール

RHEV ホストの作成と起動
KVM ハイパーバイザに基づくエンタープライズ仮想化製品、Red Hat Enterprise
Virtualization（RHEV）。これは、RHEL-H ホスト上の仮想マシンを管理するための、
RHEV-M と呼ばれる Web インターフェースによる集中型仮想化マネージャを提供しま
す。RHEV はホスト内で Virtual Desktop Server Manager（VDSM）エージェントを使っ
て仮想マシンサービスを管理します。
RHEV-M Web インターフェースは、すべての仮想マシン操作に対して非常に単純で使
いやすく直感的な GUI インターフェースを提供します。これらのツールによって提供され
る機能には、仮想マシンのスナップショットの作成、仮想ネットワークの作成、別の RHEV
ホストへの仮想マシンのライブ移行が含まれます。
必要なハードウェアセットアップを設定したら、次の操作を実行します。
■

ターゲットシステムで RHEV をインストールします。
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p.211 の 「Linux の仮想化マニュアル」 を参照してください。
■

必要な RHEV 仮想マシンを作成して起動する。
p.66 の 「RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境での仮想マシンの設定」
を参照してください。

■

必須な Veritas InfoScale 製品をゲストまたはホストでインストールする手順に進む。
p.77 の 「RHEV 環境での Veritas InfoScale Solutions のインストール」 を参照して
ください。

■

仮想マシンのための VCS の設定

■

Storage Foundation を仮想マシンのバックエンドストレージとして設定します。

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境での
仮想マシンの設定
RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境で仮想マシンを設定するために必要な
手順の概要を次に示します。手順について詳しくは、Red Hat Enterprise Virtualization
のマニュアルを参照してください。
RHEV 環境で仮想マシンを設定するには

1

クラスタのすべてのノードで仮想マシンを作成するために CPU とメモリのリソースが
使用可能であることを、仮想マシンを作成する前に確認します。

2

仮想マシンが作成されるホストで VDSM（Virtual Desktop Server Manager）サー
ビスが実行していることを確認します。ホストに仮想マシンを作成する前に、RHEV-M
のホストが起動状態であることを確認します。
# service vdsmd status
VDSM サービスが動作していることを確認するにはすべてのホストでコマンドを実行
します。

3

仮想マシンを作成します。
p.211 の 「Linux の仮想化マニュアル」 を参照してください。

4

仮想マシンのネットワークを設定します。
p.62 の 「VM-VM クラスタのネットワーク設定」 を参照してください。

5

仮想マシンにオペレーティングシステムをインストールします。

6

クラスタの一部にするすべての RHEV ゲストに対して前述の手順を繰り返します。
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RHEV 環境のための Veritas InfoScale Solutions 設
定オプション
Veritas InfoScale Solutions 製品は、表 4-1 の一覧に表示されている設定をサポートし
ます。以下の表に示す設定は、ストレージと可用性の目標を達成するために必要な最低
要件です。 RHEV ベースの仮想マシン（RHEV）ホストとゲスト仮想マシンのストレージの
可視性、管理、VVR を使ったレプリケーションサポート、可用性とクラスタフェールオー
バーの望ましいレベルを達成するため、Veritas InfoScale Solutions 製品を必要に応じ
て組み合わせて利用できます。
表 4-1

Veritas InfoScale Solutions でサポートされる RHEV 環境の設定
オプション

目標

推奨される Veritas InfoScale Solutions
製品の設定

RHEV ゲスト仮想マシンのストレージ可視性

RHEV ゲスト仮想マシンの DMP（Dynamic
Multi-Pathing）

RHEV ホストのストレージ可視性

RHEV ホストでの DMP

RHEV ゲスト仮想マシンのストレージ管理機 RHEV ゲスト仮想マシンの Storage Foundation
能と、VVR を使ったレプリケーションサポート （SF）
p.69 の 「 RHEV ゲスト仮想マシンでの Storage
Foundation」 を参照してください。
RHEV ホストの高度なストレージ管理機能と、 RHEV ホストの Storage Foundation Cluster File
VVR を使ったレプリケーションサポート
System（SFCFSHA）
RHEV ホストとゲスト仮想マシンのエンドツー RHEV ホストとゲスト仮想マシンの DMP
エンドのストレージ可視性
RHEV ゲスト仮想マシンのストレージ管理機 RHEV ホストの DMP と RHEV ゲスト仮想マシン
能、VVR を使ったレプリケーションサポート、 の SF
RHEV ホストのストレージ可視性
p.72 の 「 RHEV ホストの Dynamic Multi-Pathing
と RHEV ゲスト仮想マシンの Storage Foundation
HA」 を参照してください。
RHEV ホストの仮想マシン監視、移行、フェー RHEV ホストの Cluster Server（VCS）
ルオーバー
RHEV ゲスト仮想マシンのアプリケーション
フェールオーバー

RHEV ゲスト仮想マシンの VCS

RHEV ゲスト仮想マシンと物理ホスト間のアプ RHEV ゲスト仮想マシンと RHEV 物理ホストマシ
リケーションフェールオーバー
ン内の VCS
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p.75 の 「Veritas InfoScale Solutions での RHEV の設定について」 を参照してくださ
い。
p.25 の 「Veritas InfoScale 製品が対応する仮想化の使用例」 を参照してください。

RHEV ゲスト仮想化マシンの Dynamic Multi-Pathing
Dynamic Multi-Pathing（DMP）を使用すると、RHEV ゲスト仮想化マシンのストレージを
表示できます。RHEV ゲスト仮想化マシンの DMP により、次の機能が提供されます。
■

ゲストで設定されるオペレーティングシステムのデバイスのマルチパス機能

■

同じ物理 LUN へのデバイスパスをすべて示すための DMP メタデバイス（DMP ノー
ド）

■

エンクロージャに基づく命名規則のサポート

■

標準アレイタイプのサポート
ゲストでの Dynamic Multi-Pathing

図 4-1
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DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

RHEV ホストでの Dynamic Multi-Pathing
Dynamic Multi-Pathing（DMP）を使用すると、RHEV ホストのストレージを表示できます。
RHEV ホストで DMP を使用すると、次のことが可能になります。
■

集中型マルチパス機能

■

アクティブ/パッシブアレイの高パフォーマンスフェールオーバー

■

集中型のストレージパス管理

68

第 4 章 RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）のスタートガイド
RHEV 環境のための Veritas InfoScale Solutions 設定オプション

■

高速でプロアクティブなフェールオーバー

■

イベント通知
RHEV ホストでの Dynamic Multi-Pathing

図 4-2
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DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

RHEV ゲスト仮想マシンでの Storage Foundation
Storage Foundation（SF）をゲストで使うと、KVM ゲスト仮想マシンのリソースに対してス
トレージ管理機能が提供されます。Storage Foundation を使用すると、次の機能が提供
され、KVM ゲストのストレージリソースをより簡単に管理できます。
■

データベースパフォーマンスの向上

■

データバックアップ、リカバリ、処理の PITC 機能

■

ストレージを最適化するためのポリシー設定オプション

■

データを簡単かつ確実に移行する方法

■

レプリケーションのサポート
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仮想化ゲストマシンでの Storage Foundation

図 4-3
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Storage Foundation 機能について詳しくは、『 Storage Foundation 管理者ガイド』を
参照してください。

RHEV ホストでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability
Storage Foundation Cluster File System High Availability（SFCFSHA）は、RHEV ホ
ストに高度なストレージ管理機能を提供します。SFCFSHA を使用すると、次の機能が提
供され、RHEV ホストのストレージリソースをより簡単に管理できます。
■

データベースパフォーマンスの向上

■

データバックアップ、リカバリ、処理の PITC 機能

■

ストレージを最適化するためのポリシー設定オプション

■

データを簡単かつ確実に移行する方法

■

レプリケーションのサポート

■

仮想マシンに対する高可用性

■

仮想マシンに対する高可用性とディザスタリカバリ

■

仮想マシンの簡素化した管理
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RHEV ホストでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability

図 4-4
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Storage Foundation 機能について詳しくは、『Storage FoundationTM Cluster File
System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。

RHEV ホストとゲスト仮想マシンの Dynamic Multi-Pathing
DMP（Dynamic Multi-Pathing）使用することにより、RHEV ホストとゲスト仮想マシンの
双方にエンドツーエンドのストレージの可視性が実現します。RHEV ゲスト仮想化マシン
で DMP を使うことにより、次の機能が提供されます。
■

ゲストで設定されるオペレーティングシステムのデバイスのマルチパス機能

■

同じ物理 LUN へのデバイスパスをすべて示すための DMP メタデバイス（DMP ノー
ド）

■

エンクロージャに基づく命名規則のサポート

■

標準アレイタイプのサポート

RHEV ホストで DMP を使用すると、次のことが可能になります。
■

集中型マルチパス機能

■

アクティブ/パッシブアレイの高パフォーマンスフェールオーバー

■

集中型のストレージパス管理

■

高速でプロアクティブなフェールオーバー

■

イベント通知
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KVM 仮想化ゲストと KVM ホストの Dynamic Multi-Pathing

図 4-5
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KVM
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RHEL
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DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

RHEV ホストの Dynamic Multi-Pathing と RHEV ゲスト仮想マシンの
Storage Foundation HA
ゲストで SFHA（Storage Foundation and High Availability）を使用し、RHEV ホストで
DMP（Dynamic Multi-Pathing）を使用すると、RHEV ゲスト仮想マシンリソースのストレー
ジ管理機能と RHEV ホストのストレージ可視性が統合されます。
RHEV ゲストの SFHA を使用すると、次の機能が提供されます。
■

データベースパフォーマンスの向上

■

データバックアップ、リカバリ、処理の PITC 機能

■

ストレージを最適化するためのポリシー設定オプション

■

データを簡単かつ確実に移行する方法

■

レプリケーションのサポート

■

仮想マシンで動作するアプリケーションの高可用性

RHEV ホストで DMP を使用すると、次の機能が提供されます。
■

集中型マルチパス機能

■

高速でプロアクティブなフェールオーバー

■

イベント通知
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RHEV ゲスト仮想マシンの Storage Foundation HA と RHEV ホス
トの DMP

図 4-6
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SFHA 機能について詳しくは、『 Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
DMP 機能について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

RHEV 環境の Cluster Server
VCS（Cluster Server）は、RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境に仮想マシ
ンの監視と別のホストへのフェールオーバーを提供します。VCS を使用すると、RHEV
ホストで次のことが有効になります。
■

可用性を向上させるために、複数の独立したシステムを管理フレームワークに接続し
ます。

■

クラスタを形成するために、ノードはソフトウェアレベルで協調できます。

■

アプリケーションのフェールオーバーと制御を実現するために、市販のハードウェア
をインテリジェントソフトウェアとリンクします。

■

監視下のアプリケーションで障害が発生した場合、アプリケーションをテイクオーバー
してクラスタの別の場所に起動させるために、他のノードが定義済みのアクションを実
行できます。

VCS は次の設定をサポートします。
表 4-2

RHEV 環境で VCS によってサポートされる設定オプション

目標

推奨される VCS 設定

ホストの仮想マシン監視とフェールオーバー

ホストでの VCS
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目標

推奨される VCS 設定

仮想化された環境でのディザスタリカバリ

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）ハイパーバイ
ザでの VCS

ゲスト仮想マシンのアプリケーションフェール ゲスト仮想マシンの VCS
オーバー
ゲスト仮想マシンと物理ホスト間のアプリケー ゲスト仮想マシンと 物理ホストマシン内の VCS
ションフェールオーバー

メモ: 仮想マシンのディザスタリカバリは RHEV 環境でのみサポートされます。
RHEV ホストでの Cluster Server

図 4-7
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RHEV ゲストでの Cluster Server

図 4-8
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VCS 機能について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

74

第 4 章 RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）のスタートガイド
Veritas InfoScale Solutions での RHEV の設定について

Veritas InfoScale Solutions での RHEV の設定につ
いて
仮想環境を設定する前に、計画している設定が Veritas InfoScale Solutions 製品のイ
ンストールのためのシステム必要条件、ライセンス、その他の注意事項を満たしているこ
とを確認します。
■

ライセンス: RHEV ベースの仮想マシン（RHEV）環境で SF（Storage Foundation）
または SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）を
実行するお客様には、ライセンスを受けたサーバーまたは CPU ごとに無制限の数の
ゲストを使う権利が付与されます。

■

Red Hat システムの必要条件: 表 4-3 を参照してください

■

Veritas製品の必要条件: 表 4-4 を参照してください。

■

リリースノート: 各Veritas製品には、システム必要条件やサポート対象ソフトウェアの
更新など、各製品についての最新情報と重要な詳細が含まれています。製品のイン
ストールを開始する前に、リリースノートで最新情報を確認してください。
製品のマニュアルは次の場所の Web で利用可能です。
https://sort.veritas.com/documents

表 4-3

Red Hat と SUSE システムの必要条件
RHEL（Red Hat Enterprise Linux）

サポート対象アーキテクチャ

最小のシステム必要条件

推奨のシステム必要条件

■

Intel 64

■

AMD 64

■

6 GB の空きディスク領域

■

2 GB の RAM

■

6 GB + ゲストごとにゲストオペレーティングシステム
によって推奨される必要なディスク領域。ほとんどの
オペレーティングシステムでは、6 GB よりも多いディ
スク領域が推奨されます。
各仮想化 CPU とホストに対してプロセッサコアまたは
ハイパースレッドを 1 つずつ
2 GB の RAM + 仮想化ゲストに対する追加の RAM

■

■

ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされている CPU

Veritas InfoScale Solutions

Veritas InfoScale Solutions 7.3

ホストのサポート対象 OS バージョン

RHEL 4 Update 6、Update3、Update 5、Update 6、
Update 7
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RHEL（Red Hat Enterprise Linux）
仮想マシンのサポート対象の OS バー RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
ジョン
サポート対象の RHEV バージョン

表 4-4

RHEV 3.4、3.4

Veritas 製品の必要条件

ハードウェア

https://www.veritas.com/support/en_US/article.000126344

ソフトウェア

■

■

■

■

■

■

ストレージ

■

■

■

ネットワーク

VCS バージョン

ゲストイメージを保持するための共有ストレージ。（VM のフェール
オーバー）
アプリケーションデータを保持するための共有ストレージ。（アプリ
ケーションのフェールオーバー）
VM およびアプリケーションフェールオーバーのための FSS
（Flexible Shared Storage）オプションを備えたローカルストレージ

■

パブリックネットワーク上の通信のためにゲストを設定する。

■

プライベート通信の仮想インターフェースをセットアップする。

マニュアル: 最新のシステ ■
ム必要条件、制限事項、 ■
既知の問題については製
品リリースノートを参照

表 4-5

Dynamic Multi-Pathing 7.3
RHEV ホストとゲスト仮想マシンのストレージ可視性に使用
Storage Foundation 7.3
RHEV ホストとゲスト仮想マシンのストレージ管理に使用
Storage Foundation HA 7.3
RHEV ホストとゲスト仮想マシンのストレージ管理およびクラスタ化
に使用
Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.3
ゲスト仮想マシンのライブ移行を有効にするために複数の RHEV
ホストのストレージ管理およびクラスタ化を目的として使用
Cluster Server 7.3
仮想マシンの監視、移行、フェールオーバーに使用
Veritas Operations Manager 5.0
アプリケーション可視性と仮想ホスト管理に使用

Veritas InfoScale リリースノート
Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools):
https://sort.veritas.com/documents

RHEV でサポートされる Red Hat Enterprise Linux 構成向けの
VCS システムの必要条件
7.3
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ホストのサポート対象 OS バージョ RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
ン
VM ゲストのサポート対象 OS

RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5

ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされている CPU

制限事項とサポートされない RHEV ベースの仮想マシン機能
制限事項と既知の問題について詳しくは、Linux 向けの『Veritas InfoScale リリースノー
ト』を参照してください。
RHEV 関連の制限事項について詳しくは、仮想化技術プロバイダ（RHEL）のリリースノー
トを参照してください。
p.211 の 「Linux の仮想化マニュアル」 を参照してください。

RHEV 環境での Veritas InfoScale Solutions のイン
ストール
RHEV（RHEV ベースの仮想マシン）のインストール後に Veritas InfoScale Solutions
を使って RHEV 環境でゲストを設定するには、次の手順を実行します。
表 4-6

RHEV ゲストで Veritas InfoScale Solutions をインストールするタ
スク

タスク

情報

RHEV ホストを必要に応じて設定します。
RHEV ゲストを必要に応じて作成します。

p.65 の 「RHEV ホストの作成と起動」 を参照してく
ださい。
p.66 の 「RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）
環境での仮想マシンの設定」 を参照してください。

対象 RHEV ゲスト仮想マシンで Veritas
Veritas InfoScale Solutions のインストール情報に
InfoScale Solutions 製品をインストールし ついては、製品のインストールガイドを参照してくだ
ます。
さい。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。
対象 RHEV ゲスト仮想マシンで Veritas
InfoScale Solutions 製品を設定します。

Veritas InfoScale Solutions の設定情報について
は、製品のインストールガイドを参照してください。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。

RHEV ゲストの仮想マシンに必要なリソー
スを設定します。
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上記のタスクは次の設定に適用されます。
■

ゲストでの Dynamic Multi-Pathing
p.68 の 「RHEV ゲスト仮想化マシンの Dynamic Multi-Pathing」 を参照してくださ
い。

■

ゲストでの Storage Foundation
p.69 の 「 RHEV ゲスト仮想マシンでの Storage Foundation」 を参照してください。

■

ゲストでの Storage Foundation High Availability

■

ゲストでの Storage Foundation Cluster File System High Availability
p.70 の 「RHEV ホストでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability」 を参照してください。

RHEV をインストールした後で Veritas InfoScale Solutions を使って RHEV 環境にホ
ストをセットアップするには、次の手順を実行します。
表 4-7

RHEV ホストで Veritas InfoScale Solutions をインストールするタ
スク

タスク

情報

RHEV ホストを設定します。

p.65 の 「RHEV ホストの作成と起動」 を参照してく
ださい。

RHEV ホストに Veritas InfoScale Solutions Veritas InfoScale Solutions のインストール情報に
製品をインストールします。
ついては、製品のインストールガイドを参照してくだ
さい。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。
対象の RHEV ホストで Veritas InfoScale
Solutions 製品を設定します。

Veritas InfoScale Solutions の設定情報について
は、製品のインストールガイドを参照してください。
p.210 の 「Veritas InfoScale のマニュアル」 を参照し
てください。

RHEV ゲストを必要に応じて作成します。

p.66 の 「RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）
環境での仮想マシンの設定」 を参照してください。

RHEV ゲストの仮想マシンに必要なリソー
スを設定します。

上記のタスクは次の設定に適用されます。
■

ホストでの Dynamic Multi-Pathing
p.68 の 「 RHEV ホストでの Dynamic Multi-Pathing」 を参照してください。

■

ホストでの Storage Foundation Cluster File System High Availability
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p.70 の 「RHEV ホストでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability」 を参照してください。
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5
仮想マシンを管理する VCS
の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

仮想マシンとアプリケーション可用性を実現するための Cluster Server のインストー
ルと設定

■

KVMGuest エージェントについて

■

仮想環境の検証

■

RHEV 環境のリソースの設定

■

複数の KVMGuest リソースの設定

仮想マシンとアプリケーション可用性を実現するための
Cluster Server のインストールと設定
RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境で VCS（ Cluster Server）を設定する
には
■

VCS をインストールします。

■

VCS を設定します。

VCS（ Cluster Server）による仮想マシンの管理方法
RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境で VCS がどのように仮想マシンを管理
するかの概要を次に示します。
■

VCS がインストールされている複数の物理コンピュータはクラスタを形成する。
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インストール情報については、『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照してくだ
さい。
■

仮想マシンをホストするために、クラスタのすべてのノードでの CPU とメモリのリソー
スが使用可能になる。

■

仮想マシンを管理するために、VCS がすべてのホストにインストールされる。

■

任意の 1 つのホストにある仮想マシンにオペレーティングシステムがインストールされ
る。

■

仮想マシンが VCS の KVMGuest リソースとして設定される。

KVMGuest エージェントについて
KVMGuest エージェントは、VCS（ Cluster Server）による KVM ゲスト（KVM 環境また
は RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境の仮想マシン）の監視を可能にしま
す。このエージェントは、仮想マシンのオンライン化およびオフライン化などのタスクを実
行します。KVMGuest エージェントは、KVM 環境と RHEV 環境の両方で動作します。
ここでは、RHEV 環境での動作について説明します。
オープンソース KVM 環境または RHEV 環境での KVMGuest エージェントの動作につ
いて詳しくは『 Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。
KVMGuest エージェントでは、virsh コマンドを使って KVM 環境および REST
（Representational State Transfer）API を管理し、REST API を使って RHEV 環境の
仮想マシンを管理して、仮想マシンの状態を判別します。このエージェントは仮想マシン
の状態に基づいてリソースの状態を判断します。REST 設計アーキテクチャは、一部の
特定のサービスのリソースとその表現に焦点を合わせています。REST API は、ソフトウェ
アの開発者および管理者が、RHEV 環境の機能を、カスタムスクリプトまたは HTTP に
よって API にアクセスする外部アプリケーションと統合するのに役立ちます。
REST API を使って RHEV 環境の仮想マシンを管理するための前提条件
■

REST API を含む Red Hat Enterprise Virtualization Manager のネットワークイン
ストール

■

REST API から HTTP 要求を開始し、受信するクライアントまたはプログラミングライ
ブラリ

次の表に、RHEV 環境の仮想マシンの状態と、対応する VCS リソースの状態の一覧を
示します。
表 5-1
仮想マシンの状態

VCS リソースの状態

リソースの信頼度

wait_for_launch

ONLINE

10
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仮想マシンの状態

VCS リソースの状態

リソースの信頼度

powering_up

ONLINE

60

up

ONLINE

100

powering_down

ONLINE

40

paused

ONLINE

20

down

OFFLINE

–

saving_state

INTENTIONAL OFFLINE

–

suspended

INTENTIONAL OFFLINE

–

restoring_state

ONLINE

50

migrating

INTENTIONAL OFFLINE

–

reboot_in_progress

INTENTIONAL OFFLINE

–

image_locked

UNKNOWN

–

不明

UNKNOWN

–
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表 5-2

KVMGuest エージェントの関数

機能

タスク

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。
エージェントは、仮想マシンが開始した後、特定の時間待機しま
す。「DelayAfterGuestOnline」属性を使って、この待機時間を指
定できます。
エージェントは、DROpts 属性を調べて、仮想マシンにディザス
タリカバリが設定されているかどうかも確認します。この属性が正
しく設定されている場合、エージェントは仮想 CDROM を仮想マ
シンの設定に挿入します。この CDROM には、サイトで仮想マシ
ンに適用されるサイト固有のネットワークパラメータを含むファイ
ルが含まれています。仮想マシンのブート時に、ゲスト内にインス
トールされている vcs-net-reconfig サービスが CDROM
とディザスタリカバリ情報を確認します。vcs-net-reconfig
サービスは、ディザスタリカバリ情報を検出すると、ネットワークパ
ラメータを仮想マシンに適用します。

オフライン (Offline)

Offline 関数は、仮想マシンの段階的な終了を開始します。
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。
エージェントは、仮想マシンのシャットダウンの開始後、仮想マシ
ンが完全に停止するまで、特定の期間待機します。
「DelayAfterGuestOffline」属性を使って、この待機時間を指定
できます。
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機能

タスク

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。

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。

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。

メモ: 仮想マシンがディザスタリカバリ用に設定されている場合
は、複数のサイトにまたがってその仮想マシンを移行することは
できません。

KVMGuest エージェントは、次のリソースの状態を認識します。
表 5-3
リソースの状態

説明

ONLINE

ゲスト仮想マシンが実行中であることを示します。

OFFLINE

ゲスト仮想マシンが停止したことを示します。

FAULTED

ゲスト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。

KVM 環境または RHEV 環境の仮想マシンを管理する Cluster Server エージェントは、
KVMGuest のリソースタイプ定義として表されます。

84

第 5 章 仮想マシンを管理する VCS の設定
KVMGuest エージェントについて

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 }
)
RHEVMInfo 属性により、KVMGuest 属性設定で Red Hat Enterprise Virtualization 環

境をサポートできます。RHEVMInfo は、RHEV 環境に関する次の情報を指定します。
属性値

説明

Enabled

仮想化環境が KVM 環境または RHEV（Red Hat Entprise Virtualization）
環境のいずれかであるかを指定します。
0 は KVM 環境を示します。
1 は RHEV 環境を示します。
デフォルト値は 0 です。

URL

KVMGuest エージェントが REST API 通信に使うことができる RHEV-M
URL を指定します。API はセキュリティで保護されたポート（SSL）とのみ
通信できます。次に例を示します。
https://rhevm-server.example.com:443
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属性値

説明

ユーザー

エージェントが REST API 通信に必要な RHEV-M ユーザー名を指定し
ます。次に例を示します。
admin@internal
rhevadmin@example.com

パスワード

RHEVM ユーザープロファイルと関連付けられる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。
暗号化パスワードを生成するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsencrypt -agent
plain_text_password

Cluster

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 仮想マシンが動作する物理ホストでクラッシュが発生した場合に、手動
RHEV-M フェンシングを有効にするかどうかを指定します。
0 は手動 RHEV-M フェンシングが無効であることを示します。
1 は手動 RHEV-M フェンシングが有効であることを示します。
デフォルト値は 0 です。
DROpts 属性は、仮想マシンのディザスタリカバリを有効にします。この属性は仮想マシ

ンのサイト固有のネットワークパラメータを含んでいます。この属性の値は、仮想マシンの
ディザスタリカバリオプションを定義する次のキーで構成されます。
属性キー

説明

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ゲートウェイ。
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属性キー

説明

Device

このサイトの仮想マシンの排他的 IP アドレス専用のネットワークインター
フェースカード（NIC）。このキーを指定しない場合、エージェントは IP アド
レスの割り当ての最初の専用 NIC（指定されている場合）を自動的に選択
します。例: eth0.

IPAddress

クロスサイトフェールオーバーの後に、このサイトの仮想マシンに割り当て
られる IP アドレス。

Netmask

クロスサイトフェールオーバーの後に、このサイトの仮想マシンが使うネット
マスク。

ConfigureNetwork

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。

メモ: KVMGuest エージェントに関連付けられているその他の属性について詳しくは、『
Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

仮想環境の検証
KVMGuest エージェントは、独立型ユーティリティ havirtverify を使って仮想化環境
を検証します。
エージェントはこのユーティリティを open エントリポイントと attr_changed エントリポイン
トで呼び出します。ユーティリティは設定に基づいてリソースに設定された仮想化環境を
検証します。
RHEV の場合、ユーティリティは、
■

設定された URL とユーザー信用証明を検証します。

■

設定された仮想マシンの RHEV HA が無効かどうか確認します。

■

DROpts 属性を検証します

KVM の場合、ユーティリティは libvirtd が動作しているかどうかを確認します。
検証がパスすると、エージェントはリソースの監視を開始できます。特定のリソースに対し
て検証が失敗すると、状態が UNKNOWN としてレポートされます。この検証はまた、
RHEVMInfo 属性と GuestName 属性のいずれかの値が変更されることによってトリガされ
ます。
このユーティリティを手動で実行して環境を検証することもできます。
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RHEV 環境を検証するには
◆

以下を実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/KVMGuest/havirtverify resource_name

検証が合格すると、次のメッセージが表示されます。
#/opt/VRTSvcs/bin/KVMGuest/havirtverify resource_name
Red Hat Enterprise Virtualization Environment validation
successfully
completed for resource resource_name

検証が失敗すると、次のメッセージが表示されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/KVMGuest/havirtverify resource_name
Virtualization environment validation failed for resource
resource_name

このユーティリティのすべてのログメッセージはエンジンのログファイルに送信されます。

RHEV 環境のリソースの設定
RHEV 環境のリソースを設定する前に、次が必要になります。
■

VCS（Cluster Server）での監視を設定する仮想マシンの RHEV-HA が無効である
ことを確認します。

■

仮想マシンを特定のホストで動作するように設定する場合は、仮想マシンのイメージ
が VCS クラスタのすべてのホストで利用可能である必要があります。

■

REST API 通信が可能になるようにファイアウォール設定を設定します。

KVMGuest リソースを設定するには

1

仮想化環境を検証します。
p.87 の 「仮想環境の検証」 を参照してください。

2

VCS が管理する必要がある仮想マシンの名前を GuestName 属性の値として指定
します。

3

DelayAfterGuestOnline 属性と DelayAfterGuestOffline 属性を設定します。
メモ: DelayAfterGuestOnline のデフォルト値は 5 で、DelayAfterGuestOffline の
デフォルト値は 30 です。
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4

RHEV-M URL、有効な RHEV-M ユーザー（名）、パスワードを検証します。

5

RHEVMInfo 属性を設定するには、各キーに適切な値を指定します。次の表に、各
キーと関連する手順の一覧を示します。
キー

手順

Enabled

値を 1 に設定します。

URL

RHEV-M URL を指定します。

ユーザー

有効なユーザー名を指定します。
例: admin@internal
rhevadmin@example.com

パスワード

RHEVM ユーザープロファイルと関連付けら
れる暗号化パスワードを指定します。
暗号化パスワードを生成するには、#
/opt/VRTSvcs/bin/vcsencrypt
-agent plain_text_password コマン
ドを実行します。

Cluster

RHEV-M クラスタの名前を指定します。

UseManualRHEVMFencing

仮想マシンが動作する物理ホストでクラッシュ
が発生した場合に、手動 RHEV-M フェンシ
ングを有効にします。
例: # UseManualRHEVMFencing=1

複数の KVMGuest リソースの設定
VCS サービスグループが仮想マシンを監視する KVMGuest リソースを 2 つ以上持ち、
仮想マシンの 1 つが別のホストに移行した場合は、複数のノードでサービスグループレ
ベルの同時性違反が発生し、サービスグループの状態が PARTIAL になります。
Veritas は 1 つのサービスグループに 1 つのみの KVMGuest リソースを設定することを
推奨します。次の設定例を参照してください。
設定 1:
group rhev_grp1 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
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KVMGuest kvmres1 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.example.com:443",
User = "admin@internal"
Password = bncNfnOnkNphChdHe,
Cluster = dc2_cluster1,
UseManualRHEVMFencing=1 }
GuestName = rhevvm1
DelayAfterGuestOnline = 20
DelayAfterGuestOffline = 35
)

設定 2:
group rhev_grp1 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
KVMGuest kvmres1 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.example.com:443",
User = "admin@internal"
Password = bncNfnOnkNphChdHe,
Cluster = dc2_cluster1,
UseManualRHEVMFencing=0 }
GuestName = rhevvm1
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DelayAfterGuestOnline = 20
DelayAfterGuestOffline = 35
)
group rhev_grp2 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
KVMGuest kvmres2 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.example.com:443",
User = "admin@internal"
Password = bncNfnOnkNphChdHe,
Cluster = dc2_cluster1,
UseManualRHEVMFencing=0 }
GuestName = rhevvm2
DelayAfterGuestOnline = 20
DelayAfterGuestOffline = 35
)
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仮想マシンのバックエンドス
トレージとしての Storage
Foundation の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

RHEV 環境内のバックエンドストレージとして Storage Foundation を接続するため
の仮想マシンの設定について

■

Storage Foundation ストレージを使用する仮想マシンの使用事例

■

RHEV 環境での仮想マシンに対するストレージを設定するワークフロー

■

RHEV 環境の前提条件

■

RHEV のための SF 管理ユーティリティのインストール

■

RHEL-H ノードへの SFCFSHA または SFHA クラスタのインストールと設定

■

仮想マシンのバックエンドストレージとしての Storage Foundation の設定

■

RHEV 管理ユーティリティからの使用例

■

DMP メタデバイスのマッピング

■

デバイスのサイズ変更
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RHEV 環境内のバックエンドストレージとして Storage
Foundation を接続するための仮想マシンの設定につ
いて
RHEV 環境内のゲスト仮想マシンのバックエンドストレージは、 SF（Storage Foundation）
コンポーネントから作成することができます。ストレージ管理ソリューションとしての SF は、
ネーティブの論理ボリュームマネージャおよびファイルシステムソリューションと比べ、エン
タープライズクラスのストレージ管理を提供します。RHEL-H ホスト上で SF コンポーネン
トをインストールして設定した後、仮想マシンのストレージを設定することができます。
VRTSrhevm パッケージを RHEV Manager（RHEV-M）にインストールして、RHEV の
Storage Foundation Administration ユーティリティを有効にします。RHEV-M ホスト上
でユーティリティを実行して仮想マシンを管理します。
仮想マシンのストレージを設定した後、エクスポートされた Storage Foundation コンポー
ネントはクラスタ全体で SCSI-3 デバイスとして表示されます。SF はゲストではなくホスト
にインストールされるので、仮想マシンが表示できるのは DMP 属性のみになります。ボ
リュームとファイル属性を表示することはできないことに注意してください。
配備するストレージネットワークのタイプを評価します。SFCFSHA または SFHA コンポー
ネントで利用可能な FSS（Flexible Shared Storage）機能を利用して、SAN ネットワー
クまたは市販のストレージアレイのいずれかを選択することができます。FSS を使うという
ことは、ストレージを各 RHEL-H ホストに対してローカルにできるということです。ただし、
ローカルストレージは CVM と CFS のためにネットワーク上で共有されます。FSS では
SAN のない環境を配備することができます。また、ストレージ容量を垂直方向（メモリ、
CPU など）および水平方向（複数のローカルストレージアレイ）にスケーリングし、各ホス
トはコンピューティングとストレージのニーズに対応します。

Storage Foundation ストレージを使用する仮想マシン
の使用事例
表 6-1

使用例および推奨される Veritas InfoScale Solutions

使用例

推奨される Veritas
InfoScale Solutions

ストレージ

RHEV 環境でのライブ移行

ホストの SFCFSHA または
SFHA

SAN ネットワーク、または市販
のローカルストレージハードウェ
アで実行可能な FSS

93

第 6 章 仮想マシンのバックエンドストレージとしての Storage Foundation の設定
RHEV 環境での仮想マシンに対するストレージを設定するワークフロー

使用例

推奨される Veritas
InfoScale Solutions

ストレージ

RHEV 環境でのディザスタリカ ホスト上の SFCFSHA または SAN ネットワーク、または市販
バリ
SFHA、VVR、VCS グローバル のローカルストレージハードウェ
クラスタオプションによって設定 アで実行可能な FSS
された VFR レプリケーション
ストレージの水平スケールアウ ホストでの SFCFSHA
ト（共有ストレージとして動作す
る複数のローカルストレージを
接続）

市販のローカルストレージによ
る FSS

RHEV 環境での仮想マシンに対するストレージを設定す
るワークフロー
表 6-2

RHEV 環境での仮想マシンに対するストレージを設定するタスク

ワークフロータスク

詳細

前提条件

ネットワーク接続、OS のバージョン、RHEL-H と RHEV-M 間の通信
モード。
p.95 の 「RHEV 環境の前提条件」 を参照してください。

RHEV-M への Storage
Foundation 管理ユーティ
リティのインストール

p.95 の 「RHEV のための SF 管理ユーティリティのインストール」 を
参照してください。

Veritas InfoScale
p.95 の 「RHEL-H ノードへの SFCFSHA または SFHA クラスタの
Enterprise のインストール インストールと設定」 を参照してください。
と RHEL-H ホストでの
SFCFSHA または SFHA
の設定
市販のストレージハードウェ p.95 の 「RHEL-H ノードへの SFCFSHA または SFHA クラスタの
アを使用するための FSS インストールと設定」 を参照してください。
の管理
Storage Foundation コン p.96 の 「仮想マシンのバックエンドストレージとしての Storage
ポーネントのための仮想マ Foundation の設定」 を参照してください。
シンの設定
RHEV 管理ユーティリティ
（vxrhevadm ユーティリ
ティ）からの使用例

p.98 の 「RHEV 管理ユーティリティからの使用例」 を参照してくださ
い。
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RHEV 環境の前提条件
■

RHEV-M および RHEL-H ホストがネットワークを介して接続されていることを確認し
ます。

■

RHEL-H ホストが RHEV 3.3 および 3.4 環境で RHEL 6 Update 5 を実行している
ことを確認します。

■

RHEV-M とすべての RHEL-H ホスト間でパスワード不要の SSH コミュニケーション
が設定されます。RHEV-M マネージャにはすべてのホストに対するルートユーザー
のアクセス権が必要です。

RHEV のための SF 管理ユーティリティのインストール
REHV-M のインストールを完了した後、RHEV-M サービスが実行している Veritas
InfoScale 製品インストールバンドルソースノードから利用可能な VRTSrhevm パッケージ
をインストールします。 このパッケージによって、RHEV-M のコマンドラインインターフェー
スは個々の仮想マシンに Storage Foundation コンポーネントを接続することができま
す。
RHEV-M のための高可用性のクラスタまたは障害回復設定では、RHEV-M サービスが
実行しているノードに VRTSrhevm パッケージがインストールされていることを確認してく
ださい。このパッケージは RHEV-M ノードで仮想マシンを管理するために必要となりま
す。
# rpm -ivh VRTSrhevm-6.2.0.000-GA_RHEL6.x86_64.rpm

詳しくは、Linux Red Hat のマニュアルを参照してください。

RHEL-H ノードへの SFCFSHA または SFHA クラスタ
のインストールと設定
RHEL-H ホストに SFCFSHA クラスタまたは SFHA の標準インストールをインストールし
て設定します。
SFCFSHA をインストールすると FSS (Flexible Storage Sharing) が自動的に有効にな
ります。その他の手順は不要です。LLT、GAB、I/O フェンシングは FSS を管理する前
に設定する必要があります。
Veritas InfoScale 製品のインストールについて詳しくは、『 Veritas InfoScale インストー
ルガイド』を参照してください。
SFCFSHA： FSS の管理およびその他の管理タスクの実行について詳しくは、『Storage
Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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仮想マシンのバックエンドストレージとしての Storage
Foundation の設定
RHEV-M マシンにインストールされている VRTSrhevm ユーティリティから仮想マシンを
設定します。ユーティリティ（/opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm）にアクセスします。
設定タスクには、個々の仮想マシンと SF コンポーネントの接続と切断、仮想マシンの起
動と停止、ホストからの接続されたデバイスの設定、仮想マシンに割り当てられたストレー
ジデバイスの表示が含まれます。

ゲスト仮想マシンへの Storage Foundation コンポーネントの接続と取
り外し
DMP デバイス、ボリュームデバイス、または Veritas File System（VxFS）ファイルを、
RHEV-M マシンからの SF 管理ユーティリティを介して、指定された仮想マシンのストレー
ジバックエンドとして接続または取り外します。これらの接続されたデバイスは、高可用性
設定での RHEV-M クラスタ上で共有されるエンティティおよび障害回復設定でのレプリ
ケートされたエンティティです。ストレージを接続または取り外す前に仮想マシンの電源
を切る必要があることに注意してください。
仮想マシンにストレージを接続するには

1

仮想マシンの電源を切ります。

2

RHEV-M マシンにログインします。

3

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p RHEV Admin Password -n
[VM][dmpnodepath] attach を実行します。

DMP ノードを指定された仮想マシンにディスクとして接続します。ここで、
dmpnodepath はホスト上の DMP デバイスのパスです。

4

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> -n [VM][volume]
attach を実行します。

volume を指定された仮想マシンにブロックデバイスとして接続します。

5

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> -n [VM] ¥ を実行しま

す。
<file-path:raw> | <file-path:qcow2> attach

ファイルシステムを指定された仮想マシンにファイルデバイスとして接続します。

6

vxrhevadm ユーティリティまたは RHEV-M Web インターフェースのいずれかを使っ

て仮想マシンの電源を入れます。
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ストレージを仮想マシンから取り外すには

1

仮想マシンの電源を切ります。

2

RHEV-M マシンにログインします。

3

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> -n [VM][dmpnodepath]
detach を実行します。

DMP ノードを指定された仮想マシンからディスクとして取り外します。ここで、
dmpnodepath はホスト上の DMP デバイスのパスです。

4

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> -n [VM][volume]
detach を実行します。

ボリュームを指定の仮想マシンからブロックデバイスとして取り外します。

5

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> -n [VM] ¥ を実行しま

す。
<file-path:raw> | <file-path:qcow2> detach

ファイルシステムを指定された仮想マシンからファイルデバイスとして取り外します。

6

vxrhevadm ユーティリティまたは RHEV-M Web インターフェースのいずれかを使っ

て仮想マシンの電源を入れます。

RHEV 環境での仮想マシン設定の詳細のリスト
List コマンドを使って、特定のホスト上の仮想マシンおよび接続されたデバイスを表示す
ることができます。
ホストの仮想マシンの詳細を表示するには

1

RHEV-M マシンにログインします。

2

vxrhevdm ユーティリティを実行します。

3

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> list hosts を実行しま

す。
ホストアドレスおよびホスト ID をリストします。

4

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> list vms を実行します。

ホストに存在する仮想マシンおよび関連する Storage Foundation コンポーネント
をリストします。

5

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> list devices を実行し

ます。
ホスト上の仮想マシンに接続されているデバイスをリストします。
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エクスポートされたストレージデバイスに対するアクセス権の設定
設定コマンドは、指定されたホスト上のすべての接続されたデバイスに対して必要なアク
セス権を設定します。何らかの理由でホストが再起動するかオフラインになると、接続され
たデバイスのアクセス権はリセットされます。デバイスが接続された仮想マシンを実行する
か、または仮想マシンを別のホストに移行する場合は、これらの接続されたデバイスに対
するアクセス権をリセットします。
接続されたデバイスのアクセス権は以下の場合にリセットされます。
1.

ホストが再起動される

2.

ディスクグループがデポートおよびインポートされる

3.

Veritas Volume Manager（VxVM）が更新される

RHEV-Mマシンからストレージデバイスを設定するには
◆

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p <password> -h [host] configure

を実行します。
指定されたホスト上のすべての接続されたデバイスに対して必要なアクセス権を設
定します。

仮想マシンの起動と停止
仮想マシンを起動または停止するには、vxrhevadm ユーティリティから起動または停止
の操作を実行します。
仮想マシンを起動および停止するには

1

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p admin -n [VM] start を実行します。

指定の仮想マシンを起動します。

2

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p admin -n [VM] stop を実行します。

指定の仮想マシンを停止します。

RHEV 管理ユーティリティからの使用例
RHEV 管理ユーティリティ vxrhevadm のいくつかのコマンドを使用して仮想マシンのス
トレージを設定します。
# ./vxrhevadm -p admin list hosts

ホストに存在する仮想マシンの詳細を一覧表示します。

Host
Address
HostID
==============================================================================
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linux

veritas.com

e20b2608-1472-4f20-b54f-ae13af4907d4

# ./vxrhevadm -p admin list vms
VM
State
Host
VMID
===============================================================================
VM1
down
2d7f3d3d-adf2-4c70-a138-c646c7e6d771
VM2
down
813e5b85-8544-4fb9-a238-6c650cd73e49
VM3
down
af3d99e6-d007-4499-8d22-fc21e6f9f3d4
VM4
down
af62977b-8ba7-46b0-bca9-3828ca5354b9
VM5
down
308a4812-812d-44f5-9171-949025f38ef2
VM6
down
565ed6cd-d780-484b-84a6-1a5267a4eb72
VM7
down
e0141c6e-03d9-4eb0-8252-97dee1ba0a85
VM8
down
d3349764-49d6-4d2a-b8af-eb4068d61379
# ./vxrhevadm -p admin -n VM4 start
The virtual machine VM4 is started successfully.
# ./vxrhevadm -p admin -n VM4 start
The virtual machine VM4 is started successfully.

# ./vxrhevadm -p admin -n VM4 -d /dev/vx/dmp/xiv0_8275 attach
Power off the virtual machine before you attach

the device.

# ./vxrhevadm -p admin -n VM4 stop
The virtual machine VM4 is stopped successfully.
# ./vxrhevadm -p admin -n VM4 -d /dev/vx/dmp/xiv0_8274 attach
The device /dev/vx/dmp/xiv0_8274 is successfully attached to the virtual machine VM4.

# ./vxrhevadm -p admin -n VM4 -d /dev/vx/dmp/xiv0_8274 detach
The device /dev/vx/dmp/xiv0_8274 is successfully detached from the virtual machine VM4.

# ./vxrhevadm -p admin -n VM5 -v

/dev/vx/dsk/group/vol3 detach
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The device /dev/vx/dsk/group/vol3 is successfully detached from the virtual machine VM5.

# ./vxrhevadm -p admin -n VM5 -f /mnt/disk.img:raw attach
The device /mnt/disk.img:raw is successfully attached to the virtual machine VM5.

# ./vxrhevadm -p admin -h linux configure
The permissions of all attached devices present on host Linux are successfully configured.

DMP メタデバイスのマッピング
一貫したマッピングは、DMP の「永続的な命名」機能を使ってホストからゲストへと実現
できます。
ホストで DMP を実行すると、他にも実用的な利点があります。
■

マルチパスデバイスを単一のデバイスとしてエクスポートできます。これによってマッ
ピングの管理がさらに簡単になり、デバイスの最大数（VirtIO ドライバによって 32 台
に制限されている）への到達を遅らせることもできます。

■

パスフェールオーバーをホストで効率的に管理でき、プロアクティブにパスを監視す
るためにイベントソースデーモンを充分に活用できます。

■

Veritas InfoScale Solutions 製品がゲストにインストールされている場合、「永続的な
命名」機能によって、ゲストからホストそしてアレイまでサポート対象デバイスの一貫し
た命名が可能になります。 「ユーザー定義名（UDN）」機能は、DMP 仮想デバイスが
カスタム割り当て名を持つことを許可します。

DMP メタデバイスをゲストにマップするには、次の手順を実行します。
◆

ゲストにデバイスをマップします。この例では、DMP デバイス xiv0_8614 は guest_1
にマップされます。
# # /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p RHEV-M Admin Password -n
guest_1 -d /dev/vx/dmp/xiv0_8614 attach

ここで、RHEV-M Admin Password は RHEV マネージャの管理者パスワードです。
DMP デバイスが virtio-scsi インターフェースによって接続されると、SCSI コマンド
は、ゲスト内で SCSI 照会を可能にするデバイスに直接渡され、正しいデバイス識
別が行われます。ボリュームおよびファイルデバイスの場合は、ゲストからホストデバ
イスへのマッピングはできません。

100

第 6 章 仮想マシンのバックエンドストレージとしての Storage Foundation の設定
デバイスのサイズ変更

メモ: 現在、ゲスト内の SCSI ディスクへのボリュームおよびファイルシステムのマッピング
は識別できません。ゲスト内のデバイスマッピングを識別するためのヒューリスティックを実
行することはできます。

デバイスのサイズ変更
RHEL（Red Hat Linux Enterprise）6.3、6.4 および 6.5 は VirtIO デバイスのオンライン
でのディスクサイズ変更をサポートしません。VirtIO デバイスのサイズ変更を行うには、ゲ
ストを完全にシャットダウンして再起動する必要があります。
デバイスをサイズ変更するには、次のいずれかの方法を使用できます。
デバイスを拡大するには、次の手順を実行します。

1

2

ストレージを増加します。
■

ストレージデバイスが VxVM ボリュームである場合、ボリュームをサイズ変更しま
す。
# vxassist -g <diskgroup> growto <volume> <new_len>

■

ストレージデバイスがストレージアレイ LUN である場合、アレイのデバイスをサイ
ズ変更します。

ホストのディスクデバイスのサイズを更新します。
■

ストレージデバイスを使ってすべての仮想マシンを停止します。

■

デバイスがストレージアレイ LUN である場合は、デバイスのサイズを更新します。
# blockdev --rereadpt device

■

3

仮想マシンを再起動します。

ゲストのストレージデバイスのサイズを更新します。
■

VxVM がゲストのストレージを管理している場合は、vxdisk resize コマンドを
使用します。

■

VxVM がゲストのストレージを管理していない場合は、個別のマニュアルを参照
してください。

デバイスを縮小するには

1

ゲストのディスクデバイスのサイズを更新します。
■

VxVM がゲストのストレージを管理している場合、必要に応じて、まず、vxresize
ユーティリティを使用してデバイスを使っているファイルシステムとボリュームを縮
小します。vxresize ユーティリティを使用して、デバイスのパブリックリージョンの
サイズを更新します。
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# vxdisk resize access_name length=new_size
■

2

3

VxVM がゲストのストレージを管理していない場合は、個別のマニュアルを参照
してください。

ゲストのストレージを縮小します。
■

デバイスが VxVM ボリュームである場合は、vxassist ユーティリティを使用して
ボリュームを縮小します。

■

デバイスがストレージアレイ LUN である場合は、ストレージアレイのデバイスを縮
小します。

ホストのディスクデバイスのサイズを更新します。
■

デバイスを使用しているゲストを停止します。

■

デバイスがストレージアレイ LUN である場合は、次のコマンドを使用します。
# blockdev --rereadpt device

4

ゲストを起動します。
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Linux 仮想化実装の使用例

■

第7章 アプリケーションの可視性とデバイス検出

■

第8章 サーバー統合整理

■

第9章 物理から仮想への移行

■

第10章 簡素化した管理

■

第11章 Cluster Server を使用するアプリケーションの可用性

■

第12章 仮想マシンの可用性

■

第13章 ライブ移行を使った仮想マシンの可用性

■

第14章 Red Hat Enterprise Virtualization 環境での仮想から仮想へのクラスタ化

■

第15章 Microsoft Hyper-V 環境での仮想から仮想へのクラスタ化

■

第16章 OVM（Oracle Virtual Machine）環境での仮想から仮想へのクラスタ化

■

第17章 Red Hat Enterprise 仮想化環境での仮想化マシンに対するディザスタリカ
バリ

■

第18章 多層型ビジネスサービスのサポート

■

第19章 InfoScale Enterprise を使用した Docker コンテナの管理

7
アプリケーションの可視性と
デバイス検出
この章では以下の項目について説明しています。
■

ストレージからアプリケーションへの可視性の使用について

■

Veritas InfoScale Operations Manager でのカーネルベースの仮想マシン（KVM）
の仮想化検出

■

Veritas InfoScale Operations Manager の Red Hat Enterprise Virtualization
（RHEV）仮想化の検出について

■

Microsoft Hyper-V 仮想化の検出について

■

Microsoft Hyper-V での仮想マシンの検出

■

Microsoft Hyper-V でのストレージマッピングの検出

ストレージからアプリケーションへの可視性の使用につ
いて
データセンターは、効果的に IT インフラを使い、資本および運用支出を大幅に減らすた
めに、仮想化技術を採用します。データセンターで仮想化技術を採用すると、 は効率的
に仮想ストレージとインフラ資産を検出して管理できます。
データセンターでは、 によって次の関係を表示できます。
■

が管理するデータセンターのアプリケーションとそれらが動作している仮想ホスト

■

仮想マシンにエクスポートされるデータセンターの物理ストレージ

■

仮想マシンにエクスポートされるデータセンターの物理ストレージ

は次の仮想化技術をサポートします。
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■

VMware

■

Microsoft Hyper-V

■

カーネルベースの仮想マシン（KVM）

■

RHEV（RedHat Enterprise Virtualization）

VMware の仮想化技術では、指定した Control Host がデータセンターで VMware
vCenter Server を検出します。この検出によって、VMware vCenter サーバーが管理
する ESXi サーバーと、ESX サーバーに構成している仮想マシンが表示されます。
詳しくは、『Veritas InfoScale™ Solutions Virtualization Guide for Linux on ESXi』を
参照してください。
Microsoft Hyper-V の場合には、 は Hyper-V 仮想マシンと、それらのマシンと Hyper-V
サーバーとの関連付けを検出します。また、ゲストにプロビジョニングされたストレージと、
そのストレージと仮想マシンおよび Hyper-V サーバーとの関連付けも検出します。Hyper-V
ゲストは（VRTSsfmh RPMの有無にかかわらず）、Veritas InfoScale Operations Manager
Management Server ドメインに追加された場合にストレージマッピングの検出を行いま
す。
カーネルベースの仮想マシン（KVM）では、KVM モジュールをインストールして設定して
いる場合には は Linux ホストの KVM 仮想マシンを検出します。 は、実行中の仮想マシ
ンについてのみ基本情報を検出します。たとえば、仮想マシン名、CPU などです。
詳しくは、 マニュアルを参照してください。

Veritas InfoScale Operations Manager でのカーネ
ルベースの仮想マシン（KVM）の仮想化検出
カーネルベースの仮想マシン（KVM）は、仮想化拡張機能（Intel VT または AMD-V）が
搭載された x86 ハードウェア上の Linux 向けの、完全に仮想化されたソリューションで
す。KVM モジュールがインストールされており、設定されていれば、Veritas InfoScale
Operations Manager は Linux ホスト上の KVM 仮想マシンを検出します。Veritas
InfoScale Operations Manager は、実行中の仮想マシンについてのみ基本情報を検
出します。たとえば、仮想マシン名、CPU などです。Veritas InfoScale Operations
Manager は、virsh コマンドを使って KVM 関連の情報を検出します。
カーネルベースの仮想マシン（KVM）による検出の前提条件は次のとおりです。
■

VRTSsfmh パッケージが Linux ホスト上に存在している。

■

KVM モジュールがインストールされ、設定されている。

カーネルベースの仮想マシン（KVM）による検出の制限事項は次のとおりです。
■

Veritas InfoScale Operations Manager は、実行中の仮想マシンのみを検出しま
す。
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■

エクスポートされたストレージの検出、およびストレージの関連付けはサポートしない。

Veritas InfoScale Operations Manager の Red Hat
Enterprise Virtualization（RHEV）仮想化の検出につ
いて
Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）は、KVM ハイパーバイザおよび Red Hat
Enterprise Linux（RHEL）サーバーオペレーティングシステムに基づいたデスクトップお
よびサーバー仮想化プラットフォームです。 これは、仮想マシン（VM）を管理するための
Web ベースのインターフェースを備えた、RHEL ベースの集中型管理サーバーである
RHEV-M を提供します。 RHEV は、RHEV-M とともに SPICE プロトコルおよび Virtual
Desktop Server Manager（VDSM）を使用します。
RHEV モジュールがインストールされており、設定されていれば、Veritas InfoScale
Operations Manager は Linux ホスト上の RHEV 仮想マシンを検出します。 Veritas
InfoScale Operations Manager は、実行中の仮想マシンについてのみ基本情報を検
出します。
RHEV ベースの仮想マシン（RHEV）による検出の前提条件は次のとおりです。
■

VRTSsfmh パッケージが Linux ホスト上に存在している。

■

RHEV モジュールがインストールされ、設定されている。

RHEV ベースの仮想マシン（RHEV）による検出の制限事項は次のとおりです。
■

Veritas InfoScale Operations Manager は、実行中の仮想マシンのみを検出しま
す。

■

エクスポートされたストレージの検出、およびストレージの関連付けはサポートしない。

Microsoft Hyper-V 仮想化の検出について
Hyper-V は、Microsoft が提供するハイパーバイザベースの x86-64 システム向け仮想
化テクノロジです。Hyper-V のロールが管理対象ホストで有効になっている場合は、
Veritas InfoScale Operations Manager を使って Hyper-V ホストや仮想マシンの関連
情報を検出できます。Veritas InfoScale Operations Manager では検出に Hyper-V
WMI API を使います。
Hyper-V の検出は次のカテゴリにグループ化できます。
■

仮想マシンの検出: Veritas InfoScale Operations Manager による Hyper-V 仮想
マシンの検出と Hyper-V サーバーとの関連付け

■

エクスポートされたストレージの検出: ゲストにプロビジョニングされたストレージの検
出と、仮想マシンおよび Hyper-V サーバーとの関連付け
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p.107 の 「 Microsoft Hyper-V での仮想マシンの検出」 を参照してください。
p.107 の 「 Microsoft Hyper-V でのストレージマッピングの検出」 を参照してください。

Microsoft Hyper-V での仮想マシンの検出
Veritas InfoScale Operations Manager では、Hyper-V 仮想マシンについての情報を
検出できます。 たとえば、仮想マシンの名前、割り当て済みのメモリ、CPU、状態、Hyper-V
サーバーから Hyper-V ゲストにエクスポートされたストレージ（仮想ハードディスクとパス
スルーディスク）などです。 Veritas InfoScale Operations Manager は、ゲストオペレー
ティングシステムがインストールされていない仮想マシンを含め、すべての仮想マシンを
検出します。
Hyper-V 仮想マシンのエージェント検出とエージェントレス検出をサポートしています。
ただし、エージェントレス検出では、検出される情報が限定されます。設定済みの仮想マ
シンについてより多くの情報を検出するには、エージェント検出を使ってください。仮想マ
シンについての詳細な情報が得られます。
エージェントおよびエージェントレス検出について詳しくは、『Veritas Operations Manager
管理サーバー管理者ガイド』を参照してください。
仮想マシンの検出の前提条件は次のとおりです。
■

VRTSsfmh パッケージが Hyper-V サーバー（親パーティション）にインストールされて

いる。
■

Hyper-V ロールが有効になっている。

■

WMI（Windows Management Instrumentation）サービスが動作している。

仮想マシンの検出の制限事項を次に示します。
■

Hyper-V 仮想マシンが関連付けられているエージェントレス Hyper-V サーバー（親
パーティション）では Hyper-V 検出はサポートされない。

p.106 の 「 Microsoft Hyper-V 仮想化の検出について」 を参照してください。

Microsoft Hyper-V でのストレージマッピングの検出
Veritas InfoScale Operations Manager は、ホストのローカルストレージや SAN（スト
レージエリアネットワーク）からゲストにプロビジョニングされたストレージを検出します。
Hyper-V ゲストは（VRTSsfmh パッケージの有無にかかわらず）、Veritas InfoScale
Operations Manager 管理サーバードメインに追加された場合に、ストレージマッピング
の検出を行います。
このページには、追加のストレージ属性も表示されます。たとえば、ストレージのサイズ、
タイプ（VHD またはパススルーディスク）、ストレージコンテナ（仮想ストレージがプロビジョ
ニングされているホスト上のボリューム）などです。ゲストのストレージデバイスハンドルが、
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対応する VHD またはホストからプロビジョニングされたパススルーディスクにマップされ
ます。Veritas InfoScale Operations Manager は VMS にプロビジョニングされたスナッ
プショットディスクも検出します。
ストレージマッピングの検出の前提条件は次のとおりです。
■

Hyper-V サーバーが Microsoft Windows 2008 R2 またはそれ以降のオペレーティ
ングシステムを実行している。

■

Windows Management Instrumentation（WMI）がゲスト上で動作している。

ストレージマッピングの検出の制限事項は次のとおりです。
■

Linux ゲストではストレージの関連付けはサポートされていない。

ストレージマッピングとストレージの関連付けについて詳しくは、『Veritas Operations
Manager 管理サーバー管理者ガイド』を参照してください。
p.106 の 「 Microsoft Hyper-V 仮想化の検出について」 を参照してください。
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8
サーバー統合整理
この章では以下の項目について説明しています。
■

サーバー統合整理

■

単純な作業負荷に対するサーバー統合の実装

サーバー統合整理
Storage Foundation and High Availability Solutions 製品は、さまざまな組み合わせで
使用できます。リストの設定は、各使用例の目的を達成するために必要な最低要件です。
サーバー統合は複数の仮想マシンをそれぞれが物理サーバーと同等な機能を持つよう
に実行できるようにし、複数のアプリケーションとそれらの作業負荷を単一のサーバーに
組み合わせて、サーバーの利用率を高め、データセンターのサーバースプロールを削減
します。
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図 8-1

サーバー統合整理
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物理サーバー

物理サーバー

物理サーバー

KVM
ゲスト
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KVM KVM
ゲスト ゲスト
App 2

App 3

KVM Hypervisor
RHEL/SLES
物理サーバー

サーバー統合の使用例は次の Linux 仮想化技術でサポートされます。
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM

■

SLES（SUSE Linux Enterprise Server）KVM

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

単純な作業負荷に対するサーバー統合の実装
Storage Foundation HA の単一サーバーを使用するこのソリューションでは、KVM ゲス
トへの作業負荷の移行を説明します。
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単純な作業負荷に対するサーバー統合

図 8-2
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単純な作業負荷に対してサーバー統合を実装するには、次の手順を実行します。

1

Veritas InfoScale Enterprise 製品をインストールして仮想マシンで SFHA を設定
します。
p.47 の 「カーネルベースの仮想マシン環境での Veritas InfoScale Solutions の
インストール」 を参照してください。

2

アレイからホストにストレージをマップします。

3

アレイからゲストにストレージをマップします。
p.53 の 「ゲストへのデバイスのマッピング」 を参照してください。

4

ゲストに移動して、ディスクグループがインポート可能であることを確認します。
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物理から仮想への移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

物理から仮想への移行

■

物理から仮想への移行（P2V）を実装する方法

物理から仮想への移行
物理サーバーから仮想マシンへのデータの移行は困難な場合があります。物理環境か
ら仮想環境への困難なデータ移行が Veritas InfoScale Solutions 製品によって簡単で
安全になります。
Veritas InfoScale Solutions では、移動元から移動先にデータをコピーする必要はな
く、管理者が同じストレージまたはテスト移行用のストレージの複製を仮想環境に割り当
て直します。SF（Storage Foundation）、SFHA（Storage Foundation HA）、または
SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）を使用した
データ移行は、中央の 1 つの場所、つまり Storage Foundation 管理ホストによって利
用されるアレイからすべてのストレージを移行する方法で実行できます。
物理から仮想への移行（P2V）では、物理サーバーから仮想化ゲストにデータを移行す
る必要があります。LUN は、最初にホストへと物理的に接続された後、ホストからのゲスト
へと KVM でマップされます。
ホストに SF、SFHA、または SFCFSHA がない場合は、ゲストへのマッピングがあるスト
レージデバイスを識別する必要があります。ホストに SF、SFHA、または SFCFSHA を置
くと、マップ対象のストレージデバイスを迅速で確実に識別できます。ホストで DMP を実
行している場合は、DMP デバイスを直接マップできます。Veritas InfoScale Solutions
製品は、別の方法では面倒で時間のかかるプロセスに管理性と操作性を追加します。
物理から仮想への移行の使用例は次の Linux 仮想化技術でサポートされます。
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM

■

SLES（SUSE Linux Enterprise Server）KVM

第 9 章 物理から仮想への移行
物理から仮想への移行（P2V）を実装する方法

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

物理から仮想への移行（P2V）を実装する方法
物理サーバーから仮想化ゲストにデータを移行すると、LUN は、最初にホストへと物理
的に接続された後、ホストからのゲストへと KVM でマップされます。
この使用事例はサーバー統合の場合に非常に類似しており、手順はほとんど同じです。
物理から仮想への移行は、サーバー統合を実現するために使うプロセスです。
この使用例では、KVM ゲストの KVM ホストと Storage Foundation に Storage
Foundation HA または Storage Foundation Cluster File System HA が必要です。セッ
トアップ情報:
p.47 の 「カーネルベースの仮想マシン環境での Veritas InfoScale Solutions のインス
トール」 を参照してください。
以下の 3 つのオプションがあります。
■

Veritas InfoScale Solutions 製品を物理サーバーと仮想ホストの両方にインストール
している場合は、マッピングが必要な LUN を簡単に識別できます。LUN を仮想ホス
トに接続したら、ディスクグループ内でマッピングが必要なデバイスを識別するために
「vxdisk -o alldgs list」を使うことができます。

■

Veritas InfoScale Solutions 製品を仮想ホストにインストールしておらず、物理サー
バーが Linux システムの場合には、マッピングが必要なデバイスは物理サーバーの
デバイス ID を使って識別できます。

■

Veritas InfoScale Solutions 製品を物理サーバーにのみインストールし、RHEV の
SF 管理ユーティリティ vxrhevadm を RHEV-M コンピュータにインストールしている
場合は、ゲストの DMP デバイスマッピングを正確に識別できます。ただし、ボリュー
ムとファイルシステムのマップの場合にホストのデバイスマッピングを正確に識別する
には、ヒューリスティックを実行します。

ホストとゲストに Storage Foundation をインストールしている場合に物理から仮想へ
の移行を実装するには（KVM のみ）

1

マッピングが必要なデバイスの Linux デバイス ID を見つけます。
# vxdg list diskgroup

2

ディスクグループの各ディスクに対して、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=device
# ls -al /dev/disk/by-id/* | grep subpath
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Storage Foundation がホストにインストールされていない場合は、物理サーバーを廃止
する前に、デバイスのシリアル番号を使用して、マップを必要とする LUN を識別します。
LUN は永続的な「by-path」デバイスリンクを使用しているゲストにマップできます。
Storage Foundation をホストにインストールしていない場合に物理から仮想への移行
を実装するには（KVM のみ）

1

物理サーバーで、KVM ホストにマップする必要のある LUN を udevadm コマンドを
使って識別します。

2

仮想化ホストに LUN をマップします。
udev データベースを使用して、マップされる必要のあるホストのデバイスを識別で
きます。
# udevadm info --export-db | grep '/dev/disk/by-path' | ¥
cut -d' ' -f4
/dev/disk/by-path/pci-0000:05:00.0-fc-0x5006016239a01884-lun-1
/dev/disk/by-path/pci-0000:05:00.0-fc-0x5006016239a01884-lun-2

ゲストに LUN をマップします。 この例では複数のパスがあるため、4 つのすべての
パスに対する一貫性のあるデバイスマッピングを確保するように、パスシンボリックリ
ンクを使用できます。
# virsh attach-disk guest1 ¥
/dev/disk/by-path/pci-0000:05:00.0-fc-0x5006016239a01884-lun-1 ¥
vdb
# virsh attach-disk guest1 ¥
/dev/disk/by-path/pci-0000:05:00.0-fc-0x5006016239a01884-lun-2 ¥
vdc

3

デバイスがゲストに正しくマップされることを確認します。設定変更は、ゲストを再定
義することによって永続的にすることができます。
# virsh dumpxml guest1 > /tmp/guest1.xml
# virsh define /tmp/guest1.xm
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ゲストとホストに Storage Foundation をインストールしている場合に物理から仮想へ
の移行を実装するには（KVM のみ）

1

仮想化ホストに LUN をマップします。

2

仮想化ホストで、マップを必要とするデバイスを識別します。たとえば、ディスクグルー
プ data_dg のあるデバイスは guest1 にマップされます。
# vxdisk -o alldgs list |grep data_dg
3pardata0_1 auto:cdsdisk
3pardata0_2 auto:cdsdisk
-

3

(data_dg)
(data_dg)

online
online

ゲストにデバイスをマップします。
# virsh attach-disk guest1 /dev/vx/dmp/3pardata0_1 vdb
Disk attached successfully
# virsh attach-disk guest1 /dev/vx/dmp/3pardata0_2 vdc
Disk attached successfully

4

ゲストで、すべてのデバイスが正しくマップされることと、ディスクグループが利用可
能であることを確認します。
# vxdisk scandisks
# vxdisk -o alldgs list |grep data_dg
3pardata0_1 auto:cdsdisk
3pardata0_2 auto:cdsdisk
-

5

(data_dg)
(data_dg)

online
online

仮想化ホストでゲストを再定義して、マップを永続的にします。
# virsh dumpxml guest1 > /tmp/guest1.xml
# virsh define /tmp/guest1.xml

ゲストと、RHEV の SF 管理ユーティリティ、vxrhevadm のみに Storage Foundation
がある場合に物理から仮想への移行（P2V）を実装するには、RHEV Manager 上で次
の手順を実行します。

1

仮想化ホストに LUN をマップします。

2

仮想化ホストで、マップを必要とするデバイスを識別します。たとえば、ディスクグルー
プ data_dg のあるデバイスは guest1 にマップされます。
# vxdisk list -guest1 <data_dg> DMP nodes
# vxprint -guest1 <data_dg> -v, volume
# vxfs, file created on vxfs filesystem
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3

2. それぞれの仮想マシンに各エンティティを接続します。
# ./vxrhevadm -p <password> -n <VM name> -d <dmpnode> attach
Attached a dmp node to the specified virtual machine
# ./vxrhevadm -p <password> -n <VM name> -v <volume> attach
Attached a volume device to the specified virtual machine
# ./vxrhevadm -p <password> -n <VM name> -f <file>:raw attach
Attached a file system device to the specified virtual machine

4

ゲスト仮想マシンの電源を入れて SCSI ディスクがゲスト仮想マシンで利用可能で
あることを確認します。
メモ: /var/log/vdsm/vdsm.log で参照できる XML ダンプには、デバイスのマッ
プに関するヒントが記録されています。DMP ノードの場合は、ホストで永続的な命名
を有効にしてゲストのデバイスマッピングを識別できるようにします。ボリュームとファ
イルシステムのマップの場合は、ヒューリスティックを実行してゲストのデバイスマッピ
ングを識別します。

新しい仮想マシンを設定する場合に、Veritas Volume Manager ボリュームをブートデ
バイスとして使うには、次の手順を実行します。

1

Linux の仮想化マニュアルが推奨する手順に従って、VM ゲストをインストールして
ブートします。
ブートデバイスに管理対象ストレージまたは既存ストレージを選択するように求めら
れた場合は、VxVM ストレージボリュームブロックデバイスへの絶対パスを使用しま
す（たとえば、/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk-vol）。

2

virt-install ユーティリティを使う場合は、--disk パラメータとともに VxVM ボリュー

ムブロックデバイスへの絶対パスを入力します（たとえば、--disk
path=/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk-vol）。
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新しい仮想マシンを設定するときに、Storage Foundation コンポーネントをブートデバ
イスとして使うには

1

Linux の仮想化マニュアルが推奨する手順に従って、VM ゲストをインストールして
ブートします。
ブートデバイスに管理対象ストレージまたは既存のストレージを選択するように求め
られた場合は、VxVM ストレージボリュームブロックデバイス、ファイルシステムデバ
イス、DMP ノードのいずれかの絶対パスを使います。
例: /dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk-vol
同様に、/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk-file または
/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk-dmpnode。

2

仮想マシンの RHEV Manager の拡張設定でブートオプションを選択して適切な
ISO イメージを接続します。

3

ブートオプションとして DMP ノード、ボリュームブロックデバイス、ファイルシステムデ
バイスのいずれかを接続します。
# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p ¥
<rhevm-password> -n <vmname> -d <dmpnode-path> attach

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p ¥
<rhevm-password> -n <vmname> -v <volume-path> attach

# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p ¥
<rhevm-password> -n <vmname> -f <file-path:raw> |
<file-path:qcow2> attach

4

ゲスト仮想マシンを開始して ISO からブートします。

5

SCSI デバイスとして表示される SF エンティティに OS をインストールします。SCSI
デバイス自体にブートローダーをインストールします。

6

ゲストの仮想マシンの電源を切ります。

7

ゲスト仮想マシンの設定で、ハードディスクからブートするホストを設定します。

8

設定した SF コンポーネントから予約するゲストの電源を入れます。
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簡素化した管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

簡素化した管理

■

ゲスト仮想マシンのストレージのプロビジョニング

■

ブートイメージの管理

簡素化した管理
オペレーティングシステムのホスティング方法にかかわらず、一貫して使えるストレージ管
理ツールによって、管理にかかる時間が短縮され、環境の複雑さを緩和できます。ゲスト
の Veritas InfoScale Solutions 製品は、非仮想環境と同じコマンドセット、ストレージの
名前空間、環境を提供します。
この使用例では、KVM または RHEV ホストに Storage Foundation HA または Storage
Foundation Cluster File System HA が必要です。セットアップ情報:
p.47 の 「カーネルベースの仮想マシン環境での Veritas InfoScale Solutions のインス
トール」 を参照してください。
管理の簡素化の使用例は次の Linux 仮想化技術でサポートされます。
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM

■

SLES（SUSE Linux Enterprise Server）KVM

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

ゲスト仮想マシンのストレージのプロビジョニング
ボリュームは、VM ゲスト内でデータディスクまたはブートディスクとしてプロビジョニングで
きます。
■

データディスク: アレイ間でデータをミラー化する利点があります。
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■

ブートディスク: アレイ間で移行する機能が提供されます。

実行中のゲスト仮想マシンに対して VxVM ストレージボリュームをデータディスクとして追
加するには、次の方法で行います。
■

virt-manager コンソールの使用。

■

virsh コマンドラインの使用

■

VRTSrhevm ユーティリティまたは RHEV-M Web インターフェースの使用

Veritas Volume Manager ボリュームを VM ゲストのデータディスクにす
るプロビジョニング
次の手順では、Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームを VM ゲストのデータディ
スク（仮想ディスク）として使います。サンプルホストは sys1、VM ゲストは guest1 です。
各手順のプロンプトでは、コマンドを実行するドメインを示しています。
Veritas Volume Manager ボリュームをデータディスクとしてプロビジョニングするには

1

いくつかのディスクを割り当てた VxVM ディスクグループ（この例では mydatadg）を
作成します。
sys1# vxdg init mydatadg TagmaStore-USP0_29 TagmaStore-USP0_30

2

目的のレイアウトの VxVM ボリュームを作成します（この例ではシンプルボリューム
を作成）。
sys1# vxassist -g mydatadg make datavol1 500m

3

KVM: ボリューム datavol1 を VM ゲストにマップします。
sys1# virsh attach-disk guest1 /dev/vx/dsk/mydatadg/datavol1 vdb

RHEV: ボリューム datavol1 を VM ゲストにマップします。
# /opt/VRTSrhevm/bin/vxrhevadm -p
-v <volume> attach

4

RHEV Admin Password -n <VM>

マップを永続的にするには、VM ゲストを再定義します。
KVM
sys1# virsh dumpxml guest1 > /tmp/guest1.xml
sys1# virsh define /tmp/guest1.xml
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Veritas Volume Manager ボリュームをゲスト仮想マシンのブートディス
クにするプロビジョニング
次の手順で、VxVM （Veritas Volume Manager）ボリュームをゲストの VM マシンのブー
トデスクとしてプロビジョニングする方法の概要を説明します。
サンプルホストは sys1、VM ゲストはguest1 です。各手順のプロンプトでは、コマンドを
実行するドメインを示しています。
Veritas Volume Manager ボリュームをゲスト仮想マシンのブートディスクにするプロ
ビジョニングを行うには

1

ホストで VxVM ボリュームを作成します。Linux マニュアルが推奨しているサイズを
使用します。この例では、次のコマンドを使って 16 GB のボリュームを作成します。
sys1# vxassist -g boot_dg make bootdisk-vol 16g

2

VM ゲストをインストールしてブートするための Linux の推奨手順に従い、仮想ディ
スクをブートディスクとして使用します。

ブートイメージの管理
データセンターではアプリケーション作業負荷に対するニーズが増加し続けているため、
仮想環境を動的に作成することが必要条件になってきています。これにより、仮想マシン
を即座にプロビジョニングしてカスタマイズする機能が必要になります。作成される個々
の仮想マシンは、CPU、メモリ、ネットワーク、I/O のリソースに関してプロビジョニングされ
る必要があります。
ゲスト仮想マシンの台数が物理ホストで増加するにつれて、自動的で領域最適化のため
のプロビジョニング機構を持っていることがますます重要になります。すべてのゲスト仮想
マシンに同じオペレーティングシステム（つまり、ブートボリューム）をインストールすると、
領域節約を達成できます。したがって、各ゲストに完全なブートボリュームを割り当てるの
ではなく、単一のブートボリュームを作成してその「ゴールデンブートボリューム」の領域
最適化スナップショットを他の仮想マシンのブートイメージとして使えば十分です。
必要とされるプライマリの I/O リソースはブートイメージです。ブートイメージは次のコン
ポーネントで構成されるオペレーティングシステム環境です。
■

ゲストオペレーティングシステムがインストールされたブート可能な仮想ディスク

■

ブート可能なゲストファイルシステム

■

カスタムまたは汎用のソフトウェアスタック

ブートイメージ管理のために、Veritas InfoScale Solutions 製品は、テンプレートとスナッ
プショットベースのブートイメージ（スナップショットは完全または領域最適化の場合があ
る）に基づいて仮想マシンを管理して直ちに配備することを可能にします。KVM ベース
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の仮想環境における効果的なブートイメージ管理のためには、ホストとゲスト設定の組み
合わせを使って Veritas InfoScale Solutions 製品を配備する必要があります。
ブートイメージ管理のメリットは次のとおりです。
■

オペレーティングシステムと複雑なソフトウェアスタックのインストール、関連する設定、
保守コストを除去する

■

効率の向上と運用コストの削減によるインフラコストの節約

■

さまざまな仮想マシンに対する共有のマスターイメージまたはゴールドイメージと領域
最適化ブートイメージによるストレージ領域コストの削減

■

VM ゲストとブートイメージを監視する Cluster Server（ホストで実行する）を使って
個々のゲストコンピュータの高可用性を有効にする

■

クラスタのすべてのリモートノードにわたる仮想マシンを作成して配備する能力

ブートディスクグループの作成
ホストと VM ゲスト設定の組み合わせを使って SFHA（Storage Foundation HA）を Linux
サーバーに設定したら、次の手順で、ゴールデンブートボリュームとすべての各種領域
最適化スナップショット（VM ブートイメージ）が配置されるディスクグループを作成します。
シングルノード環境の場合、ディスクグループはホストに対してローカルまたはプライベー
トになります。 クラスタ環境の場合（VM のライブ移行に推奨）、ゴールデンブートボリュー
ムが複数の物理ノードにわたって共有されるように、共有ディスクグループを作成するこ
とを推奨します。
障害の発生を監視できるように、VCS 下のゲスト VM ブートイメージとゲスト VM 自体を
含むディスクグループを監視することが可能です。 ただし、ブートイメージは同じディスク
グループ内にあるため、ブートディスクを含むスナップショットボリュームをバッキングする
ディスクのいずれかで障害が発生した場合は、このノードで格納されているすべてのゲス
ト VM が SFCFS HA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）クラ
スタの別の物理サーバーにフェールオーバーされることに留意する必要があります。この
ディスクグループの耐障害性を高めるには、複数のエンクロージャにわたるすべてのボ
リュームをミラー化し、ボリュームに冗長性を持たせてディスクエラーによる影響を受けに
くくしてください。
共有ブートディスクグループを作成するには

1

ディスクグループ（たとえば boot_dg）を作成します。
$ vxdg -s init boot_dgdevice_name_1

2

手順を繰り返して複数のデバイスを追加します。
$ vxdg -g boot_dg adddisk device_name_2
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ゴールデンイメージの作成と設定
基本的には、マスターイメージまたはゴールドイメージに基づいてポイントインタイムイメー
ジ（特定時点のイメージ）を作成します。イメージをセットアップすると、すべてのブートイ
メージの基本として使用できます。したがって、仮想マシンの完全なブートボリュームを
ゴールデンブートボリュームとして最初にセットアップしてください。
ゴールデンイメージを作成するには

1

選択したディスクグループで、VxVM ボリュームを作成します。Linux マニュアルが
推奨しているサイズを使用します。たとえば、ディスクグループを boot_dg、ゴール
デンブートボリュームを gold-boot-disk-vol、ボリュームサイズを 16 GB にします。
sys1# vxassist -g boot_dg make gold-boot-disk-vol 16g

2

Linux マニュアルに記載された推奨する手順に従って、VM ゲストをインストールし
てブートします。
ブートデバイスに管理対象ストレージまたは既存ストレージを選択するように求めら
れた場合は、VxVM ストレージボリュームブロックデバイスへの絶対パスを使用しま
す。
例: /dev/vx/dsk/boot_dg/gold-boot-disk-vol

3

virt-install ユーティリティを使う場合は、--disk パラメータとともに VxVM ボリュー

ムブロックデバイスへの完全パスを入力します。
例: --disk path=/dev/vx/dsk/boot_dg/gold-boot-disk-vol

4

仮想マシンを作成したら、このブートボリュームに任意のゲストオペレーティングシス
テムをインストールし、仮想マシンを必要に応じて設定できます。

5

仮想マシンを作成して設定したら、シャットダウンします。

ゴールデンブートボリュームのスナップショットに基づく追加の仮想マシンをプロビジョニ
ングするために、ブートイメージはイメージ（ゴールデンイメージと呼ばれる）として使うこと
ができます。これらのスナップショットは完全コピー（ミラーイメージ）または領域最適化ス
ナップショットにすることができます。領域最適化スナップショットを使うと、複数の同一仮
想マシンのブートディスクをホストするために必要なストレージが大幅に減少します。完全
スナップショットと領域最適化スナップショットは両方とも瞬時に使用可能になるため（ディ
スクコピー操作を待機する必要がない）、新しい仮想マシンのプロビジョニングも即座に
行うことができます。

ゴールデンイメージを使った仮想マシンの迅速なプロビジョニング
前述のとおり、ゴールデンイメージに基づいて新しい仮想マシンのプロビジョニングを迅
速に行うためには、ゴールデンブートボリュームの完全スナップショットまたは領域最適化
スナップショットが必要となります。これらのスナップショットは、作成後に新しい仮想マシ
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ンのブートイメージとして使うことができます。これらのスナップショットを作成するプロセス
は次の手順で概説されています。
仮想マシンの迅速なプロビジョニングのための、ゴールデンブートボリュームの完全イン
スタントスナップショットの作成
仮想マシンの迅速なプロビジョニングのための、ゴールデンブートボリュームの完全イン
スタントスナップショットを作成するには

1

完全インスタントスナップショットのボリュームを準備します。例では、ディスクグルー
プは boot_dg、ゴールデンブートボリュームは gold-boot-disk-vol です。
$ vxsnap -g boot_dg prepare gold-boot-disk-vol

2

新しくプロビジョニングしたゲストのブートボリュームとして使用する新しいボリューム
を作成します。ゲストブートボリュームのサイズはゴールデンブートボリュームのサイ
ズと一致する必要があります。
$ vxassist -g boot_dg make guest1-boot-disk-vol 16g layout=mirror

3

スナップショットボリュームとして使用可能な新しいブートボリュームを準備します。
$ vxsnap -g boot_dg prepare guest1-boot-disk-vol

4

ゴールデンブートボリュームの完全インスタントスナップショットを作成します。
$ vxsnap -g boot_dg make source=gold-boot-disk-vol/snapvol=¥
guest1-boot-disk-vol/syncing=off

5

スナップショット guest1-boot-disk-vol を「既存のディスクイメージ」として使用して、
新しい仮想マシンを作成します。

仮想マシンの迅速なプロビジョニングのための、ゴールデンブートボリュームの領域最
適化インスタントスナップショットを作成するには

1

インスタントスナップショットのボリュームを準備します。例では、ディスクグループは
boot_dg、ゴールデンブートボリュームは gold-boot-disk-vol です。
$ vxsnap -g boot_dg prepare gold-boot-disk-vol

2

キャッシュボリュームとして使うボリュームを作成するには、vxassist コマンドを使用
します。このキャッシュボリュームには、領域最適化インスタントスナップショットに対
して行われた書き込みが格納されます。
$ vxassist -g boot_dg make cache_vol 5g

layout=mirror init=active
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3

vxmakecache コマンドを使って、前の手順で作成したキャッシュボリュームの上に

キャッシュオブジェクトを作成します。
$ vxmake -g boot_dg cache cache_obj cachevolname=cache_vol
autogrow=on

4

キャッシュオブジェクトを開始します。
$ vxcache -g boot_dg start cache_obj

5

ゴールデンブートイメージの領域最適化インスタントスナップショットを作成します。
$ vxsnap -g boot_dg make source=¥
gold-boot-disk-vol/newvol=guest1-boot-disk-vol/cache=cache_obj

6

既存ディスクイメージとしてゴールデンイメージのスナップショットを使用して、新しい
仮想マシンを作成します。

領域最適化スナップショットによるストレージの節約
物理サーバーごとに格納される仮想マシンが多数ある場合、単一サーバーで使われる
ブートイメージの数も多くなります。単一のベアメタル Linux のブートイメージは少なくとも
約 3 GB の領域を必要とします。それに加えてソフトウェアスタックとアプリケーションバイ
ナリをインストールすると領域がさらに必要となり、通常はデータベースアプリケーションを
格納する各仮想マシンに約 6 GB の領域を使うことになります。
ユーザーが新しい仮想マシンをプロビジョニングする際に、ブートイメージは完全コピー
または領域最適化スナップショットの場合があります。完全コピーを使うと、ストレージの使
用が非常に非効率的になります。同一のブートイメージを格納するためにストレージが消
費されるだけでなく、ブートイメージを高可用性にするため（複数のエンクロージャにわた
るミラー）とバックアップにおいてもストレージが消費されます。この高可用性で高パフォー
マンスの大量ストレージは非常に高価であるため、サーバー仮想化によって通常は実現
されるコストの利点を生かすことができません。それに加えて、大容量のバックアップとリ
カバリも高価なタスクになります。
上記の問題に対処するためには、さまざまな VM ゲストのブートイメージとしてゴールドイ
メージの領域最適化スナップショットを使用することを推奨します。領域最適化スナップ
ショットは、ゴールドイメージのデータの完全コピーを作成するのではなく、変更されたブ
ロックのみをローカルに格納するコピーオンライト原則（物理ストレージによってバッキン
グされる）に基づいて機能します。この変更されたブロックのセットはキャッシュオブジェク
トと呼ばれ、すべての領域最適化スナップショットのリポジトリ（キャッシュオブジェクトスト
アと呼ばれる）に格納されます。キャッシュオブジェクトはストレージ領域を大幅に削減す
るため、親ボリューム（この場合はゴールドイメージボリューム）と比較して通常は 5 ～ 20%
のストレージ占有領域を占めます。同じキャッシュオブジェクトストアは、複数のスナップ
ショットボリュームの変更されたブロックを格納するために使うことができます。
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インストールのブート環境をサポートするために、キャッシュオブジェクトストアで保持され
る各スナップショットにはゴールドイメージに対して行われた変更のみが含まれます。した
がって、ストレージを最大限に削減するには、ルートファイルシステムではなくデータディ
スクでソフトウェアをインストールしてください。また、ゴールドイメージ操作ファイル（つま
り、システム、ホスト、パスワードなど）に対する変更を制御することにも努めてください。
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11
Cluster Server を使用する
アプリケーションの可用性
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプリケーション可用性オプションについて

■

KVM 環境アーキテクチャの Cluster Server の概略

■

仮想マシンに高可用性を提供するホストの VCS とアプリケーションに高可用性を提
供するゲストの ApplicationHA

■

仮想から仮想へのクラスタ化とフェールオーバー

■

仮想から仮想へのクラスタ化のための I/O フェンシングサポート

■

仮想から物理へのクラスタ化とフェールオーバー

アプリケーション可用性オプションについて
Veritas製品は KVM 環境の最良の可用性を提供できます。KVM 環境では、High
Availability ソリューション（ApplicationHA と VCS（ Cluster Server））をさまざまに組み
合わせて選択できます。
ApplicationHA は単独で、Veritas Operations Manager を使用して最良の可視性と管
理性を提供すると同時に、アプリケーションの監視機能と再起動機能を提供します。 ホス
トの Cluster Server とともに ApplicationHA を使用すると、この 2 つのソリューションが
連携して動作し、アプリケーションは必要に応じて監視され、再起動されるようになります。
アプリケーションの再起動が有効でない場合には、仮想マシンが再起動されます。これら
の 2 つのソリューションは連携して動作することで、KVM の環境に最良な可用性を提供
します。
物理環境の VCS クラスタによって提供されるのと同じレベルのアプリケーション可用性
が KVM 環境で必要される場合は、仮想マシンで Cluster Server を採用できます。この
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設定では、アプリケーションは仮想マシンの VCS クラスタで迅速なフェールオーバー機
能を実行できます。
表 11-1

可用性オプションの比較

必須の可用性レベル

推奨される解決策

サポート対象の仮想化オプション

アプリケーションの監視と
再起動

仮想マシンの
ApplicationHA

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM

仮想マシンの監視と再起
動

リソースとして仮想マシンを RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM
監視するホストの VCS クラ
RHEV（Red Hat Enterprise
スタ
Virtualization）
SLES（SUSE Linux Enterprise Server）
KVM

アプリケーションと仮想マシ ゲストの ApplicationHA と RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM
ンの可用性の組み合わせ 仮想マシンの VCS クラス
タ
クラスタのスタンバイノード 仮想マシンの VCS クラス RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM
へのアプリケーションフェー タ
SLES（SUSE Linux Enterprise Server）
ルオーバー
KVM
RHEV（Red Hat Enterprise
Virtualization）
Microsoft Hyper-V
OVM（Oracle Virtual Machine）

メモ: アプリケーションの高可用性およびフェールオーバー機能に関して、アプリケーショ
ンデータは VCS クラスタのすべてのノードにアクセス可能な共有ストレージにある必要
があります。
ApplicationHA または VCS のセットアップ情報:
p.49 の 「KVM（カーネルベースの仮想マシン）環境の Cluster Server のインストールと
設定」 を参照してください。
メモ: KVM 環境のアプリケーション可用性に加えてストレージ管理機能を必要とする場
合、Storage Foundation HA または Storage Foundation Cluster File System HA の
クラスタ機能も使うことができます。
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KVM 環境アーキテクチャの Cluster Server の概略
ホストアーキテクチャの VCS
■

■

■

ゲストアーキテクチャの VCS

制御の単一ユニットとして複数のゲスト仮想 ■
マシンを管理する
障害が発生した場合に個々のゲスト仮想マ ■
シンの自動再起動または自動フェールオー
バーを実現する
VOM（Veritas Operations Manager）を使っ ■
て、サーバープール全体にわたる共通コン
ソールから個々のゲスト仮想マシンの起動、
停止、または監視を実現する

制御の単一ユニットとしてゲスト仮想マシン
で実行するアプリケーションを管理する
他のゲスト仮想マシンまたは物理コンピュー
タ間で個々のアプリケーションの自動再起動
または自動フェールオーバーを実現する
VOM（Veritas Operations Manager）を使っ
て、クラスタ内にある複数の適切なゲスト仮想
マシンにわたる共通コンソールから個々のア
プリケーションの起動、停止、または監視を
実現する

仮想マシンに高可用性を提供するホストの VCS とアプ
リケーションに高可用性を提供するゲストの
ApplicationHA
ホストで実行する VCS は仮想マシンを監視し、VM に高可用性を提供します。VM（仮想
マシン）ゲストで実行する ApplicationHA は、設定されたアプリケーションを監視すること
でアプリケーションの高可用性を確保します。VCS と ApplicationHA を組み合わせるこ
とで、アプリケーションと VM の高可用性を達成するために拡張されたソリューションが提
供されます。
ホストの VCS はプライマリ VM の監視を実現します。障害時に仮想マシンを起動/停止
でき、別のノードにフェールオーバーすることができます。その後、ゲスト仮想マシン内で
実行中のアプリケーションを監視するゲストで、ApplicationHA を実行します。ゲストの
ApplicationHA がアプリケーション障害の際にアプリケーションフェールオーバーをトリガ
することはありませんが、同じ VM ゲストのアプリケーションの再起動を試行します。
ApplicationHA がアプリケーションを起動できないときは、ホストで実行されている VCS
に対して修正アクション（仮想マシンの再起動、他のホストへの仮想マシンのフェールオー
バーなど）を実行するように通知できます。
ApplicationHA および ApplicationHA と VCS との統合については、『ApplicationHA
ユーザーズガイド』を参照してください。
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図 11-1

ホストの VCS（VM HA 用）とゲストの ApplicationHA（ApplicationHA
用）

仮想から仮想へのクラスタ化とフェールオーバー
複数のゲスト仮想マシンで VCS を実行すると、ゲストからゲストへのクラスタ化が有効に
なります。その後、VCS は、ゲスト内で実行する個々のアプリケーションを監視して、仮想
から仮想へのクラスタにある別のゲストにアプリケーションをフェールオーバーします。
図 11-2

アプリケーションの高可用性を実現するゲスト間のクラスタ化
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メモ: I/O フェンシングはアプリケーションの高可用性を実現するためにゲスト間のクラス
タ化でサポートされます。つまり、SCSI3、非 SCSI3、コーディネーションポイント（CP）
サーバーベースのフェンシングがサポートされます。
ゲスト内で実行しているアプリケーションに高可用性を提供するために、各ゲストコンピュー
タ内で VCS を実行できます。
VCS クラスタはこの設定の VM ゲスト間で形成されます。クラスタの VM ゲストは同じ物
理ホスト上または異なる物理ホスト上のいずれにあってもかまいません。VCS はクラスタ
の VM ゲストにインストールされます。仮想マシン内での VCS のインストールと設定は物
理ホストクラスタ内での VCS の場合と同様です。この VCS クラスタは VM ゲスト内で実
行するアプリケーションとサービスを管理して制御します。障害が発生したアプリケーショ
ンまたはサービスはクラスタの他の VM ゲストにフェールオーバーされます。VCS は VM
ゲスト内で実行するため、この設定は VM ゲストのフェールオーバーを処理しません。
図 11-3

同じ物理コンピュータにある複数の VM ゲストにわたる VCS クラス
タ

メモ: I/O フェンシングは同じ物理コンピュータにある複数の VM ゲスト全体の VCS クラ
スタでサポートされます。つまり、SCSI3、非 SCSI3、CP サーバーベースのフェンシング
がサポートされます。

仮想から仮想へのクラスタ化のための I/O フェンシング
サポート
ディスクベースの SCSI-3 I/O フェンシングは、さまざまな物理マシンの VM ゲスト間の
VCS クラスタのためにサポートされます。VM を iSCSI イニシエータとする場合は、仮想
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マシンは同じ物理マシンにも異なる物理マシンにも配置できます。サポートマトリックス表
に、さまざまな Linux 仮想化技術のための SCSI-3 フェンシングを示します。
表 11-2

仮想から仮想へのクラスタ化のための I/O フェンシングサポートマト
リックス

仮想化技術 - SCSI イニシ
Storage プロ エータ
トコル

ゲスト OS

サポート対象
（Yes//No）

ライブ移行（Y/N）

RHEL 6.x

Y

Y

SLES 11

Y

Y

RHEL 7

Y

Y

Y

N

N

N

Y

N

RHEL 6.x

Y

Y

SLES 11

Y

Y

VMware-iSCSI イニシエータと RHEL 6.x
してのハイパー
SLES 11
バイザ（RDMP）

Y

N

Y

N

イニシエータと RHEL 6.x
しての VM（PCI
SLES 11
- パススルー）
RHEL 7

Y

N

Y

N

Y

N

イニシエータと RHEL 6.x
してのハイパー
SLES 11
バイザ（Virtio
RHEL 7
SCSI）

Y

N

N

N

Y

N

イニシエータと
しての VM

RHEL 6.x

Y

N

SLES 11

Y

N

Y

N

Y

N

KVM-iSCSI

KVM-iSCSI

イニシエータと
しての VM

イニシエータと RHEL 6.x
してのハイパー
SLES 11
バイザ（Virtio
RHEL 7
SCSI）

VMware-iSCSI イニシエータと
しての VM

KVM-FCP

KVM-FCP

VMware-FCP

VMware-FCP

イニシエータと RHEL 6.x
してのハイパー
SLES 11
バイザ（RDMP）
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仮想から物理へのクラスタ化とフェールオーバー
ほかの物理ホストで実行している VCS を仮想マシン内の VCS と組み合わせることによっ
て、物理から仮想へのクラスタを作成することもできます。この仮想/物理クラスタにより、
VCS はゲスト内で実行するアプリケーションを監視して、別のホストにアプリケーションを
フェールオーバーできるようになります。逆方向も該当するため、物理ホストで実行してい
るアプリケーションを VM ゲストマシンにフェールオーバーすることも有効になります。
VCS クラスタは VM ゲストと物理コンピュータの間で形成されます。VCS は VM ゲスト
と、クラスタにある異なる物理コンピュータでインストールされます。VM ゲストはそれらの
VM ホストのネットワークを通して物理コンピュータに接続されます。この場合、VM ホスト
は、クラスタを形成する 1 つ以上の VM ゲストがホストされる物理コンピュータです。
この VCS クラスタは、VM ゲストまたは物理コンピュータのいずれかであるクラスタノード
で実行するサービスとアプリケーションを管理して監視します。あるノードで障害が発生し
たアプリケーションは、仮想マシンまたは物理コンピュータのいずれかである他のノードに
フェールオーバーします。
p.62 の 「標準ブリッジの設定」 を参照してください。
図 11-4

複数の VM ゲストと物理コンピュータにわたる VCS クラスタ

I/O フェンシングのサポート: SCSI3、非 SCSI3、CP サーバーベースのフェンシングが
サポートされます。
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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。
■

仮想マシンの可用性オプションについて

■

リソースとして仮想マシンを監視するホストの VCS

■

仮想マシン可用性のための仮想化環境の検証

仮想マシンの可用性オプションについて
アプリケーション可用性が KVM ユーザーにとって非常に重要であるのと同時に、仮想マ
シンの可用性は同様に重要です。仮想マシンの可用性は、ホストで VCS（Cluster Server）
を採用することで実現されます。この場合、VCS は仮想マシンをリソースとして監視しま
す。
p.127 の 表 11-1 を参照してください。
仮想マシンの可用性の使用例は次の Linux 仮想化技術でサポートされます。
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

■

SLES（SUSE Linux Enterprise Server）KVM

RHEL および SUSE の VCS のセットアップ情報:
p.49 の 「KVM（カーネルベースの仮想マシン）環境の Cluster Server のインストールと
設定」 を参照してください。
メモ: 仮想マシンの高可用性およびフェールオーバー機能に関して、仮想マシンのイメー
ジは VCS クラスタのすべてのノードにアクセス可能な共有ストレージにある必要がありま
す。
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メモ: KVM ホストの仮想マシンの可用性に加えてストレージ管理機能を必要とする場合、
Storage Foundation HA または Storage Foundation Cluster File System HA のクラ
スタ機能も使うことができます。

リソースとして仮想マシンを監視するホストの VCS
このシナリオでは、VCS （Cluster Server）はホストで実行され、ホストレベルのクラスタ化
が有効になります。ホストで VCS を実行すると、個々のゲスト仮想マシンの監視とフェー
ルオーバーも有効になります。各ゲスト仮想マシンは、KVM アーキテクチャの単なるプロ
セスであるため、ホストで実行する VCS によって監視できます。この機能により、個々の
仮想マシンを個々のリソースとして監視し、VM を同一（または別の物理）ホストに再起動
またはフェールオーバーすることが可能になります。ゲストのライブ移行のサポートを有効
にするには、ホストで CVM （Cluster Volume Manager）を実行することを推奨していま
す。
この設定では、VM ゲストをホストする物理コンピュータ（PM）がクラスタを形成します。そ
のため、VCS はゲスト仮想マシンで実行するアプリケーションを監視しません。VCS は
KVMGuest エージェントのヘルプによって仮想マシンを制御して管理します。VM ゲスト
は、障害が発生した場合に他のホストにフェールオーバーします。
メモ: VCS のフェールオーバーサービスグループとして設定される VM ゲストは、すべ
てのホストにわたって設定が同じであることが必要です。VM ゲストのストレージは、クラス
タのすべてのホストにアクセス可能である必要があります。
p.61 の 「複数の物理コンピュータ（PM-PM）にわたる VCS クラスタのネットワーク設定」
を参照してください。
p.201 の 「設定例」 を参照してください。

仮想マシン可用性のための仮想化環境の検証
VCS ユーティリティ havirtverify を使用して仮想化環境を検証します。VCS で仮想
マシンを管理するための仮想化環境が有効でない場合、仮想化環境が無効で、リソース
の状態が UNKNOWN であることを示すエラーメッセージがログ記録されます。このエラー
メッセージを受信した場合は、仮想化環境を修正し、havirtverify ユーティリティを手
動で実行して環境を有効化する必要があります。検証が成功すると検証メッセージが表
示されます。VCS リソースの状態は次の監視サイクルでクリアされます。
このユーティリティを手動で実行して環境を検証することもできます。
◆

havirtverity ユーティリティを手動で実行します。

# /opt/VRTSvcs/bin/KVMGuest/havirtverify resource_name
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検証が合格すると、次のメッセージが表示されます。
#/opt/VRTSvcs/bin/KVMGuest/havirtverify resource_name
Red Hat Enterprise Virtualization Environment validation successfully
completed for resource resource_name

検証が失敗すると、次のメッセージが表示されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/KVMGuest/havirtverify resource_name
Virtualization environment validation failed for resource
resource_name

このユーティリティのすべてのログメッセージはエンジンのログファイルに送信されます。
p.201 の 「設定例」 を参照してください。
p.205 の 「RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境の設定例」 を参照してくださ
い。
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ライブ移行を使った仮想マ
シンの可用性
この章では以下の項目について説明しています。
■

ライブ移行について

■

ライブ移行の必要条件

■

Flexible Shared Storage により RHEV 環境での SAN 投資を削減

■

Flexible Storage Sharing について

■

Storage Foundation コンポーネントを仮想マシンのバックエンドストレージとして設定
します。

■

仮想マシンの可用性を得るためのライブ移行の実装

ライブ移行について
SFCFSHA (Storage Foundation Cluster File System HA) のコンポーネントである
CVM (Cluster Volume Manager) と CFS (Cluster File System) から FSS (Flexible
Storage) を利用すると、共有ストレージや市販のハードウェアを使ってゲスト仮想マシン
のライブ移行を有効にできます。CVM を使用すると、個々の仮想マシンの計画的な停止
時間を大幅に削減できます。個々の仮想マシンはホストからホストへとステートフルに移
行できるようになり、より優れた負荷分散、マシンのダウンタイムの削減、個々の物理サー
バーのパス管理を有効にします。個々のゲスト仮想マシンとそれらに対応するアプリケー
ションが実行し続ける間、サーバープール（物理サーバークラスタ）に対して物理サーバー
（ホスト）を自由に参加または脱退させることができます。
ライブ移行に対して、ホストでシングルノードの VxVM （Veritas Volume Manager）を実
行するのではなく、ゲストとホストで CVM または CFS を使って高速フェールオーバーを
行うことにより、ホストで CVM を実行し、同じサーバークラスタまたはサーバープール内
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にある複数の物理サーバーをクラスタ化できます。この設定では、ホスト内にも VCS
（Cluster Server）があります。物理サーバーのクラスタを作成する大きな利点は、物理
サーバーから別の物理サーバーへの KVM または RHEV ゲスト仮想マシンのライブ移
行が完全に機能してサポートされることです。
カーネルベースの仮想マシン（KVM）の場合のライブ移行

図 13-1

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

SFCFSHA (CVM + CFS)
KVM
KVM
RHEL 6

RHEL 6

物理サーバー

物理サーバー

共有ス
トレージ
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FSS 構成における RHEV ベースの仮想マシン（RHEV）の場合のラ
イブ移行

図 13-2

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

SFCFSHA (CVM + CFS)
KVM
KVM
RHEL 6

RHEL 6

物理サーバー

物理サーバー

ローカル/DAS
ストレージ

ローカル/DAS
ストレージ

ライブ移行の使用例は次の Linux 仮想化技術でサポートされます。
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）KVM

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

■

SLES（SUSE Linux Enterprise Server）KVM

ライブ移行の必要条件
送信元ホストから送信先ホストに VM ゲストを移行するためには、次の条件が必要になり
ます。
■

必須のゲストイメージは、送信先ホストでも同じ場所で利用可能であることが必要で
す。

■

移行するゲストに設定するストレージデバイスとネットワークデバイスは、送信元ホスト
と送信先ホストで同一であることが必要です。何らかの相違があると、移行処理が終
了することがあります。
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■

両ホストの KVM ハイパーバイザバージョンは、オペレーティングシステムレベルと同
じレベルでなければなりません。

■

KVM 環境と RHEV 環境では、送信元と送信先ホスト間でパスワードなしの SSH 通
信を設定する必要があります。

仮想マシン移行の必要条件と制限事項について詳しくは、Linux の仮想化マニュアルを
参照してください。

Flexible Shared Storage により RHEV 環境での SAN
投資を削減
Veritas InfoScale Solutions は、ネットワークに SSD または HDD を加えて SAN また
は DAS と連携することを可能にする FSS (Flexible Storage Sharing) 技術を提供しま
す。低価格の SSD および HDD を SAN ネットワークで使うことのできる柔軟性により、
TCO を削減するとともに、将来のサーバーまたはストレージへの投資に対する柔軟性が
得られます。
FSS では、グローバルの名前空間上でローカルストレージ、DAS または内部ディスクの
ネットワーク共有が可能になり、共有ストレージなしでデータの冗長性、高可用性および
障害回復を実現することができます。ノード間のネットワーク相互接続により、FSS では
ネットワーク共有ストレージと物理的な共有ストレージを共存させることができます。
FSS によってローカルストレージのネットワーク共有が利用可能になったことで、ストレー
ジ環境では物理的な共有ディスクが不要になります。ストレージのニーズに基づいて
SSD、HDD またはアレイをコスト効率の良い方法で既存のストレージ環境に追加するこ
とによって、ストレージ環境を管理することができます。ストレージハードウェアインフラの
TCO を大幅に削減することができます。
FSS を使うと、外部の共有ストレージあるいは SAN ネットワークを必要とせずにストレー
ジ環境を変えることができます。
FSS の管理について詳しくは、『 Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
基になるストレージに対して FSS を有効にした RHEV 環境において仮想マシンのライ
ブ移行または障害回復を行う使用事例を考えます。
ライブ移行の場合、仮想マシンは SF コンポーネントを FSS のために設定したバックエ
ンドストレージとして使うことができます。FSS によって、既存のネットワーク上で市販の
ハードウェアを使用し、同じサーバーからコンピューティングとストレージのニーズに対応
できるため、ストレージに対する投資は大幅に削減されます。
障害回復の場合、VVR は、バックエンドストレージとして Storage Foundation を使う分
散したデータセンター上でデータレプリケーションを提供します。レプリケーションに使わ
れるボリュームが SF コンポーネント上で作成され、基になるストレージが FSS に対して
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設定される場合、市販の低価格ハードウェア上で実行する非常に信頼性の高いストレー
ジ管理ソリューションが実現します。

Flexible Storage Sharing について
FSS（Flexible Storage Sharing）は、クラスタ全体でローカルストレージのネットワーク共
有を有効にします。 ローカルストレージは DAS（Direct Attached Storage）または内部
ディスクドライブの形式にする必要があります。 ネットワーク共有ストレージは、クラスタノー
ド間のネットワーク相互接続を使って有効化します。
FSS を使うと、ネットワーク共有ストレージは物理共有ストレージと共存できます。論理ボ
リュームは、共通のストレージ名前空間を作成する両方のタイプのストレージを使って作
成できます。 ネットワーク共有ストレージを使う論理ボリュームにより、ファイルシステムと
アプリケーションに透過的な物理共有ストレージを必要とすることなく、データ冗長性と高
可用性、およびディザスタリカバリ機能が提供されます。
FSS は、ローカル SSD を搭載していない可能性があるサービスノードにリモートでキャッ
シュ保存するために SmartIO 技術とともに使うことができます。
FSS は CVM プロトコルバージョン 140 以降での最大 64 ノードまでを含んでいるクラス
タでサポートされています。詳しくは、『Veritas InfoScale リリースノート』を参照してくださ
い。
図 13-3 に、Flexible Storage Sharing 環境を示します。
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図 13-3

Flexible Storage Sharing 環境

ネットワーク相互接続

ノード 1

ノード 2

ノード 3

CVM 共有ディスクグループ

Flexible Storage Sharing の使用例
次に、FSS 機能のいくつかの使用例を示します。
現在の使用例でのローカルストレージの使 FSS 機能は、Storage Foundation and High
用
Availability Solutions（Storage Foundation and High
Availability Solutions）スタックの現在の使用例をす
べてサポートします。SAN ベースのストレージは必要
ありません。
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オフホスト処理

データの移行:
■

■
■

共有（SAN）ストレージからネットワーク共有ストレー
ジ
ネットワーク共有ストレージから SAN ストレージ
ノード（DAS）/クラスタに接続したストレージから、
ストレージを共有しない異なるノード（DAS）/クラス
タに接続したストレージ

バックアップ/スナップショット:
追加ノードのバックアップを作成するには、クラスタに
参加し、バックアップを作成するホストではなくクラスタ
の 1 つ以上のノードに接続しているが DAS/共有スト
レージでホストされるボリュームやスナップショットから
読み込みます。
既存の Storage Foundation and High
Availability Solutions 機能で利用できる
DAS SSD のメリット

■

■

■

ファイルシステムのキャッシュ保存に
SmartIO を使う FSS

クラスタの個々のノードに接続した DAS SSD に
わたるミラー化。 DAS SSD は、SAN ストレージよ
り高いパフォーマンスを提供します（SSD を含む）。
FSS には、クラスタにわたるこれらの SSD を共有
する方法が用意されています。
SSD で 1 つのミラー、SAN ストレージで別のミラー
を保存すると、SSD が読み込みアクセスを高速化
し、SAN ストレージがデータの高可用性を実現し
ます。
Storage Foundation で SSD を使う場合には複
数のベストプラクティスがあります。 すべての使用
例はクラスタ環境で SSD に接続した SAN で実行
できます。 FSS を使うと、DAS SSD も同じような
目的で使うことができます。

クラスタのノードに内部 SSD も HDD もある場合は、
HDD は FSS を使ってネットワークで共有できます。
SSD を使ってリード/ライトバックキャッシュを設定する
には、SmartIO を使います。 読み込みキャッシュで
は、ネットワーク共有 HDD を使って作成したボリュー
ムを扱うことができます。
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リモートのキャッシュ保存に SmartIO を使 FSS は、ローカル SSD デバイスを備えていないノー
う FSS
ドにキャッシュサービスを提供するために SmartIO と
連携して働きます。
このシナリオでは、FSS（Flexible Storage Sharing）
によって、ローカル SSD があるノードから SSD がエ
クスポートされます。 FSS で、エクスポートされた SSD
のプールがクラスタ内に作成されます。 この共用プー
ルから、クラスタの各ノードのキャッシュ領域を作成し
ます。 各キャッシュ領域には、作成される特定のノー
ドからのみアクセス可能です。キャッシュ領域のタイプ
には VxVM または VxFS があります。
クラスタは CVM クラスタである必要があります。
リモート SSD のキャッシュ領域のボリュームレイアウト
は、ホスト全体をミラー化するデフォルトの FSS 割り当
てポリシーではなく単純なストライプレイアウトに従いま
す。 キャッシュに保存する操作により特定ボリュームの
パフォーマンスが低下する場合は、そのボリュームの
キャッシュを無効にします。 キャッシュ領域の作成に
使うボリュームは、ディスクグループバージョン 200 以
降のディスクグループで作成する必要があります。 た
だし、ディスクグループバージョン 190 以降のディスク
グループで作成したデータボリュームは、FSS によっ
てエクスポートされたデバイスで作成したキャッシュ領
域にアクセスできます。

メモ: CFS ライトバックキャッシュは、リモートの SSD
に作成されたキャッシュ領域ではサポートされません。
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。
キャンパスクラスタ設定

キャンパスクラスタは、サイト間のファイバーチャネル
（FC）SAN 接続が確立されていなくても設定できます。

Flexible Storage Sharing の制限事項
FSS（Flexible Storage Sharing）を使う場合には次の制限事項があります。
■

FSS は最大 64 個のノードのクラスタでのみサポートされます。

■

ディスクの初期化操作は、ディスクにローカル接続するノードでのみ実行してくださ
い。

■

FSS は共有ネットワークでブートディスク、非透過ディスク、非 VxVM ディスクの使用
をサポートしません。

■

ホットリロケーションは FSS ディスクグループでは無効です。
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■

VxVM クローンディスク操作は、FSS ディスクグループではサポートされていません。

■

FSS は複数のホストに接続済みの非 SCSI3 ディスクをサポートしません。

■

動的 LUN 拡張（DLE）はサポートされません。

■

FSS は、vxsnap 操作を使って作成、またはボリューム作成時に「logtype=dco
dcoversion=20」属性を指定して作成したインスタントデータ変更オブジェクト（DCO）
のみをサポートします。

■

デフォルトでは、下位の mediatype が異なるので vxassist による SSD と HDD 間
のミラーの作成はサポートされません。 この問題を回避するには、特定の mediatype
を持つボリューム（デフォルトの mediatype である HDD など）を作成してから、SSD
にミラーを追加します。
次に例を示します。
# vxassist -g diskgroup make volume size init=none
# vxassist -g diskgroup mirror volume mediatype:ssd
# vxvol -g diskgroup init active volume

Storage Foundation コンポーネントを仮想マシンの
バックエンドストレージとして設定します。
SF （Storage Foundation）コンポーネントを汎用 SCSI-3 ディスクとしてホストからゲスト
仮想マシンに拡張できるようにサポートします。この SF コンポーネントは仮想マシンの
バッキングストレージになります。SFCFSHA クラスタをインストールした後、VRTSrhevm
CLI パッケージによって有効化された RHEV-M を介して個々の仮想マシン上の SF コ
ンポーネントを設定することができます。ゲスト仮想マシンはエクスポートされた SCSI-3
ディスクをバックエンドストレージとして使います。これらはクラスタ全体で表示可能である
必要があります。
作業負荷の管理、ホスト障害、またはネットワーク問題の場合は仮想マシンのライブ移行
が必要です。中断または保守の場合に調整されたライブ移行が確実に実行されるように
VCS をホスト上で設定することができます。ホスト上で VCS が設定されていない場合は、
手動で VRTSrhevm CLI を実行して仮想マシンのライブ移行を行う必要があります。

仮想マシンの可用性を得るためのライブ移行の実装
仮想マシン（VM）はホスト間で移行できます。この移行はライブ移行と一時停止移行のい
ずれかになります。次を使って移行を開始します。
■

カーネルベースの仮想マシン（KVM）環境の場合は、virsh migrateコマンドまたは
virt-managerコンソールを使用します。
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■

RHEV （Red Hat Enterprise Virtualization）環境の場合は RHEV-M Web インター
フェースを使います。

■

VCS（Cluster Server） hagrp -migrate 操作（hagrp -migrate コマンドではライ
ブ移行のみが開始されます）

仮想マシンの移行を VCS 外で開始した場合は（virsh コマンドまたは RHEV-M Web
インターフェースを使用）、VCS は移行したゲストを監視して移行処理を検出できます。
VCS は仮想マシンの状態に応じてリソースの状態を変更します。つまり、ゲストがホスト
間でライブ移行された場合は、ゲストの移行先のホストで関連する KVMGuest リソース
の状態をオンラインにし、移行元のノードでは、KVMGuest リソースの状態がオフライン
（意図的なオフライン）であると報告されます。
KVM 環境で、移行元と移行先のノードで仮想イメージに同時にアクセスできるようにする
必要があるときは、ライブ移行に CVM と CFS を使うことを推奨します。
p.201 の 「設定例」 を参照してください。
VCS （Cluster Server）では、サービスグループの移行を開始するための新しい移行操
作が導入されました。KVGGuest エージェントによって、KVM と RHEV 環境での仮想マ
シンの移行を開始する「migrate」エントリポイントが実装されます。hagrp -migrate コ
マンドを使って仮想マシンのライブ移行を開始できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。
#hagrp -migrate service_group_name -to destination_node_name

ライブ移行にパスワードを使わない SSH 要件を確認するには
◆

移行元システムで次のコマンドを実行し、パスワードを使わない SSH を検証します。
# virsh "connect qemu+ssh://destination_node/system; list"

このコマンドでパスワードが求められた場合は、移行元と移行先のノード間でパス
ワードなしの SSH が設定されていません。
適切な出力が返された場合は、パスワードなしの SSH が正しく設定されています。
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仮想マシンの移行を開始するように VCS を設定するには

1

hagrp -migrate コマンドを使って仮想マシンのライブ移行の開始を準備するに

は、次のコマンドを使って VCS の PhysicalServer 属性（システムレベル）を設定
する必要があります。
# hasys -modify

sys_name PhysicalServer physical_server_name

次に例を示します。
# haconf -makerw
# hasys -modify sys_name PhysicalServer "'hostname'"
PhysicalServer 名は移行の開始中に使われます。

2

PhysicalServer 属性が設定されていない場合は、migrate エントリポイントに渡さ

れたターゲットノード名が移行の開始に使われます。
KVMGuest エージェントの migrate エントリポイント:
■

KVM 環境の場合: 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の環境の場合: エージェントは 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。

p.81 の 「KVMGuest エージェントについて」 を参照してください。
メモ: 仮想マシンがディザスタリカバリ用に設定されている場合は、複数のサイトにまたがっ
てその仮想マシンを移行することはできません。
p.205 の 「RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境の設定例」 を参照してくださ
い。
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Red Hat Enterprise
Virtualization 環境での仮
想から仮想へのクラスタ化
この章では以下の項目について説明しています。
■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）の仮想から仮想のクラスタ化に向けた
Cluster Server のインストールと設定

■

RHEV 環境での VCS のストレージ設定

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）の仮想か
ら仮想のクラスタ化に向けた Cluster Server のインス
トールと設定
RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）は、KVM ハイパーバイザを使ったサーバー
仮想化ソリューションです。KVM は Linux カーネルのコア部分を形成するため、Linux
環境ではこの仮想化は非常に効率的です。プラットフォーム管理インフラストラクチャ、ア
プリケーション固有のエージェント、および他のツールは、他の RHEV 設定のコンポーネ
ントです。
ゲスト仮想マシンに VCS をインストールする前に、内部ゲストのクラスタ化の VCS サポー
トを有効にするには、ゲスト仮想マシン間でプライベートネットワークを設定する必要があ
ります。これには次の手順が含まれます。
■

プライベート通信用の仮想マシンに 2 つの NIC を追加します

第 14 章 Red Hat Enterprise Virtualization 環境での仮想から仮想へのクラスタ化
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メモ: Veritas はパブリック通信用に仮想マシンにさらに 1 つの interface/NIC を追加
することを推奨します。また、ネットワークが設定された仮想マシンが個別の物理ホス
トで実行されている場合は、物理ホスト間で LLT 通信チャネルを設定してください。

■

追加された 2 つの NIC それぞれにスイッチを接続します

物理ホストでネットワークを作成するには

1

RHEV マネージャから、プライベート LLT ハートビート通信用に 2 つの新しい論理
ネットワークを作成します。

2

新しく作成された論理ネットワークに適切な物理インターフェースを割り当てます。

仮想マシン用に論理ネットワークを設定するには

1

IntelPro「e1000」タイプの 2 つのネットワークインターフェースを作成し、新しく作成
された論理ネットワークと関連付けます。

2

VCS がアプリケーションの可用性を監視する各仮想マシンに対し、手順 1 を繰り返
します。

VCS（Cluster Server）を使って仮想（ゲスト）マシンのクラスタを設定するには、次の手順
を実行します。
■

次のマニュアルで必要条件を参照します。
Veritas InfoScale リリースノート

■

ゲスト仮想マシンに InfoScale Availability 製品をインストールします。VCS は
InfoScale Availability 製品に付属しています。
Veritas InfoScale インストールガイド

■

ゲスト仮想マシンの VCS を設定します。
Cluster Server 設定/アップグレードガイド

メモ: 仮想マシン内での VCS のインストールと設定は物理システムの場合と同様です。
仮想マシン内で機能させるために VCS を追加に設定する必要はありません。
詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

ゲスト内部 VCS クラスタのフェンシングサポート
VCS は、仮想マシンの SCSI3、非 SCSI3、CP サーバーベースのフェンシングをサポー
トしてデータディスクの破損を防ぎます。
フェンシングの設定については、『Cluster Server 設定/アップグレードガイド』を参照して
ください。
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ライブ移行のサポート
ゲスト内部 VCS のクラスタ化は、仮想化技術によって開始されるライブ移行のシナリオ
により、仮想マシンのアプリケーションの高可用性を常に提供します。
次の条件で RHEV 環境でライブ移行のサポートをテストしました。
■

仮想マシンのイメージが NFS、iSCSI、または FC ストレージドメインにある

RHEV 環境での VCS のストレージ設定
アプリケーションが 1 つの仮想マシンから他の仮想マシンにフェールオーバーするように
するには、アプリケーションデータを 2 つの仮想マシン間で共有されるストレージに保存
する必要があります。RHEV 環境で次に存在するアプリケーションデータのアプリケーショ
ンフェールオーバーをテストしました。
■

仮想マシンのノードとしての DMP （Dynamic Multipathing）

■

仮想マシンのデバイスとしての CVM （Cluster Volume Manager）

■

仮想マシンのデバイスとしての CFS （Cluster File System）

■

仮想マシンに直接接続されている iSCSI LUN

■

NFS によってエクスポートされ、仮想マシン内にマウントされたディレクトリ

■

ファイバーチャネルベースの LUN

メモ: Veritas は iSCSI ストレージ専用の仮想ネットワークを使うことを推奨します。
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Microsoft Hyper-V 環境で
の仮想から仮想へのクラス
タ化
この章では以下の項目について説明しています。
■

Cluster Server with Microsoft Hyper-V 仮想から仮想のクラスタ化による Symantec
Cluster Server のインストールと設定

Cluster Server with Microsoft Hyper-V 仮想から仮
想のクラスタ化による Symantec Cluster Server のイ
ンストールと設定
Microsoft Hyper-V の役割は、x86_64 アーキテクチャのためのハイパーバイザベース
のサーバー仮想化技術です。仮想化されたサーバーコンピュータ環境の作成および管
理に使用できるソフトウェアインフラストラクチャと管理ツールを提供します。
ゲスト仮想マシンに VCS をインストールする前に、内部ゲストのクラスタ化の VCS サポー
トを有効にするには、ゲスト仮想マシン間でプライベートネットワークを設定する必要があ
ります。これには次の手順が含まれます。
■

プライベート通信用の仮想マシンに 2 つの NIC を追加します
メモ: Veritas はパブリック通信用に仮想マシンにさらに 1 つの interface/NIC を追加
することを推奨します。また、ネットワークが設定された仮想マシンが個別の物理ホス
トで実行されている場合は、物理ホスト間で LLT 通信チャネルを設定してください。

■

追加された 2 つの NIC それぞれにスイッチを接続します
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物理ホストで仮想ネットワークを作成するには

1

Hyper-V マネージャから、プライベート LLT ハートビート通信用に 2 つの仮想ネッ
トワークを作成します。

2

新しく作成された仮想ネットワークに適切な物理インターフェースを割り当てます。

仮想マシンのネットワークを設定するには

1

「Legacy Network Adaptor」タイプの 2 つのネットワークインターフェースを作成し、
新しく作成された仮想ネットワークと関連付けます。

2

VCS がアプリケーションの可用性を監視する各仮想マシンに対し、手順 1 を繰り返
します。

VCS（Cluster Server）を使って仮想（ゲスト）マシンのクラスタを設定するには、次の手順
を実行します。
■

次のマニュアルで必要条件を参照します。
Veritas InfoScale リリースノート

■

ゲスト仮想マシンに VCS をインストールします。
Veritas InfoScale インストールガイド

■

ゲスト仮想マシンの VCS を設定します。
Cluster Server 設定/アップグレードガイド

メモ: 仮想マシン内での VCS のインストールと設定は物理システムの場合と同様です。
仮想マシン内で機能させるために VCS を追加に設定する必要はありません。
詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

ゲスト内部 VCS クラスタのフェンシングサポート
VCS は、仮想マシンの非 SCSI3、CP サーバーベースのフェンシングをサポートし、デー
タディスクの破損を防ぎます。SCSI3 フェンシングはサポートされません。
フェンシングの設定について詳しくは、『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照し
てください。

ライブ移行のサポート
ゲスト内部 VCS のクラスタ化は、仮想化技術によって開始されるライブ移行のシナリオ
により、仮想マシンのアプリケーションの高可用性を常に提供します。
次の条件で Hyper-V 環境でライブ移行のサポートをテストしました。
■

Microsoft Failover Clustering が有効

■

仮想マシンのイメージが Microsoft Clustered Shared Volumes にある
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OVM（Oracle Virtual
Machine）環境での仮想か
ら仮想へのクラスタ化
この章では以下の項目について説明しています。
■

OVM（Oracle Virtual Machine）の仮想から仮想へのクラスタ化に向けた Cluster
Server のインストールと設定

■

OVM（Oracle Virtual Machine）での VCS サポートのストレージ設定

OVM（Oracle Virtual Machine）の仮想から仮想への
クラスタ化に向けた Cluster Server のインストールと設
定
Oracle VM は、Linux を含む各種オペレーティングシステムをサポートするゲスト（仮想
マシン）をサポートする、企業規模のサーバー仮想化ソリューションです。OVM はまた、
Xen ハイパーバイザ技術に基づき、統合型の Web ベースの管理コンソールを提供しま
す。
ゲスト仮想マシンで VCS をインストールする前に、仮想マシン間でプライベートネットワー
クを設定する必要があります。これには次の手順が含まれます。
仮想から仮想へのクラスタ化の VCS のサポートを有効にするには
◆

ゲスト仮想マシン間にプライベートネットワークを設定します。
■

各物理ホストのパブリック NIC 以外に、追加の NIC を 2 つ作成します。
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メモ: Veritas はパブリック通信用に仮想マシンにさらに 1 つの interface/NIC
を追加することを推奨します。また、ネットワークが設定された仮想マシンが個別
の物理ホストで実行されている場合は、物理ホスト間で LLT 通信チャネルを設
定してください。
ネットワークが設定された仮想マシンが個別の物理ホストで実行されている場合
は、物理ホスト間に LLT 通信チャネルを作成してください。
■

追加された 2 つの NIC それぞれにスイッチを接続します

物理ホストでプライベートネットワークを作成するには

1

Oracle VM Manager から、プライベート LLT ハートビート通信用に 2 つの仮想ネッ
トワークを作成します。

2

新しく作成された仮想ネットワークに適切な物理インターフェースを割り当てます。

仮想マシンのネットワークを設定するには

1

2 つのインターフェースを（オプション［結合/ポートおよび VLANS でハイブリッドネッ
トワークを作成（Create a hybrid network with bonds/ports and VLANS）］で作成
されたネットワークで）作成し、新しく作成された仮想ネットワークとインターフェース
を関連付けます。

2

VCS が可用性を監視する各仮想マシンに対し、手順 1 を繰り返します。

VCS（Cluster Server）を使って仮想（ゲスト）マシンのクラスタを設定するには、次の手順
を実行します。
■

次のマニュアルで必要条件を参照します。
Veritas InfoScale リリースノート

■

ゲスト仮想マシンに InfoScale Availability 製品をインストールします。
Veritas InfoScale インストールガイド

■

ゲスト仮想マシンの VCS を設定します。
Cluster Server 設定/アップグレードガイド

メモ: 仮想マシン内での VCS のインストールと設定は物理システムの場合と同様です。
仮想マシン内で機能させるために VCS を追加に設定する必要はありません。
詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

ライブ移行のサポート
Veritas は次の条件下で OVM 環境のライブ移行をサポートしています。
■

仮想マシンのイメージが NFS データドメインにある
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ゲスト内部 VCS クラスタのフェンシングサポート
VCS は、仮想マシンの非 SCSI3、CP サーバーベースのフェンシングをサポートし、デー
タディスクの破損を防ぎます。
フェンシングの設定については、『Cluster Server 設定/アップグレードガイド』を参照して
ください。

OVM（Oracle Virtual Machine）での VCS サポートの
ストレージ設定
アプリケーションが 1 つの仮想マシンから他の仮想マシンにフェールオーバーするように
するには、アプリケーションデータを 2 つの仮想マシン間で共有されるストレージに保存
する必要があります。OVM 環境で、次に存在するアプリケーションデータのアプリケー
ションフェールオーバーをテストしました。
■

ローカルディスク

■

ストレージ（NFS）に接続された共有ネットワーク

■

共有 iSCSI SAN: 既存のネットワークインフラストラクチャでアクセス可能な、抽出さ
れた LUN または raw ディスク

■

1 つ以上のホストバスアダプタ（HBA）に接続された Fibre Channel SAN

メモ: 詳しくは、Oracle のマニュアルを参照してください。
ゲスト内部 VCS のクラスタ化は、仮想化技術によって開始されるライブ移行のシナリオ
により、仮想マシンのアプリケーションの高可用性を常に提供します。
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Red Hat Enterprise 仮想化
環境での仮想化マシンに対
するディザスタリカバリ
この章では以下の項目について説明しています。
■

Red Hat Enterprise Virtualization 仮想マシンに対するディザスタリカバリについて

■

RHEV 環境での DR の要件

■

Volume Replicator（VVR）と Veritas File Replicator（VFR）を使用するボリュームと
ファイルシステムの障害回復

■

Storage Foundation コンポーネントをバックエンドストレージとして設定する

■

DR サイト間のレプリケーションのために VCS GCO オプションで VVR および VFR
を設定します

■

Cluster Server（VCS）を使った RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）仮想マ
シンでのディザスタリカバリの設定

Red Hat Enterprise Virtualization 仮想マシンに対す
るディザスタリカバリについて
RHEV （Red Hat Enterprise Virtualization）仮想マシンは、VVR （Veritas Volume
Replicator）、VFR （Veritas File Replicator）、Hitachi TrueCopy、EMC SRDF などの
レプリケーション方法を使ってブートディスクをレプリケートすることにより、ディザスタリカ
バリ（DR）の設定が可能です。 プライマリサイトとセカンダリサイトが別々の IP サブネット
に存在する場合、プライマリサイトでの仮想マシンのネットワーク設定は、セカンダリサイト

第 17 章 Red Hat Enterprise 仮想化環境での仮想化マシンに対するディザスタリカバリ
Red Hat Enterprise Virtualization 仮想マシンに対するディザスタリカバリについて

で有効にならないことがあります。そのため、仮想マシンを管理している KVMGuest リ
ソースにいくつか追加の設定変更を行う必要があります。
仮想マシンをレプリケートするためのサポート対象の技術は、次のとおりです。
■

Volume Replicator（VVR）

■

VFR（File Replicator）

■

EMC SRDF

■

Hitachi TrueCopy

メモ: レプリケート済みサイトにわたる仮想マシンのライブ移行はサポートされていません。
RHEV DR 設定の概念図

図 17-1

RHEV-M

VM
RHEL-H 1

RHEL-H 2

VCS

VCS

レプリケーション

実働サイト

DR サイト

仮想マシンに対するディザスタリカバリの使用例は、次のように動作します。
■

レプリケーションエージェントはレプリケーションの方向を制御します。プライマリサイト
での災害発生後、VCS ではセカンダリサイトでのレプリケーションサービスグループ
のオンライン化が (ClusterFailoverPolicy に従って) 試行されます。レプリケーション
リソースによって、レプリケーションの方向が逆になります。レプリケーションの方向を
逆にすることにより、古いセカンダリ LUN が新しいプライマリ LUN になり、それらがセ
カンダリサイトの RHEL-H ホストで読み書き有効にもなります。これは、RHEV-M が
セカンダリサイト RHEL-H ホストのファイバーチャネル（FC）ストレージドメインをアク
ティブ化するのに役立ちます。
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■

仮想マシン (VM) サービスグループをオンライン化できるようにするには、データセン
ターの Storage Pool Manager (SPM) がセカンダリサイトにフェールオーバーする
ことが必要になります。これは、VM サービスグループで設定された pre-online トリガ
スクリプトによって実現されます。このトリガスクリプトにより、SPM がプライマリ RHEV
クラスタでアクティブかどうかがチェックされます。有効な場合は、プライマリ RHEV ク
ラスタのすべての RHEL-H ホストが非アクティブ化されます。さらに、プライマリ RHEV
クラスタの SPM ホストが NON_RESPONSIVE の状態である場合、トリガによりホス
トがブロックされ、SPM フェールオーバーが有効化されます。トリガスクリプトは、SPM
がセカンダリ RHEV クラスタにフェールオーバーするのを待ちます。SPM がセカン
ダリ RHEV クラスタに正常にフェールオーバーすると、pre-online トリガスクリプトによ
りプライマリ RHEV クラスタの、前に非アクティブ化されたすべての RHEL-H ホストが
再アクティブ化され、セカンダリサイトの VM サービスグループがオンライン化されま
す。

図 17-2

VCS リソースの依存関係の図

仮想マシンサービス
グループ
KVMGuest リソース

Online Global Firm
レプリケーション
リソース
インフラ
サービスグループ
グローバル

RHEV 環境での DR の要件
■

VVR エージェントを実行するための高可用性とディザスタリカバリのライセンスがある
こと。
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■

プライマリおよび DR サイトが VCS グローバルクラスタオプションを使用して設定され
ていること。

■

VVR および VFR がプライマリおよび DR サイト間で設定されていること。

■

プライマリと DR サイトの両方に VCS がインストールされていること。

Volume Replicator（VVR）と Veritas File Replicator
（VFR）を使用するボリュームとファイルシステムの障害
回復
障害回復シナリオでは、VVR と VFR をそれぞれ設定することによりボリュームとファイル
レベルのレプリケーションを実現できます。 ホストに設定された SF（Storage Foundation）
は、ゲスト仮想マシンにストレージを提供します。
VVR と VFR のレプリケーション技術は、アプリケーションがアクティブ状態の DR サイト
上でボリュームブロックデバイスとファイルシステムをそれぞれレプリケートします。プライ
マリサイトがダウン状態になるかネットワークの中断が発生すると、プライマリおよび DR
サイトのために設定された VCS グローバルクラスタオプション（GCO）は、アプリケーショ
ンに対する調整されたフェールオーバーを提供します。DR サイトは VVR および VFR
のプライマリの役割を引き継ぎます。
VVR 複製のために元のプライマリに戻るには、役割の転送を実行します。VCS GCO
は、アプリケーションをアクティブな状態にしたまま、ネットワーク分割の後でプライマリ
VVR サイトを選択するオプションを提供します。
VVR と VFR の設定の詳細については、『 Veritas InfoScale™ Solutions レプリケーショ
ン管理者ガイド』を参照してください。

アレイベースのレプリケーションソリューションよりも VVR を選択する理
由
アレイベースのレプリケーションソリューションと比較した場合の VVR の利点:
■

VVR と VFR のレプリケーション技術は、市場における他のより高価なアレイレプリ
ケーション技術に対し、より多くの価値とコスト効率の良いソリューションを提供します。

■

VVR は、一次サイトと二次サイト上のさまざまなディスクベンダーソリューション上で使
うことができます。たとえば、VVR は一次サイトの EMC ディスク、および二次サイトの
Hitachi ディスクに対応します。VVR では、基本となるディスク設定が同じである必要
はありません。ディスク容量が同じであることだけが要求されます。

■

VVR の下位の層である VxVM は、スナップショット機能およびホストとの統合機能を
提供します。スナップショットおよびホスト統合機能はベンダーのアレイベースのレプ
リケーション製品では利用できません。
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■

ベンダーのアレイベースのレプリケーションソリューションと比較すると、VVR は、コス
ト、管理の複雑さおよび高可用性の面で高いポイントを挙げています。同期レプリケー
ションの場合、ネットワークコストおよび複雑さを評価する必要があります。

地理的に離れたデータセンターの仮想マシンに対する障害回復の使用事例を考えてく
ださい。FSS によって既存のネットワーク上で市販のハードウェアを使うことができるよう
になり、ストレージに対する投資は大幅に削減されます。仮想マシンは Storage
Foundation をバックエンドストレージとして使い、VVR はボリュームに書き込まれたデー
タを DR サイトにレプリケートし、VFR はファイルシステムデータを DR サイトにレプリケー
トします。その結果、信頼性の高いストレージ管理とレプリケーションソリューションを、市
販の低価格ハードウェア上で実現できます。

Storage Foundation コンポーネントをバックエンドスト
レージとして設定する
SF （Storage Foundation）コンポーネントを汎用 SCSI-3 ディスクとしてホストからゲスト
仮想マシンに拡張できるようにサポートします。この SF コンポーネントは仮想マシンの
バッキングストレージになります。 SFCFSHA クラスタをインストールした後、VRTSrhevm
CLI パッケージによって有効化された RHEV-M を介して個々の仮想マシン上の SF コ
ンポーネントを設定することができます。 ゲスト仮想マシンはエクスポートされた SCSI-3
ディスクをバックエンドストレージとして使います。これらはクラスタ全体で表示可能である
必要があります。

DR サイト間のレプリケーションのために VCS GCO オ
プションで VVR および VFR を設定します
Veritas Volume Replicator（VVR）は、共有ボリュームに書き込まれたデータを一次サイ
トから障害回復サイトにレプリケートします。同様に、Veritas File Replicator（VFR）は共
有ファイルシステムをレプリケートします。VCS グローバルクラスタオプション（GCO）を設
定して、一次サイトから障害回復（DR）サイトへのフェールオーバーを有効にします。一
次サイトがダウン状態になるかネットワークリンクの障害が発生すると、VCS グローバルク
ラスタオプション（GCO）は障害回復サイトへのアプリケーションのフェールオーバーを調
整します。
VVR エージェントは、ボリュームのブロックデバイスに書き込むアプリケーションを自動的
にフェールオーバーします。ただし、ファイルシステムの場合は、ファイルシステムに書き
込むアプリケーションを手動で DR サイトにフェールオーバーする必要があります。
VVR、VFR、および VCS GCO の設定の詳細については、『 Veritas InfoScale™
Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
p.158 の 「 Volume Replicator（VVR）と Veritas File Replicator（VFR）を使用するボ
リュームとファイルシステムの障害回復」 を参照してください。
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Cluster Server（VCS）を使った RHEV（Red Hat
Enterprise Virtualization）仮想マシンでのディザスタ
リカバリの設定
新しいまたは既存の RHEV ベースの仮想マシンにディザスタリカバリ（DR）を設定するに
は、DR を実行できるようにこれらの仮想マシンをセットアップし、VCS を構成します。
DR を実行できるように RHEV ベースの仮想マシンを設定するには

1

GCO オプションを適用して RHEL-H ホストの 2 つのサイトで VCS を設定します。
グローバルクラスタの設定について詳しくは、『Veritas InfoScale ™ Solutions ディ
ザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。

2

VVR、VFR、Hitachi TrueCopy、EMC SRDF などのレプリケーション技術を使って
レプリケーションを設定します。

3

プライマリサイトでプライマリ LUN をすべての RHEL-H ホストにマップします。

4

OS の SCSI 再スキャンコマンドを実行し、LUN が multipath -l コマンドの出力
に表示されることを確認します。

5

セカンダリ LUN をセカンダリサイトのすべての RHEL ホストにマップし、セカンダリ
サイトのすべてのホストで multipath -l コマンドの出力に表示されることを確認し
ます。

6

RHEV-M コンソールに RHEL-H ホストを追加します。
■

2 つのサイトを表す 2 つの RHEV クラスタを同一データセンターに作成します。

■

プライマリサイトのすべての RHEL-H ホストをどちらかの RHEV クラスタに追加
します。

■

同様に、セカンダリサイトのすべての RHEL-H ホストをセカンダリ RHEV クラス
タに追加します。

7

RHEV-M コンソールにログインし、プライマリ LUN を使っていずれかのプライマリサ
イトホストにファイバーチャネルタイプのストレージを作成します。

8

RHEV-M コンソールで仮想マシンを作成し、7 で作成したファイバーチャネルスト
レージドメイン外にカービングした仮想ディスクを割り当てます。
■

仮想マシンの NIC や仮想ディスクなどの追加パラメータを設定します。

■

仮想マシンが正しくオンになることを確認します。

■

ゲストの内部に適切な RHEL オペレーティングシステムをインストールします。

■

IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイなどの適切なパラメータでネットワークイン
ターフェースを設定します。
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9

■

NIC がネットワーク管理者の制御下にないことを確認します。仮想マシンの内部
にある /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ファイルを編集し、
NM_CONTROLLED を「no」に設定すると、この設定を無効にできます。

■

仮想マシンに CD-ROM が接続されていないことを確認します。VCS は CD-ROM
形式で仮想マシンに DR ペイロードを送信するのでこの確認が必要です。

VCS インストールメディアからゲストにパッケージ VRTSvcsnr をコピーしてインス
トールします。このパッケージは、ゲストをブートするときに開始する軽量版サービス
をインストールします。このサービスは、KVMGuest リソースで指定したとおりにゲス
トの IP アドレスとゲートウェイを再設定します。

DR を実行できるように RHEV ベースの仮想マシンを管理する VCS を設定するには

1

プライマリサイトとセカンダリサイトの両方の RHEL-H ホストに VCS をインストールし
ます。
■

単一プライマリ VCS クラスタのプライマリサイトにあるすべての VCS ノードを設
定します。

■

同じセカンダリ VCS クラスタのセカンダリサイトにあるすべての VCS ノードを設
定します。

■

各サイトの RHEV クラスタがそのサイトの VCS クラスタに対応することを確認し
ます。

p.157 の 図 17-2 を参照してください。

2

プライマリ VCS クラスタでサービスグループを作成し、仮想マシンを管理する
KVMGuest リソースを追加します。セカンダリ VCS クラスタでこの手順を繰り返しま
す。

3

各 VCS クラスタで KVMGuest リソースのサイト固有のパラメータを設定します。
■

DROpts 属性には、IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、DNSServers、

DNSSearchPath、デバイスなどの仮想マシンのサイト固有ネットワークパラメー
タを指定できます。デバイスには、eth0 などのゲストで表示される NIC 名を設定
します。
■

DROpts 属性の ConfigureNetwork キーが 1 に設定されていること確認します。

■

DROpts 属性を両方のクラスタの KVMGuest リソースに設定する必要がありま

す。

4

仮想マシンサービスグループに preonline トリガを設定します。preonline トリガスク
リプトは、/opt/VRTSvcs/bin/sample_triggers/VRTSvcs/preonline_rhev に
あります。
■

トリガスクリプトをホストする各 RHEL-H ホストの /opt/VRTSvcs ディレクトリにフォ
ルダを作成します。このフォルダに「preonline」という名前を付けて、トリガスクリ
プトをコピーします。仮想マシンサービスグループで preonline 属性を有効にす
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るには、PreOnline サービスグループ属性を設定します。TriggerPath 属性に
パス（/opt/VRTSvcs 関連）を指定します。
次に例を示します。
group RHEV_VM_SG1 (
SystemList = { vcslx317 = 0, vcslx373 = 1 }
ClusterList = { test_rhevdr_pri = 0, test_rhevdr_sec = 1 }
AutoStartList = { vcslx317 }
TriggerPath = "bin/triggers/RHEVDR"
PreOnline = 1
)

トリガ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。

5

6

レプリケーションの方向を管理する別のサービスグループを作成します。このタスク
は各クラスタで実行する必要があります。
■

適切なレプリケーションリソースを追加します（Hitachi TrueCopy や EMC SRDF
など）。適切なレプリケーションエージェントについて詳しくは、そのエージェント
のレプリケーションエージェントのインストール/設定ガイドを参照してください。

■

VM （仮想マシン）サービスグループの Online Global Firm 依存関係をレプリ
ケーションサービスグループに追加します。

■

レプリケーションサービスグループをグローバルに設定します。

レプリケーションサービスグループで postonline トリガを設定します。postonline ト
リガスクリプトは
/opt/VRTSvcs/bin/sample_triggers/VRTSvcs/postonline_rhev にありま
す。
■

「postonline」という名前を付けて、preonline トリガスクリプトと同じ場所に
postonline トリガをコピーします。TriggersEnabled 属性に POSTONLINE キー
を追加して、レプリケーションサービスグループの postonline トリガを有効にしま
す。TriggerPath 属性にパス（/opt/VRTSvcs 関連）を指定します。
次に例を示します。
group SRDF_SG1 (
SystemList = { vcslx317 = 0, vcslx373 = 1 }
ClusterList = { test_rhevdr_pri = 0, test_rhevdr_sec = 1
}
AutoStartList = { vcslx317 }
TriggerPath = "bin/triggers/RHEVDR"
TriggersEnabled = { POSTONLINE }
)
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トリガ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。
ストレージドメインを複数回レプリケートする場合は、データセンターのドメインすべてのレ
プリケーション方向が同じである必要があります。
データセンターで複数回レプリケートするストレージドメインのレプリケーションを調整す
るには

1

同じレプリケーションサービスグループのすべてのレプリケーションリソースを追加し
ます。

2

異なるストレージドメインを同時に異なる方向にレプリケートする必要がある場合は、
個別のデータセンターで設定します。
これは、SPM（Storage Pool Manager）ホストがデータセンターのすべてのストレー
ジドメインに読み書きアクセスする必要があるためです。

前の手順をすべて完了すると、サイトの仮想マシンサービスグループを別のサイトに簡単
に切り替えることができます。サイトのレプリケーションサービスグループがオンラインの場
合は、レプリケーションリソースのレプリケーションの方向は必ずそのサイトからリモートサ
イトに向かいます。これにより、現在のサイトですべてのレプリケート済みデバイスの読み
書きが有効になります。
p.155 の 「Red Hat Enterprise Virtualization 仮想マシンに対するディザスタリカバリにつ
いて」 を参照してください。
ディザスタリカバリのワークフロー

1

サイトのレプリケーションサービスグループをオンラインにしてから仮想マシンサービ
スグループをオンラインにします。

2

RHEV-M コンソールにログインしてフェールオーバーを確認します。適切なデータ
センターの［ホスト（Hosts）］タブを選択して、レプリケーションサービスグループがオ
ンラインであるサイトのいずれかのホストで SPM がマーク付けされていることを確認
します。

3

レプリケーションサービスグループをオンラインにすると、postonline トリガは親サー
ビスグループの KVMGuest リソースを精査します。仮想マシンサービスグループを
オンラインにできることを確認します。

4

仮想マシンサービスグループをオンラインにすると、preonline トリガは次のタスクを
実行します。
■

このトリガは SPM がローカルクラスタにあるかどうかを調べます。SPM がローカ
ルクラスタにある場合は、トリガは SPM ホストが起動しているかどうかを調べま
す。SPM ホストが NON_RESPONSIVE 状態の場合は、トリガはホストのフェン
スを解除します。RHEV-M で現在のクラスタにある他のホストを選択できるように
なります。
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■

SPM がリモートクラスタにある場合は、トリガはリモートクラスタにあるすべてのホ
ストを非アクティブ化します。さらに、リモート SPM ホストが NON_RESPONSIVE
状態の場合はトリガスクリプトはホストのフェンスを解除します。RHEV-M で現在
のクラスタにある他のホストを選択できるようになります。

■

SPM のトリガスクリプトは 10 分間待機してからローカルクラスタにフェールオー
バーします。

■

SPM がローカルクラスタに正常にフェールオーバーすると、スクリプトは以前に
非アクティブにしたすべてのリモートホストを再アクティブ化します。

■

次に、トリガスクリプトは仮想マシンサービスグループをオンラインにします。

5

KVMGuest リソースがオンラインになると、KVMGuest エージェントは開始する前に
仮想マシンの仮想マシンペイロードを設定します。このペイロードにはそのリソース
の DROpts 属性に設定したサイト固有のネットワークパラメータが含まれます。

6

仮想マシンを起動すると、vcs-net-reconfig サービスをロードして CD-ROM か
ら DR パラメータを読み込み、ゲストに適用します。このように、仮想マシンがサイト
の境界を越えて配備されている場合は仮想マシンのネットワーク設定を修正します。

ディザスタリカバリ設定のトラブルシューティング
◆

次のシナリオのディザスタリカバリをトラブルシューティングできます。
■

サービスグループをセカンダリサイトに切り替えると、プライマリサイトのホストが
NON_OPERATIONAL 状態になる場合があります。この問題を解決するには、
ホストを保守モードにして非アクティブ化し、再びアクティブ化します。問題が解
決しない場合は、RHEL-H ホストにログオンし、service vdsmd restart コマ
ンドを使って vdsmd サービスを再起動します。それでも問題が解決しない場合
は、Red Hat のテクニカルサポートに問い合わせてください。

■

DR のフェールオーバー後に、仮想マシンの DNS 設定を変更できません。この
問題を解決するには、仮想マシン内のネットワークアダプタがネットワーク管理者
の制御下にあるかどうかを確認します。制御下にある場合は、仮想マシンの内部
にある /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ファイルを編集し、
NM_CONTROLLED を「no」に設定してネットワークアダプタを設定解除します。

■

セカンダリサイトにフェールオーバーした後に、仮想マシンサービスグループが
オンラインになりません。この問題を解決するには、データセンターで SPM の
状態を調べます。セカンダリ RHEV クラスタの一部のホストで SPM がアクティブ
であることを確認します。詳しくは、VCS エンジンのログを確認してください。
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多層型ビジネスサービスの
サポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

での Virtual Business Service について

■

Virtual Business Service の設定例

■

Veritas Operations Manager の Virtual Business Services を使って管理される多
層型アプリケーションのリカバリ

での Virtual Business Service について
Virtual Business Service 機能は視覚化やオーケストレーションを提供し、異機種混在
オペレーティングシステムおよび仮想化技術に基づいて動作するマルチティアビジネス
アプリケーションに対してサービス中断の頻度および期間を縮小します。Virtual Business
Service では、業務サービスの運用管理を助ける統合エンティティとしてマルチティアア
プリケーションを利用します。Cluster Server などの Veritas InfoScale 製品によって個々
のティアに提供される高可用性とディザスタリカバリに基づいて構築されます。
Cluster Server または Microsoft Failover Clustering が管理するアプリケーションコン
ポーネントは、Virtual Business Service でアクティブに管理できます。
Veritas InfoScale Operations Manager Management Server コンソールを使って
Virtual Business Service を作成、設定、管理できます。

Virtual Business Service の設定例
このセクションでは、マルチティアアプリケーションから構成される Virtual Business Service
の設定例を示します。図 18-1 は、3 種類のオペレーティングシステムと 3 種類のクラス
タで動作するコンポーネントに依存している財務アプリケーションを示しています。
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■

Solaris オペレーティングシステムで実行される Oracle などのデータベースは、デー
タベース階層を形成します。

■

AIX オペレーティングシステムで実行される WebSphere などのミドルウェアアプリ
ケーションは、中間階層を形成します。

■

Windows や Linux の仮想マシンで実行される Apache や IIS などの Web アプリ
ケーションは Web 階層を形成します。
各階層には、独自の高可用性機構があります。たとえば、データベースには Cluster
Server、Web サーバーにはミドルウェアアプリケーションを使うことができます。

図 18-1

Virtual Business Service の設定例

財務ビジネスアプリケーションを起動するたびに、通常は、Oracle データベース、
WebSphere、Apache と IIS の順序でコンポーネントをオンラインにする必要があります。
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さらに、Web 階層を起動する前に、仮想マシンをオンラインにする必要があります。財務
アプリケーションを停止するには、逆の順序でコンポーネントをオフラインにする必要があ
ります。ビジネスの観点から、いずれかの階層が利用できなくなると、財務サービスは利
用できなくなります。
ただし、財務アプリケーションを Virtual Business Service として設定すると、データベー
スを最初に起動してその後に WebSphere と Web サーバーを起動するように指定でき
ます。Virtual Business Service を停止すると、その逆の順序が自動的に適用されます。
Virtual Business Service を開始または停止すると、そのサービスのコンポーネントは定
義された順序で開始または停止します。
Virtual Business Service について詳しくは、『Virtual Business ServiceAvailability
ユーザーズガイド』を参照してください。

Veritas Operations Manager の Virtual Business
Services を使って管理される多層型アプリケーションの
リカバリ
多層型ビジネスサービスでは、通常は、異なる層には異なる必要条件があります。ある層
では瞬時のエラー検出と高速のフェールオーバーを備えた本格的な高可用性が必要で
も、他の層では基本的な起動機能と停止機能のみで十分なことがあります。正常なリカバ
リには、すべてのサービスの起動と停止の管理が重要です。ビジネスサービスには、次の
サービスに進む前に検証する必要がある厳密な起動要件と終了要件があります。多くの
場合、これらのサービスは異なる IT チームによって管理されます。各層の実際の起動コ
マンドと停止コマンドは単純でも、異なるチーム間の調整、コミュニケーション、検証、引
渡しがまとまって指定されると、処理に時間がかかることがあります。
Cluster Server を備えた Red Hat Enterprise Virtualization 環境は、VOM（Veritas
Operations Manager）を使って管理できます。VOM はすべてのリソースを監視、視覚
化、設定するための集中型コンソールを提供します。VOM はアプリケーションからディス
クドライブにいたるあらゆるレベルの IT インフラも視覚化します。すべてのプラットフォー
ム（Red Hat Enterprise Virtualization、Red Hat Enterprise Linux、VMware、UNIX、
Windows）に一貫した GUI（Graphical User Interface）と CLI（Command Line Interface）
駆動型の管理を提供します。VOM は、仮想マシン、物理サーバー、クラスタとアプリケー
ションの関係をレポートします。多くの組織で、サーバー、SAN とストレージの接続性、ス
トレージ、アプリケーションは異なる担当者が管理します。このような組織は、単一のコン
ソール表示からサーバークラスタと HA/DR 設定を管理できるこの統合表示のメリットを活
用できます。

Virtual Business Services のサービスグループ管理
サービスグループ管理では、依存関係を使ってハードウェア、ソフトウェア、アプリケーショ
ン、データベース、ネットワークを 1 つのエンティティにバンドルする手段を提供すること
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でビジネス耐性を改善します。これらのサービスグループの健全性とパフォーマンスを監
視することで、プロアクティブ通知を介して、保留中の問題にすばやく対応できます。VOM
は、仮想マシン、物理サーバー、クラスタとアプリケーションの関係をレポートし、多層型
アプリケーションのために仮想マシンと物理マシンに分散するサービスのフェールオー
バーを調整します。以前は、この機能が必要なお客様はこれらの手順を自動化するスク
リプトを作成する必要がありましたが、この方法は管理とテストが複雑でした。
これらの問題を扱うお客様を支援するために、Veritasは VBS（Virtual Business Services）
を導入しました。 Virtual Business Services は、VCS、AppHA、VOM のパワーを組み
合わせ、完全な多層型ビジネスサービス管理と高可用性を提供します。VBS では、VOM
と VCS 上ですぐに多層型ビジネスサービスを管理でき、これにより VOM を可用性管理
のための単一のツールとして使うことができます。
Virtual Business Services は次のことを実現します。
■

さまざまなオペレーティングシステムやプラットフォームで起動と停止を調整する

■

層間の障害管理と伝播を提供する

■

多層型ディザスタリカバリサポートを管理する

■

完全な VBS と仮想マシン管理サポートの自動ディザスタリカバリを可能にする（開始
および停止）

高可用性は、本質的に各層内で管理されます。クラスタはクラスタ内でサービスの高可用
性を保ちます。アプリケーションの境界は、クラスタインスタンスです。論理的に VBS は、
複数のサービスグループを単一のオブジェクトに組み込むことができるコンテナと考える
ことができます。VBS を有効にするには、Red Hat Enterprise Virtualization Environment
の物理サーバーに VCS をインストールする必要があります。VBS 内の他の動作環境で
は、各層に VCS、Microsoft Cluster Server をインストールする必要があります。
VBS を配備するには、データセンターに少なくとも 1 つの VOM 中央サーバーをインス
トールする必要があります。VOM 中央サーバーは VBS の設定、視覚化、管理に使いま
す。ただし、VBS の初期設定後は、CLI を使っても管理することができます。VBS の機
能は VOM 中央サーバーの影響を受けません。CLI 操作は VOM 中央サーバーが利用
可能であるかどうかに関わらず機能し、VBS 配備後、VBS のメンバーノードは VOM 中
央サーバーを自律的に操作します。
アプリケーション DR は、VM 間または仮想 DR から物理 DR（またその逆）に配置できま
す。仮想マシンのフェールオーバーの間に、VM（IP、DNS、ネットマスク）が自動更新さ
れ、新しいインスタンスに対するユーザーアクセスが確認されます。
多層型環境における DR の動作例
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図 18-2

多層型環境の DR

Veritas Operations Manager には、ディザスタリカバリ計画にさまざまな Virtual Business
Services を関連付ける機能も含まれています。この機能では、お客様がサービスグルー
プ、仮想ビジネスグループ、手動スクリプトを単一の手順に組み込めるため、別のレベル
の自動化が可能になります。災害発生時に DR サイトで実行される操作のシーケンスを
提供します。GUI では、計画に含める項目を選択でき、データセンター全体をクリック 1
回でセカンダリサイトにフェールオーバーすることができます。
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InfoScale Enterprise を使
用した Docker コンテナの管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

InfoScale Enterprise 製品による Docker コンテナの管理について

■

Docker、Docker Daemon、および Docker Container 用の Cluster Server エー
ジェントについて

■

Docker コンテナのストレージ容量の管理

■

Docker コンテナのオフライン移行

■

Docker 環境におけるボリュームとファイルシステムのディザスタリカバリ

■

Docker コンテナの管理時の制限事項

InfoScale Enterprise 製品による Docker コンテナの
管理について
InfoScale Enterprise 製品のストレージ管理および高可用性の機能を活用して、アプリ
ケーションをホストする Docker コンテナの配備と管理ができます。InfoScale Enterprise
製品の VxFS (Veritas File System) コンポーネントと VxVM (Veritas Volume Manager)
コンポーネントは、Docker コンテナを管理するためのストレージ管理機能を提供します。
Docker 用の Cluster Server エージェントは、Docker Daemon と Docker Container
に高可用性を提供します。ノードがダウンするか、またはシステムの停止中に、エージェ
ントは Docker Daemon と Docker Container をクラスタ内の別のノードにフェールオー
バーします。
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InfoScale Enterprise 製品は、Docker Container の複製と移行に使うことができます。
この複製機能は、InfoScale Enterprise 製品に含まれる VVR 技術と VFR 技術によっ
て提供されます。Docker コンテナは、VCS のクラスタ配備で GCO (Global Cluster
Option) を設定することによって、地理的に分散されているサイト間でリカバリできます。
Docker 技術は先進コンテナ技術の 1 つとして継続的に発展し、InfoScale Enterprise
製品は Docker 環境におけるいくつかの主要な使用事例を解決します。
InfoScale Enterprise 製品は、次の使用事例に対応します。
■

Docker コンテナのストレージ容量の拡大縮小

■

Docker コンテナのデータの管理

■

Docker コンテナの移行

■

コンテナへの高可用性の提供

■

Docker コンテナへのディザスタリカバリの提供

Docker、Docker Daemon、および Docker Container
用の Cluster Server エージェントについて
Cluster Server (VCS) エージェントは、エンタープライズアプリケーション内の特定のリ
ソースを監視します。エージェントは、外部イベントに応じてリソースの状態を決定、起動、
または停止します。Docker Daemon と Docker Container の Cluster Server エージェ
ントは、クラスタ内の Docker デーモンと Docker コンテナに高可用性を提供します。
Docker デーモンは Docker コンテナを作成してホストするための基本インフラストラクチャ
を提供します。Docker Daemon は、ボリュームの作成、ファイルシステムのマウントまた
はマウント解除、ボリュームの削除、その他のストレージ関連アクティビティなどのストレー
ジに関連する操作も実行できます。Docker Daemon によって Docker Container の配
備が容易になり、コンテナにストレージを手動でプロビジョニングする必要がなくなります。
ただし、Docker Container にストレージを手動でプロビジョニングすることもできます。
Docker Container エージェントは、オンラインおよびオフラインの Docker Container の
インスタンスを監視します。システムに障害が発生すると、エージェントは障害を検出し
て、コンテナのインスタンスをオフラインにします。Cluster Server は、クラスタ内の別のシ
ステムへのフェールオーバーを開始し、エージェントはコンテナのインスタンスをオンライ
ンにします。

サポート対象ソフトウェア
の Cluster Server エージェントがサポートするソフトウェアのバージョンについては、SORT
(Veritas Services and Operations Readiness Tools) のサイト
http://sort.veritas.com/agents を参照してください。
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エージェントが高可用性を実現するしくみ
Docker Daemon の Cluster Server エージェントは、Docker Daemon プロセスを絶え
ず監視して Docker Service のステータスを確認します。Docker Daemon のエージェン
トは IMF (Intelligent Monitoring Framework) 対応で、IMF 通知に AMF (Asynchronous
Monitoring Framework) カーネルドライバを使います。
Docker Container の Cluster Server エージェントは、docker inspect コマンドを使っ
て設定されているコンテナを監視します。Docker Container のエージェントは IMF 対応
で、IMF 通知に AMFカーネルドライバを使います。

マニュアル参照
https://sort.veritas.com/agents/detail/2634 で、『Cluster Server Agent for Docker イ
ンストールおよび設定ガイド』にアクセスできます。

Docker コンテナのストレージ容量の管理
アプリケーションをホストする Docker コンテナは、コンテナに関連するアプリケーション
データとメタデータを格納、管理するための下位ストレージが必要です。ストレージは、
ディスクアレイまたは DAS（Direct Attached Storage）デバイスで構成できます。Docker
コンテナのストレージをプロビジョニングするには、次の 3 つの方法があります。
■

手動でストレージを Docker Daemon にプロビジョニングします。Docker Daemon
がその後 Docker コンテナにストレージを割り当てます。
p.173 の 「VxFS (Veritas File System) から Docker インフラストラクチャへのストレー
ジのプロビジョニング」 を参照してください。

■

Docker ボリュームを Docker コンテナに直接プロビジョニングします。Docker Daemon
からストレージをプロビジョニングする必要がありません。
p.174 の 「Docker コンテナのデータボリュームのプロビジョニング」 を参照してくださ
い。

■

Vertias Volume ドライバを使って Docker Container にストレージを自動的にプロビ
ジョニングします。
p.176 の 「Docker Container のストレージの自動プロビジョニング」 を参照してくださ
い。
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図 19-1

スタンドアロンホストにおける Docker コンテナの拡張

Docker デーモン コンテナ 1

/var/lib/docker

コンテナ n

データボリューム

VxFS
VxVM

VxFS (Veritas File System) から Docker インフラストラクチャへのスト
レージのプロビジョニング
VxFS では Docker インフラストラクチャのストレージをプロビジョニングできます。Docker
インフラストラクチャは Docker Daemon によって管理されます。Docker コンテナのスト
レージをプロビジョニングする方法の 1 つは、Docker インフラストラクチャから行うことで
す。Dockerインフラストラクチャからストレージをプロビジョニングすると、Docker コンテナ
を作成して実行できます。Docker Daemon は、VxFS ファイルシステムの /var/lib/docker
ディレクトリを使って Dockerインフラストラクチャを作成します。
または、VxFS と VxVM のストレージを Docker コンテナへのデータボリュームとしてプロ
ビジョニングすることもできます。/etc/sysconfig/docker ファイルを編集して Docker
Daemon が使う代替ディレクトリを指定すると、VxFS に /var/lib/docker ディレクトリ
を作成しないこともできます。
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デフォルトの Docker ディレクトリから Docker インフラストラクチャをプロビジョニングす
る方法

1

VxFS 上の Docker インフラストラクチャのディレクトリをマウントします。
# vxdg init dockerdg disk1 disk2
# vxassist -g dockerdg make dockervol 200G
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/dockervol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/dockervol /var/lib/docker/

2

Docker Daemon を起動してコンテナを作成します。ディレクトリのサイズの変化を
記録します。
# systemctl start docker

別のディレクトリから Docker インフラストラクチャをプロビジョニングする方法

1

VxFS ディレクトリを作成します。
# vxdg init dockerdg disk1 disk2
# vxassist -g dockerdg make dockervol 1G
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/dockervol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/dockervol /dockervol

2

/etc/sysconfig/docker ファイルに OPTIONS フィールドを追加して -g dockervol
を指定します。
# grep OPTIONS /etc/sysconfig/docker
メモ: SELinux がすでに無効の場合は、オプション --selinux-disabled を指定
した Docker ファイルを追加しないでください。

3

Docker Daemon を起動してディレクトリのサイズを記録します。
# systemctl start docker

Docker コンテナのデータボリュームのプロビジョニング
前のセクションで説明しましたが、Docker コンテナにストレージをプロビジョニングする 1
つの方法は、ファイルシステムに Docker インフラストラクチャを作成することです。ただ
し、Docker コンテナへのストレージのプロビジョニングは、Docker インフラストラクチャを
使ってプロビジョニングする方法にのみ制限されているわけではありません。VxFS と
VxVM からコンテナへのデータボリュームとしてストレージをプロビジョニングすることもで
きます。
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VxFS からプロビジョニングされたデータボリュームでは、コンテナのデータの永続性が
保証されます。CFS (Cluster File System) により、クラスタ全体のコンテナ間でデータを
共有できます。ボリュームへのデータ更新は、VxFS マウントポイントまたは VxVM ボリュー
ムで直接実行されます。これらのデータボリュームは、VxFS と VxVM のすべての機能を
使って管理できます。

VxFS (Veritas File System) 上のストレージをコンテナのデータ
ボリュームとしてプロビジョニングする
docker run コマンドで -v フラグを使うと、コンテナにデータボリュームをプロビジョニン

グできます。複数のデータボリュームをプロビジョニングするには、docker run コマンド
に -v フラグを複数回渡します。
VxFS からデータボリュームをバックエンドストレージとしてエクスポートする方法

1

ホストノードで VxVM ボリュームを作成して VxFS ファイルシステムとしてマウントし
ます。
# vxassist -g dockerdg make containervolume 1G
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/containervolume
# mkdir /containervolume
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/containervolume
/containervolume

ここで、containervolume は Docker コンテナにプロビジョニングされたストレージで
す。

2

コンテナ内のボリュームをマウントします。
# docker run -it --name vm-container -v /containervolume:/vol
ubuntu /bin/bash

3

Docker コンテナにマウントされるボリュームのデフォルトの権限は読み書きです。た
だし、ボリュームのアクセス権限はコンテナにマウントしている間に変更できます。
# docker run -it --name vm-container -v /containervolume:/vol -v
/containervolume1:/vol1:ro ubuntu /bin/bash

VxVM のボリュームをコンテナのデータボリュームとしてプロビジョ
ニングする
実行しているアプリケーションによっては、VxVM のボリュームをコンテナ内のデータボ
リュームとしてエクスポートすることもできます。
docker run コマンドで -v フラグを使って、VxVM データボリュームをコンテナにエクス

ポートします。docker run コマンドに -v フラグを複数回渡すと、複数のデータボリュー
ムをマウントできます。
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コンテナ内で RAW VxVM ボリュームを使うには、Docker コンテナに権限を割り当てる
か、または RAW ボリュームを docker run コマンドの --device オプションとして渡しま
す。
VxVM データボリュームをエクスポートする方法
◆

ホストシステムでボリュームを作成してマウントします。
# vxassist –g dockerdg make containervolume 1G
# docker run -it -v /dev/vx/dsk/dockerdg/containervolume:/mnt/vol
rhel bash

VxVM ボリュームはコンテナ内の /mnt/vol にマウントされます。

データボリュームコンテナの作成
VxFS マウントポイントまたは VxVM ボリュームからデータボリュームコンテナを作成しま
す。データボリュームコンテナは、ホストノードの VxFS ファイルシステム上のディレクトリ
です。ボリュームは、データボリュームコンテナからノード上の他のコンテナにエクスポー
トできます。
データボリュームコンテナを作成する方法

1

ホストノードに VxFS ディレクトリ /dockervol を作成します。
# vxdg init dockerdg hitachi_vsp0_03f1 hitachi_vsp0_03f2
# vxassist -g dockerdg make dockervol 1G
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/dockervol
# mkdir /dockervol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/dockervol /dockervol

2

データボリュームコンテナを作成します。
# docker run -it -v /dockervol:/dockervol --name
datavolumecontainer rhel7 /bin/true

3

別のデータボリュームコンテナを作成し、最初のデータボリュームコンテナからデー
タボリュームを使います。
# docker run -it --volumes-from datavolumecontainer --name
datavolumecontainer1 rhel7 /bin/bash

Docker Container のストレージの自動プロビジョニング
Docker 用の Veritas InfoScale のボリュームドライバプラグインは、ボリュームまたはファ
イルシステムの作成、ファイルシステムのマウントまたはマウント解除、ボリュームの削除な
どストレージ関連の操作を処理する Docker デーモン機能を拡張します。このプラグイン
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を使用して、Docker Container は自動的に接続されたストレージを用いて開始でき、
Docker Container の配備が容易になります。Veritas ドライバは Docker バージョン1.9
以降をサポートします。また、Docker ボリューム CLI と統合します。コンテナの編成を可
能にする Docker Swarm 技術ともシームレスに動作します。
前提条件は、Veritas Docker プラグイン RPM をインストールして、ボリューム作成前に
ディスクグループを設定することです。

Veritas Docker ボリュームプラグインのインストール
Veritas InfoScale 製品インストールバンドルから利用できる VRTSdocker-plugin rpm
を、Docker ボリュームプラグインをインストールする予定のすべてのノード上にインストー
ルします。このパッケージにより、Docker Container はベリタスが提供する一貫したスト
レージを使用できるようになります。
◆

次のコマンドを実行します。
# rpm -ivh VRTSdocker-plugin-1.x-Linux.x86_64.rpm

ディスクグループの設定
共有ストレージ環境または非共有ストレージ環境に対してディスクグループを作成します。

1

共有ストレージ環境に対して、「dockerdg」という名前の共有ディスクグループを作
成します。
# /usr/sbin/vxdg -s init dockerdg <disk_1> <disk_2> <disk_3>
..<disk_n>

2

非共有ストレージ環境に対して、「dockerdg」という名前の共有ディスクグループを
作成します。
# /usr/sbin/vxdg -s -o fss init dockerdg <disk_1> <disk_2> <disk_3>
..<disk_n>

VxVM ディスクグループを作成する方法について詳しくは、vxdg のマニュアルページを
参照してください。

ストレージを自動的に接続して Docker Container を作成する
ストレージを自動的に接続して Docker Container を作成するには
この手順では、demovol は作成したボリュームの名前です。
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1

docker volume create コマンドを使用してボリュームを作成します。
# docker volume create -d veritas --name demovol

2

また、-o オプションを使用してサイズまたはレイアウトオプションも指定することがで
きます
# docker volume create -d veritas --name demovol -o size=1g -o
layout=mirror

メモ: ボリュームの作成中にオプションを指定しない名合
は、/etc/vx/docker/vxinfoscale-default.conf ファイルに格納されたサイズ
またはレイアウトのデフォルト値を使用します。Layout=auto と指定した場合、
InfoScale ではその環境に最適なレイアウトを自動的に選択します。

3

docker volume ls コマンドを実行することで、ボリュームが適切に作成されたかを

確認できます。
# docker volume ls

DRIVER
veritas

4

VOLUME NAME
demovol

docker volume inspect コマンドを使用すると、ボリュームの詳細情報を確認で

きます。
# docker volume inspect demovol

[
{
"Name": "demovol",
"Driver": "veritas",
"Mountpoint": "/dockerfs/demovol_dockerdg",
"Labels": {},
"Scope": "global"
}
]
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5

Docker Container を起動します。
# docker run --name <container_name> -it --volume-driver veritas
-v demovol:/vol<docker_image> <command>

ここで、VxVM ボリューム「demovol」が Docker Container に自動的に接続されま
す。

6

コンテナが実行中でアクセスできることを確認できます。
# docker ps <container_name>

7

また、ボリュームが不要となった場合は削除できます。
# docker volume rm demovol

サービスの品質サポートを使用して騒々しい近隣の問題を回避
ボリュームに maxiops 制限を設定して騒々しい近隣の問題を回避できます。
ボリュームに最大 IOPS を設定するには
◆

ボリュームの作成中に maxiops 値を入力します。
# docker volume create -d veritas --name <volume-name> -o
maxiops=<IOPS limit>

例: # docker volume create -d veritas --name demovol -o
maxiops=10000

スナップショット作成用のプロビジョニング
Docker ボリューム CLI を使用してボリュームの領域最適化スナップショットを作成できま
す。
◆

snapvol1 という名前の ボリューム vol1 のスナップショットを作成するには
# docker volume create -d veritas --name snapvol1 -o sourcevol=vol1
[-o cachesize=<cachesize>]

メモ: cachesize オプションは任意です。このオプションを指定しない場合は、領域最適
化スナップショットはデフォルトの cachesize を使用して作成されます。現在、デフォルト
の cachesize 値は、ソースボリュームサイズの 30% です。

Docker 1.12 Swarm モードを使用した Veritas ボリュームプラ
グインの設定
Veritas ボリュームプラグインは、コンテナの編成を可能にする Docker Swarm とシーム
レスに動作します。
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次の手順を使用します
Docker 1.12 Swarm モードを使用して Veritas ボリュームプラグインを設定するには

1

2 つのノード (docker1 と docker2) がある Docker Swarm クラスタを例に見てみま
す。
# docker node ls

ID HOSTNAME STATUS AVAILABILITY MANAGER STATUS
bd3ccjzm4qmo1ntil88r9q0la * docker1 Ready Active Leader
d3rbrj0d4goyfckae0wozwwew docker2 Ready Active

2

Veritas ボリュームを作成します。
# docker volume create -d veritas --name volume1 -o size=500m

3

ソースボリューム名を指定して、Swarm マネージャから MYSQL サービスを作成し
ます。
Veritas ドライバを使用して作成された volume1 をソースボリューム名として使用し
ます。
# docker service create --replicas 1 --name sql1 --mount
type=volume,source=volume1,target=/var/lib/mysql,readonly=false
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root123 mysql

# docker service ps sql1

ID NAME
IMAGE NODE
6e2dlvx27iwrgrwdcdf43u4d9 sql1.1 mysql docker1
DESIRED STATE
Running

CURRENT STATE
Running

ERROR
44 seconds ago

ここで、mysql サービスはノード docker1 上にスケジュール設定されています。
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4

ノード docker1 上の mysql データベースに永続的なデータを書き込みます。
# docker ps -a

CONTAINER ID IMAGE
d844dfa66f65 mysql:latest
CREATED
A minute ago
PORTS
3306/tcp

COMMAND
"docker-entrypoint.sh"

STATUS
Up

NAMES
sql1.1.6e2dlvx27iwrgrwdcdf43u4d9

5

[root@docker1] # docker exec -it d844dfa66f65 bash

6

root@d844dfa66f65: /# mysql -proot123

mysql> create database swarm_test;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql> use swarm_test;
Database changed
mysql> create table people (name text, age integer);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
mysql> insert into people values ('Person1', 29);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> insert into people values ('Person2', 31);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> select * from people;
+---------+------+
| name | age |
+---------+------+
| Person1 | 29 |
| Person2 | 31 |
+----------+------+
2 rows in set (0.00 sec)
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7

Docker1 上でノードエラーをシミュレートします。Docker Swarm によって MySQL
サービスが別のノード上に再スケジュールされます。
[root@docker1]# docker node update --availability drain docker1
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8

[root@docker1]# docker service ps sql1

ID NAME
IMAGE
NODE
8rofbg2td0i7oubzyxpv0kvik sql1.1 mysql docker2
6e2dlvx27iwrgrwdcdf43u4d9 ¥_ sql1.1 mysql docker1
DESIRED STATE CURRENT STATE ERROR
Running
Running
47 seconds ago
Shutdown Shutdown
about a minute ago

Docker Swarm によって MySQL サービスがノード docker2 上に再スケジュールさ
れます。
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9

ノード docker2 で MySQL サービスが設定されたコンテナが作成されていることを
確認し、データベースで更新されたデータを確認します。
[root@docker2] # docker ps -a

CONTAINER ID IMAGE
COMMAND
9fafb70c793b mysql:latest "docker-entrypoint.sh"

CREATED
STATUS
About a minute ago Up
PORTS NAMES
3306/tcp sql1.1.8rofbg2td0i7oubzyxpv0kvik

[root@docker2] # docker exec -it 9fafb70c793b bash
root@9fafb70c793b:/# mysql -proot123

mysql> use swarm_test;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> select * from people;
+---------+------+
| name | age |
+---------+------+
| Person1 | 29 |
| Person2 | 31 |
+----------+------+
2 rows in set (0.00 sec)

この手順で、InfoScale ストレージではデータボリュームがその他のノード上で利用
可能となり、コンテナの移行操作が成功しました。

コンテナのストレージを管理するための InfoScale Enterprise の機能の
使用について
スナップショット、ボリュームレイアウトなどの InfoScale Enterprise の機能を使ってコンテ
ナ用にプロビジョニングされたデータボリュームを効率的に管理し、ストレージの効率、コ
ンテナの冗長性を向上できます。
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Docker 環境で IOP が集中するワークロードが実行される場合、アプリケーション負荷に
基づいてストレージ容量の要求にインテリジェントに対応する必要があります。InfoScale
Enterprise の FSS (Flexible Storage Sharing) 機能により、環境に DAS ストレージデ
バイスを継続的に追加できます。DAS デバイスを追加し、ネットワークを介してローカル
ストレージデバイスをエクスポートできるこの柔軟性により、この製品は Docker Container
内で実行されるアプリケーションの容量の要求に対応できます。同様に、SmartIO 機能
は、Docker Container 内で実行されるアプリケーションのパフォーマンスを向上するた
めの SSD キャッシュを提供します。
InfoScale Enterprise 製品の機能について詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイ
ド』を参照してください。

Docker コンテナのオフライン移行
Docker Container と Docker Daemon を移行するには、Docker Daemon とコンテナを
CFS (Cluster File System) 用に設定する必要があります。移行後は、コンテナがアクセ
スするデータがクラスタ全体で一貫していることを CFS が保証します。
現時点で、Docker はライブ移行をサポートしていません。

Docker コンテナの移行
InfoScale Enterprise 製品は、Docker コンテナのみ (つまりデータのみ) を移行する使
用事例に対応します。Docker Daemon は移行されないので、ノードは Docker Container
用の Cluster Server エージェントを実行する必要がありません。
このセクションでは、Docker コンテナを手動で移行する手順を示します。
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Docker コンテナの移行

図 19-2
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SFCFS を使って Docker コンテナを設定する方法

1

共有ディスクグループとボリュームを作成し、mkfs を実行します。
# vxdg -s init dockdg disk1 disk2 disk3
# vxassist -g dockdg make vol7 10G
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dockdg/vol7

2

各クラスタノードにボリュームをマウントします。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/dockdg/vol7 /containervolume

3

コンテナ内のマウントポイントのファイルに書き込みます。
# docker run -it -v /containervolume:/datavolume
rhel6 /bin/bash

ここで、/containervolume は Docker コンテナにプロビジョニングされたストレージ
で、/datavolume ディレクトリの下でコンテナ内でアクセスされます。

Docker Daemon と Docker Container の移行
InfoScale Enterprise は、インフラストラクチャとコンテナのデータの両方を移行する使用
事例にも対応します。このシナリオでは、Docker Daemon と Docker Container をプラ
イマリノードに移行してからセカンダリノードに移行する必要があります。

186

第 19 章 InfoScale Enterprise を使用した Docker コンテナの管理
Docker コンテナのオフライン移行

コンテナの移行中は、Docker Daemon と Docker Container をセカンダリノードに移行
する前にプライマリノードで停止されていることを確認します。
Docker Daemon と Docker Container の移行

図 19-3

InfoScale Enterprise
コンテナ 1

コンテナ 2

コンテナ n

コンテナ 1

コンテナ 2

コンテナ n

アプリケー
ション

データ
ベース

Web ページ
pv

アプリケー
ション

データ
ベース

Web ページ
pv

Docker デーモン

Docker デーモン

SFCFS クラスタ
ソースホスト

ターゲットホスト

共有ストレージ

SFCFS を使って Docker Daemon とコンテナを設定する方法

1

共有ディスクグループとボリュームを作成し、mkfs を実行します。
# vxdg -s init dockdg disk1 disk2 disk3
# vxassist -g dockdg make vol7 10G
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dockdg/vol7

2

各クラスタノードにボリュームをマウントします。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/dockdg/vol7 /docvol
ここで、docvol は、Docker Daemon により Docker インフラストラクチャに使用され
るディレクトリです。
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3

Docker Daemon を新規作成された CFS マウントポイント /docvol で起動するよう
に Docker を設定します。
p.173 の 「VxFS (Veritas File System) から Docker インフラストラクチャへのストレー
ジのプロビジョニング」 を参照してください。
メモ: Docker は、すべてのデータ、メタデータ、コンテナを割り当てられている CFS
共有に保存します。この CFS 共有はすべてのクラスタノードに表示されますが、
Docker Daemon は一度に 1 つのノードのみから起動する必要があります。

4

移行を初期化するには、Docker Daemon がソースノードから停止され、Docker
Daemon が CFS 共有を使っていないことを確認します。
# systemctl stop docker

5

/etc/sysconfig/docker 設定ファイルの OPTIONS フィールドに -g /docvol を

追加して、ターゲットノードで Docker Daemon を起動します。
# systemctl start docker
Docker Daemon がターゲットノードで初期化されます。移行が完了したら、Docker
コンテナは終了状態になります。ユーザーは、手動でコンテナを起動する必要があ
る場合があります。
メモ: VCS を使って Docker Container を設定するには、『Cluster Server Agent for
Docker インストールおよび設定ガイド』を参照してください。

Docker 環境におけるボリュームとファイルシステムの
ディザスタリカバリ
InfoScale Enterprise を使うと、Docker Daemon が管理する Docker インフラストラク
チャと Docker Container のデータボリュームの両方を複製するか、または Dockerイン
フラストラクチャまたはデータボリュームのいずれかのみを複製するように選択できます。
コンテナに関連付けられているデータとメタデータを複製した後に、InfoScale Enterprise
はデータボリュームとインフラストラクチャをディザスタリカバリサイトに移行します。
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VVR 技術と VFR 技術によるディザスタリカバリ

図 19-4
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VVR と VFR のレプリケーション技術は、アプリケーションがアクティブ状態の DR サイト
上でボリュームブロックデバイスとファイルシステムをそれぞれレプリケートします。プライ
マリサイトがダウン状態になるかネットワークの中断が発生すると、プライマリおよび DR
サイトのために設定された VCS グローバルクラスタオプション（GCO）は、アプリケーショ
ンに対する調整されたフェールオーバーを提供します。DR サイトは VVR および VFR
のプライマリの役割を引き継ぎます。
VVR 複製のために元のプライマリに戻るには、役割の転送を実行します。VCS GCO
は、アプリケーションをアクティブな状態にしたまま、ネットワーク分割の後でプライマリ
VVR サイトを選択するオプションを提供します。
VVR と VFR について詳しくは、『 Storage Foundation and High Availability Solutions
レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。

ディザスタリカバリ用の Docker コンテナの設定
VVR/VFR による Docker コンテナと Docker Daemon のバッキングファイルシステムと
ボリュームのディザスタリカバリの設定は、物理ホストまたは仮想マシンのディザスタリカバ
リ計画の設定と同様です。
VVR を使ってレプリケーションを設定する方法
このセクションでは、PrimarySite と SecondarySite を使ってそれぞれプライマリとセカン
ダリのサイトを指定しています。
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1

VxVM データボリュームをVxFS ファイルシステムのバッキングストアとして作成しま
す。
[PrimarySite] # vxassist -g dockerdg make vol1 1G

2

ファイルシステムを作成してマウントします。
[PrimarySite] # mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/dockerdg/vol1
[PrimarySite] # mkdir /vol1
[PrimarySite] # mount -t vxfs /dev/vx/dsk/dockerdg/vol1 /vol1

3

VVR レプリケーションのためにログボリューム (SRL) を作成します。
[PrimarySite] # vxassist -g dockerdg make srlvol 300m

4

セカンダリサイトに手順 1 と 3 を繰り返します。

5

プライマリレプリケーショングループ (RVG) を設定します。
[PrimarySite] # vradmin -g dockerdg createpri rvg vol1 srlvol

6

セカンダリサイトを追加します。
[PrimarySite] # vradmin -g dockerdg addsec rvg <primarysite ip
address><secondarysite ip address>

7

レプリケーションを開始します。
[PrimarySite] # vradmin -g dockerdg -a startrep rvg

8

Docker コンテナを作成します。
# docker run -it --name container -v /vol1:/vol1 ubuntu /bin/bash

DR サイト間のレプリケーションのために VVR および VFR を設定するには
p.159 の 「DR サイト間のレプリケーションのために VCS GCO オプションで VVR および
VFR を設定します」 を参照してください。
VVR/VFR 関連のリソースの設定について詳しくは『 Storage Foundation and High
Availability Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
VVR 関連のエージェントについて詳しくは『 Cluster Server 付属エージェントリファレン
スガイド』を参照してください。

Docker コンテナの管理時の制限事項
■

管理タスク: resize、add volumes、reorganize volume sets などのすべての VxFS
と VxVM 管理コマンドはホストノードでのみサポートされます。これらの管理コマンド
は Docker コンテナ内部では実行できません。
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■

SELinux (Security-Enhanced Linux): SELinux はアクセス制御セキュリティポリシー
のサポート機構を提供する Linux カーネルモジュールです。VxFS マウントポイント
でバックアップしたデータボリュームでは SELinux を無効にするか、またはホストノー
ドで permissive モードにする必要があります。

■

ホストノードでのみのパッケージのインストール: コンテナ内部に InfoScale ソリュー
ションをインストールして設定することはできません。

■

ルートボリューム: Docker コンテナにルートボリュームをエクスポートすることは推奨し
ません。

■

ボリュームデバイスが同期されないことが原因のデータ損失: ボリュームを Docker コ
ンテナにエクスポートすると、ボリュームの削除、ディスクグループのデポート、ボリュー
ムの名前変更、ディスクグループやボリュームの再ミラー化、VxVM 設定デーモン
(vxconfigd) の再起動など、一部の VxVM 操作を実行するとボリュームデバイスが同
期されず、データが失われることがあります。
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A
トラブルシューティング
この付録では以下の項目について説明しています。
■

仮想マシンのライブ移行のトラブルシューティング

■

Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）環境でのライブ移行のストレージ接続

■

Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）仮想マシンのディザスタリカバリ（DR）の
トラブルシューティング

■

KVMGuest リソースが、ホストへのストレージ接続が失われてもオンライン状態のまま
になる

■

仮想マシンが実行されているホストのネットワーク接続が失われると、VCS が仮想マ
シンのフェールオーバーを開始する

■

RHEV 環境で、間違ったブート順序により仮想マシンの起動に失敗する

■

RHEV 環境で、仮想マシンが wait_for_launch 状態でハングアップして起動に失敗
する

■

DROpts 属性が設定されていない場合、VCS が別の RHEV クラスタのホストの仮想
マシンの起動に失敗する

■

仮想マシンが RHEV 環境で接続されているネットワークカードの検出に失敗する

■

hares -modify コマンドの -add オプションまたは -delete オプションを使って
RHEVMInfo 属性のいずれかのキーを更新すると、KVMGuest エージェントの動作
が未定義になる

■

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
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仮想マシンのライブ移行のトラブルシューティング
VCS クラスタを VM （仮想マシン）間で形成し、いずれかの仮想マシンをホストから別の
ホストに移行します。仮想マシンの移行時に VM を移行先ノードに移行するまでに 16
秒を超えると VM パニックが起きたと見なされます。この場合の 16 秒は LLT の peerinact
パラメータのデフォルト値です。peerinact 値を増やすと、VM の移行に十分な時間を
確保できます。この時間は、VM の移行を開始する環境に基づいて調整できます。
仮想マシンの移行時に誤ったフェールオーバーを避けるには、次の方法で peerinact
値を変更します。
■

lltconfig コマンドを使って、次のように peerinact 値を動的に設定します。
# lltconfig -T peerinact:value

■

値を各再ブートで永続的にするには、/etc/llttab ファイルで peerinact 値を設
定します。

peerinact 値を lltconfig コマンドを使って動的に設定するには

1

移行ノードが環境で無応答の時間を決定します。

2

その時間がデフォルトの LLT のピアのタイムアウト（16 秒）よりも短ければ、VCS は
正常に動作します。
そうでない場合は、移行が開始する前にクラスタ内のすべてのノードでピアのタイム
アウトを適切な値まで増やします。
たとえば、LLT の peerinact タイムアウトを 20 秒に設定するには、次のコマンドを
使います。
# lltconfig -T peerinact:2000
peerinact コマンドの値は .01 秒単位です。
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3

peerinact が 20 秒に設定されたことを確認します。
# lltconfig -T query
Current LLT timer values (.01 sec units):
heartbeat
heartbeatlo
peertrouble
peerinact
oos
retrans
service
arp
arpreq
Current LLT
lowwater =

=
=
=
=
=
=
=
=

50
100
200
2000
10
10
100
30000
= 3000
flow control values (in packets):
40

4

他のクラスタノードで手順 3 から 2 を繰り返します。

5

移行の完了後、lltconfig コマンドを使ってデフォルトの peerinact 値にリセット
します。

LLT の peerinact 値を各再ブートで永続的にするには、次の操作をします。
◆

/etc/llttab ファイルの最後に次の行を追加して、LT の peerinact 値を 20 秒

に設定します。
set-timer peerinact:2000

この行を追加すると、/etc/llttab ファイルは次のように表示されるはずです。
# cat /etc/llttab
set-node sys1
set-cluster 1234
link eth2 eth-00:15:17:48:b5:80 - ether - link eth3 eth-00:15:17:48:b5:81 - ether - set-timer peerinact:2000

VCS コマンドについて詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
移行に関連する属性については、『 Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』
を参照してください。
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Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）環境での
ライブ移行のストレージ接続
RHEV 環境において、仮想マシン（VM）をホスト間で移行したときに送信元ホストでスト
レージ接続が失われると、VM は一時停止の状態のままになります。この問題は、RHEV
環境で固有のものです。
回避策はありません。

Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）仮想マシ
ンのディザスタリカバリ（DR）のトラブルシューティング
サイト間でレプリケーションサービスグループをフェールオーバーするとき、古いサイトの
ホストの状態が RHEV-M コンソールで NON_RESPONSIVE になることがあります。
RHEV-M コンソールの NON_RESPONSIVE 状態のホストを解決するには

1

ホストを MAINTENENCE モードに移動します。

2

RHEV-M コンソールを使用してホストをアクティブにします。

3

問題が解決されない場合は、Redhat サポートに問い合わせて解決してください。

KVMGuest リソースが、ホストへのストレージ接続が失
われてもオンライン状態のままになる
物理ホストで実行中の仮想マシンのストレージ接続が失われると、仮想マシンは PAUSED
状態になります。ただし、仮想マシンのプロセスは実行を継続します。仮想マシンを監視
する KVMGuest リソースは、仮想マシンのプロセスの実行が継続し、フェールオーバー
が開始されていないので、ONLINE 状態を報告します。KVMGuest リソースはストレー
ジの状況を検知していないので、どのようなアクションも実行されません。
この問題が発生した場合は、サービスグループをオフラインにするか、またはサービスグ
ループを手動で切り替えます。これにより、仮想マシンがシャットダウンされ、仮想マシン
が別のノードで起動されます。
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仮想マシンが実行されているホストのネットワーク接続
が失われると、VCS が仮想マシンのフェールオーバー
を開始する
物理ホストで実行中の仮想マシンがパブリックまたはプライベートの通信チャネルなどの
ネットワーク接続を失うと、各ノードの VCS は通信できなくなります。これは以前から知ら
れているスプリットブレインの状況です。あるノードで実行されている VCS は、別のノード
がクラッシュしたと見なして仮想マシンのフェールオーバーを開始します。ただし、VCS
が別のノードで起動しようとする仮想マシンはそのノード上で動作しています。
この問題が発生した場合は、ディスクベースのフェンシングを設定して、ネットワークパー
ティションによるスプリットブレインの状況を防止します。

RHEV 環境で、間違ったブート順序により仮想マシンの
起動に失敗する
仮想マシンを作成する際には、ブート順序を指定できます。仮想マシンに次のブート順
序を指定すると、CD-ROM を検出できないために、仮想マシンが起動に失敗します。
■

CD-ROM

■

ハードディスク

VCS が仮想マシンの起動を開始すると、関連付けられている KVMGuest のリソースも
失敗します。この問題は、RHEV の動作が原因です。
この問題が発生した場合は、手動でブート順序を変更し、ブートシーケンスから CD-ROM
を削除します。次に、VCS コンソールまたは RHEV-M コンソールを使って仮想マシンの
起動を再開します。

RHEV 環境で、仮想マシンが wait_for_launch 状態で
ハングアップして起動に失敗する
RHEV-M コンソールを使って仮想マシンの起動を開始すると、仮想マシンは
wait_for_launch 状態でハングアップし、起動に失敗することがあります。この問題は、
libvirtd サービスが仮想マシンの起動操作を処理できない場合に発生します。
回避策はありません。
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DROpts 属性が設定されていない場合、VCS が別の
RHEV クラスタのホストの仮想マシンの起動に失敗する
RHEV 環境では、すべてのホストは RHEV クラスタに属しています。ローカルの高可用
性シナリオでは、VCS クラスタを形成するホストは単一の RHEV クラスタに属している必
要があります。ただし、ディザスタリカバリのシナリオでは、プライマリサイトのすべてのホス
トを単一の RHEV クラスタに設定でき、セカンダリサイトのすべてのホストを同じデータセ
ンターに属している別の RHEV クラスタに設定できます。サイトのフェールオーバー中
に、DROpts 属性が設定されていると、VCS は新しい RHEV クラスタに基づいて仮想マ
シンのホストを変更します。
DROpts 属性が設定されていなければ、VCS は別の RHEV クラスタのホストが仮想マシ

ンを起動することを許可しません。この問題は、仮想マシンの移行が複数の RHEV クラ
スタにまたがって実行できないために発生します。したがって、VCS は別のクラスタに属
しているホストの仮想マシンの起動に失敗します。
別のクラスタのホストはディザスタリカバリ設定でのみ設定し、KVMGuest エージェントの
DROpts 属性を設定することを推奨します。ローカルの高可用性シナリオでは、DROpts
属性を設定する必要はなく、VCS クラスタを形成するすべてのホストを同じ RHEV クラス
タに含める必要があります。

仮想マシンが RHEV 環境で接続されているネットワーク
カードの検出に失敗する
仮想マシンが接続されているネットワークインターフェースの検出に失敗することがありま
す。この問題は、RHEV の動作が原因です。
回避策はありません。

hares -modify コマンドの -add オプションまたは
-delete オプションを使って RHEVMInfo 属性のいずれ
かのキーを更新すると、KVMGuest エージェントの動作
が未定義になる
hares -modify コマンドの -add オプションまたは -delete オプションを使って
RHEVMInfo 属性のいずれかのキーを変更すると、RHEVMInfo 属性の情報シーケンスが

変更され、KVMGuest リソースの動作が未定義になる場合があります。-add オプション
を指定すると属性に新しいキーが追加され、-delete オプションを指定すると属性から
キーが削除されます。この 2 つのオプションは、RHEVMInfo 属性を設定するために使わ
ないでください。
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属性のキーを修正する場合は、hares -modify コマンドの -update オプションを使い
ます。
# hares -modify resource_name RHEVMInfo -update key_namevalue

次に例を示します。
# hares -modify vmres RHEVMInfo -update User "admin@internal"

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 Virtualization 3.4 技術ガイド』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
OnlineRetryLimit = 1
)

199

付録 A トラブルシューティング
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

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
// }
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設定例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

設定例

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境の設定例

設定例
ホストの設定:
include "types.cf"
cluster kvmclus (
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group rsg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
RemoteGroup rvg1 (
IpAddress = "192.203.47.61"
Username = vcsuser
Password = CQIoFQf
GroupName = appsg
VCSSysName = sys1
ControlMode = OnOff
)
requires group vmgrp online local hard
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group vmgrp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
Application app1(
StartProgram = "/usr/bin/virsh start PM1vxfsVM1"
StopProgram = "/usr/bin/virsh shutdown PM1vxfsVM1"
PidFiles = { "/var/run/libvirt/qemu/PM1vxfsVM1.pid"
}
)

VM ゲスト設定:
include "types.cf"
cluster appclus (
)
system sys1 (
)
group appsg (
SystemList = { sys1 = 0 }
)
Process proc (
PathName = /test
)

設定例 1: ネーティブ LVM ボリュームをゲストイメージの格納に使用
group kvmtest1 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
KVMGuest res1 (
GuestName = kvmguest1
GuestConfigFilePath = "/kvmguest/kvmguest1.xml"
DelayAfterGuestOnline = 10
DelayAfterGuestOffline = 35
)
Mount mnt1 (
BlockDevice = "/dev/mapper/kvmvg-kvmvol"
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MountPoint = "/kvmguest"
FSType = ext3
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: VxVM ボリュームをゲストイメージの格納に使用
group kvmtest2 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 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: CVM-CFS をゲストイメージの格納に使用
group kvmgrp (
SystemList = { kvmpm1 = 0, kvmpm2 = 1 }
)
KVMGuest kvmres (
GuestName = kvmguest1
GuestConfigFilePath = "/cfsmount/kvmguest1.xml"
DelayAfterGuestOnline = 10
DelayAfterGuestOffline = 35
)
kvmgrp requires group cvm online local firm
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 }
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)
cfsmount requires cfsdg
cfsmount requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）環境の設
定例
RHEV ベースのサービスグループの設定例
group rhev_grp1 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
KVMGuest kvmres1 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm-server.example.com:443",
User = "admin@internal"
Password = bncNfnOnkNphChdHe,
Cluster = dc2_cluster1,
UseManualRHEVMFencing=1 }
GuestName = rhevvm1
DelayAfterGuestOnline = 20
DelayAfterGuestOffline = 35
)

AD ベースの ドメインの設定例
include "types.cf"
cluster kvmtest (
UserNames = { admin = bQRjQLqNRmRRpZRlQO }
Administrators = { admin }
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
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group virt_grp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
KVMGuest virt_res (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm.example.com:443",
User = rhevmadmin@example.com",
Password = codOgoPolOqiDieIf,
Cluster = cluster_NFS,
UseManualRHEVMFencing=0 }
GuestName = VM1
)

RHEV ベースのディザスタリカバリのサービスグループの設定例
group VM_SG (
SystemList = { rhelh_a1 = 0, rhelh_a2 = 1 }
TriggerPath = "bin/triggers/RHEVDR"
PreOnline = 1
OnlineRetryLimit = 2
)
KVMGuest kvm_res (
RHEVMInfo = { Enabled = 1, URL =
"https://192.168.72.11:443",
User = "admin@internal",
Password = CQIoFQf,
Cluster = RHEV-PRIM-CLUS,
UseManualRHEVMFencing = 1 }
GuestName = swvm02
DROpts = { ConfigureNetwork = 1,
IPAddress = "192.168.74.21",
Netmask = "255.255.252.0",
Gateway = "192.168.74.1",
DNSServers = "143.127.176.14",
DNSSearchPath = "rhevdc.com",
Device = eth0 }
)
requires group STORAGE online global soft
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// resource dependency tree
//
//
group VM_SG
//
{
//
KVMGuest kvm_res
//
}

group STORAGE (
SystemList = { rhelh_a1 = 0, rhelh_a2 = 1 }
ClusterList = { RHEV_SEC = 0, RHEV_PRIM = 1 }
TriggerPath = "bin/triggers/RHEVDR"
TriggersEnabled = { POSTONLINE }
)
SRDF srdf_res1 (
GrpName = rhevdr
)
SRDF srdf_res2 (
GrpName = rhevdr2
)

// resource dependency tree
//
//
group STORAGE
//
{
//
SRDF srdf_res1
//
SRDF srdf_res2
//
}

RHEV 環境でのマルチリソース設定の設定例
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group rhevgrp1 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
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KVMGuest vmres1 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm.example.com:443",
User = "admin@internal",
Password = FRGrJRsROrTLgLHlI,
Cluster = vcs_clus,
UseManualRHEVMFencing = 0 }
GuestName = vcsvm1
DelayAfterGuestOnline = 10
DelayAfterGuestOffline = 35
)

group rhevgrp2 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
KVMGuest vmres2 (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm.example.com:443",
User = "admin@internal",
Password = FRGrJRsROrTLgLHlI,
Cluster = vcs_clus,
UseManualRHEVMFencing = 0 }
GuestName = vcsvm2
DelayAfterGuestOnline = 7
DelayAfterGuestOffline = 30
)

RHEV 仮想マシンの移行の設定例

group rhevgrp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
KVMGuest rhevres (
RHEVMInfo = { Enabled = 1,
URL = "https://rhevm.example.com:443",
User = "admin@internal",
Password = AMBmEMnMJmOGbGCgD,
Cluster = rhev_cluster,
UseManualRHEVMFencing=1 }
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GuestName = rhevvm1
DelayAfterGuestOnline = 15
DelayAfterGuestOffline = 45
)
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詳しい情報の入手先
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas InfoScale のマニュアル

■

Linux の仮想化マニュアル

■

サービスとサポート

■

Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) について

Veritas InfoScale のマニュアル
最新のマニュアルは、SORT (Veritas Services and Operations Readiness Tools)
Web サイトで入手できます。マニュアルの形式は Adobe PDF (Portable Document
Format) です。
このリリースでのマニュアル変更について詳しくは、リリースノートを参照してください。
マニュアルの最新版を使用していることを確認してください。 マニュアルのバージョンは
各ガイドの 2 ページ目に記載されています。 マニュアルの発行日付は、各マニュアルの
タイトルページに記載されています。 マニュアルは誤記の訂正や修正を反映するために
定期的に更新されます。
https://sort.veritas.com/documents
適切なドキュメントを見つけるには、製品、プラットフォーム、その他のフィルタを指定する
必要があります。
メモ: Veritas InfoScale のマニュアル内で RHEL（Red Hat Enterprise Linux）オペレー
ティングシステムについて使用するコマンドは、サポート対象の RHEL 互換配布にも適
用されます。
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Linux の仮想化マニュアル
Red Hat のマニュアル:
■

RHEL （Red Hat Enterprise Linux）:
https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Linux/

■

RHEV （Red Hat Enterprise Virtualization）:
https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Virtualization/

■

KVM ホワイトペーパー:
http://www.redhat.com/resourcelibrary/whitepapers/doc-kvm

■

KVM オープンソースプロジェクトサイト:
http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page

SUSE の場合:
■

SLES （SUSE Linux Enterprise Server）:
http://www.suse.com/documentation/sles11/book_kvm/?page=/documentation/
sles11/book_kvm/data/book_kvm.html

■

SLES11SP3 のインストールについて詳しくは、次を参照してください。
http://www.suse.com/documentation/sles11
完全な機能セットについて詳しくは、SUSE のマニュアルを参照してください。

サービスとサポート
セルフサービスナレッジベースにアクセスするには、次の URL に移動します。
https://www.veritas.com/support/en_US.html

Veritas SORT (Services and Operations Readiness
Tools) について
Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) は、最も時間のかかる管
理タスクの一部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンター
をさらに効率的に管理し、Veritas 製品を最大限に活用できるようになります。
SORT によって実行できるようになる操作は、次のとおりです。
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次のインストールまたは
■
アップグレードのための準
備
■

■

■

リスクの管理

効率の向上

製品のインストールとアップグレートの必要条件（オペレーティング
システムバージョン、メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含む）
を一覧表示する。
Veritas 製品をインストールまたはアップグレードする準備ができて
いるかどうかを判断するためにシステムを分析する。
中央リポジトリから最新のパッチ、マニュアル、高可用性エージェン
トをダウンロードする。
ハードウェア、ソフトウェア、データベース、オペレーティングシステ
ムの最新の互換性リストにアクセスする。

■

中央リポジトリにあるパッチ、アレイ固有のモジュール (ASL、APM、
DDI、DDL)、高可用性エージェントの変更について自動電子メー
ル通知を取得する。
システムと環境におけるリスクを識別して軽減する。

■

何百もの Veritas エラーコードの説明と解決策を表示する。

■

製品のバージョンとプラットフォームに基づいてパッチを検索して
ダウンロードする。
インストール済みの Veritas 製品とライセンスキーを一覧表示す
る。
環境をチューニングして最適化する。

■

■

■

メモ: SORT の機能の一部はすべての製品で使用できません。 SORT へは追加料金な
しでアクセスできます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.veritas.com
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