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1
Veritas Access 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 Access について

Veritas Access について
Veritas Access は、非構造化データ用にソフトウェア定義されたスケールアウトネットワー
クアタッチトストレージ (NAS) ソリューションで、市販のハードウェアで動作します。Veritas
Access は、ポリシーに基づいて、耐性、マルチプロトコルアクセス、パブリッククラウドま
たはプライベートクラウドへのデータの移動を実現します。
次のいずれかの方法で Veritas Access を使用できます。
表 1-1

Veritas Access を使用するためのインターフェース

インターフェース

説明

GUI

ストレージを管理するための操作を集約したダッシュボードです。
詳しくは、GUI とオンラインヘルプを参照してください。

RESTful API

Veritas Access クラスタに対してストレージ管理コマンドを実行するスクリプ
トを使用して、自動化を実現します。
詳しくは、『Veritas Access RESTful API ガイド』を参照してください。

コマンドラインイン
クラスタ全体で 1 つの管理ポイントです。
ターフェース (CLI ま
詳しくは、マニュアルページを参照してください。
たは CLISH)

表 1-2 では、Veritas Access の機能について説明します。
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表 1-2

Veritas Access の主な機能

機能

説明

マルチプロトコルアクセス Veritas Access は次のプロトコルをサポートしています。
■

Amazon S3

■

CIFS

■

FTP

■

NFS

■

Oracle Direct NFS

■

SMB 3

FSS (Flexible Storage
Sharing)

ローカルストレージをクラスタ全体でネットワーク共有します。

スケールアウトファイルシ
ステム

スケールアウトファイルシステムには、次の機能が用意されています。
■

オンプレミスストレージとクラウドストレージの両方で単一の名前空
間のスパン処理を管理するファイルシステム。大規模なデータセッ
トで優れた耐障害性を実現します。

■

高可用性 NFS と S3 との共有。
単一の名前空間に大容量のデータを保存する場合、ファイルシス
テムをスケールアウトできます (ファイルシステムの最大サイズは 3
PB です)。

スケールアウトファイルシ Veritas Access は、スケールアウトファイルシステムにストレージ階層
ステムのティアとして使用 化としてクラウドサービスを追加するサポートを提供します。ファイル名
するクラウド
のパターン、ファイルの最終アクセス日と更新日に基づいて、ティア間
のデータを移動できます。ティア間でデータを定期的に移動するには、
スケジュール設定されたポリシーを使用します。
Veritas Access は、自動化ポリシー管理に基づいて、Amazon
Glacier、Amazon Web Services (AWS) S3、または AWS S3 互換
にオンプレミスティアのデータを直接移動します。また、Amazon Glacier
にアーカイブ化されたデータも取得できます。
SmartIO

Veritas Access は、Veritas Access ファイルシステムで実行するアプ
リケーション用にソリッドステートドライブ (SSD) の読み取りキャッシュ
をサポートします。

SmartTier

Veritas Access に組み込まれた SmartTier 機能は、低コストのスト
レージにデータを移動することでストレージのコストを削減できます。ま
た、Veritas Access のストレージ階層化により、異なるドライブアーキ
テクチャとオンプレミスの間のデータも簡単に移動できます。

8

第 1 章 Veritas Access の概要
Veritas Access について

機能

説明

スナップショット

Veritas Access は、データ破損の回復用にスナップショットをサポー
トします。ファイルまたはファイルシステム全体が削除されたり、壊れた
りした場合、壊れていない最新のスナップショットと置き換えられます。

重複排除

ファイルシステムでポストプロセスの重複排除を定期的に実行して、継
続的な費用をかけずに重複データを排除できます。

圧縮

ファイルのアクセシビリティを維持し、アプリケーションに対して透過的
に圧縮する一方で、ファイルを圧縮して使用領域を削減できます。圧
縮ファイルは、圧縮されていないファイルとほぼ同様に見え、動作も同
様です。圧縮ファイルの名前は同じで、圧縮されていないファイルと同
様に読み込みと書き込みを行えます。

NetBackup の統合

NetBackup のマスターサーバーまたはメディアサーバーに対してファ
イルシステムをバックアップするために組み込まれた NetBackup クラ
イアントです。データがバックアップされたら、ストレージ管理者は、
Veritas Access から不要なデータを削除して、他のデータ用にプライ
マリストレージを解放できます。

OpenStack プラグイン

OpenStack との統合:
■

OpenStack インスタンスが Veritas Access でホストされるストレー
ジを使用できるようにする OpenStack Cinder です。

■

OpenStack Manila 上の仮想マシンと Veritas Access ファイルシ
ステムを共有できる OpenStack Manila の統合です。

割り当て

ファイルシステム、ユーザー、ハードの割り当てを設定するためのサ
ポートです。

レプリケーション

IP ネットワーク上のデータの定期的なレプリケーションです。

LDAP、NIS、AD のサ
ポート

Veritas Access は、ユーザー認証に Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) を使用します。
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機能

説明

パーティションディレクトリ パーティション化されたディレクトリをサポートすることで、ディレクトリの
エントリがさまざまなハッシュディレクトリに再分散されます。これらのハッ
シュディレクトリは、ユーザーまたはオペレーティングシステムの名前空
間ビューで表示されません。新規作成、削除、またはルックアップごと
に、この機能は、それぞれのハッシュディレクトリをルックアップし、その
ディレクトリで処理を実行します。これにより、親ディレクトリのノードとそ
の他のハッシュディレクトリに自由にアクセスできるため、ファイルシス
テムのパフォーマンスが大幅に向上します。
デフォルトでは、この機能は無効です。この機能を有効にするには、
storage_fs(1) のマニュアルページを参照してください。
分離ストレージプール

独自の設定ファイルを含む分離ストレージプールを作成できます。分
離ストレージプールは、別のストレージプールのディスクが失敗した場
合、関連するメタデータが失われないようにします。

パフォーマンスとチューニ 次の作業負荷に対して作業負荷に応じたチューニング:
ング
■ メディアサーバー - ストリーミングメディアは豊富なインターネットコ
ンテンツの新しい波を表します。ビデオの作成、圧縮、キャッシュ、
ストリーミングに関する進歩と、その他のコンテンツ配信技術により、
オーディオとビデオがインターネットでリッチメディアとして組み合
わせられました。Veritas Access を使用すると、リッチメディア、ビ
デオ、映画、オーディオ、音楽、写真を保存できます。
■ 仮想マシン
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Veritas Access のライセン
ス
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Access 製品のライセンスについて

Veritas Access 製品のライセンスについて
Veritas Access をインストールして使用するには、ライセンスの取得が必要です。
製品をインストールするときに、次のいずれかのライセンス方法を選択できます。
■

システムで使用中の機能に一致する有効な永続ライセンスのキーファイルを入力しま
す。
永続ライセンスは、Veritas Access を使用するための恒久ライセンスのようなもので
す。

■

システムで使用中の機能に一致する有効なサブスクリプションライセンスのキーファイ
ルを入力します。
サブスクリプションライセンスは、1 年間の有効期限があるライセンスです。

■

評価モードで使用し続け、その後、システムのライセンスを完了します。
このライセンスは 60 日間使用できる試用版です。
ライセンスなしでインストールしても、ライセンスの入手が不要になるわけではありませ
ん。管理者と会社の担当者は、サーバーまたはクラスタが製品をインストールするた
めのライセンスレベルに達しているか確認が必要です。ベリタスは、監査によって資
格とコンプライアンスを確認する権利を留保します。

エンドユーザー使用許諾契約の条件を順守するには、60 日以内に有効なサブスクリプ
ションまたは永続ライセンスのキーを入力するか、60 日間評価モードで使用できます。
ライセンスプログラムは、/installaccess -license コマンドを使用して呼び出せま
す。
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インストール中に、次のプロンプトが表示されます。
1)
2)

Enter a valid perpetual or subscription license key file
Continue with evaluation mode and complete system licensing later

How would you like to license the systems? [1-2,q,?] (2) 1

ライセンスキーを登録する場合は 1 を入力します。
Enter the location of a valid ACCESS perpetual or subscription
license key file: [b]

メモ: ライセンスファイルがシステムのフォルダ内に配置されていることを確認します。ファ
イルが「/」の場所に配置されていると、無効なライセンスキーエラーが発生する場合があ
ります。
この製品のライセンス取得中に問題が発生した場合は、ベリタスライセンスサポートの
Web サイトを参照してください。
www.veritas.com/licensing/process
Veritas Access のライセンス取得には、いくつかの機能の実行があります。
表 2-1

Veritas Access のライセンス取得の機能の実行

実行

アクション

有効期間中

なし

猶予期間中

しつこいメッセージ (GUI にのみ表示)

猶予期間後

ノードを再起動する前に、NFS、CIFS、FTP、S3
のサービスを停止できますが、(ノードを再起動
していない場合でも) サービスは再開できませ
ん。
ノードを再起動した後、NFS、CIFS、FTP、S3
のサービスが、再起動後のノードでオンラインに
なりません。

GUI を使用して Veritas Access のライセンスを追加する場合:
■

ライセンスの有効期限が切れた後、ノードが再起動されると、そのノードで NFS、CIFS、
FTP、S3 のサービスが停止します。サービスがクラスタ内の任意の場所で実行され
ている場合、サービスの状態は、このノードではオフラインであっても、オンラインと表
示されます。サービスがローカルでオンラインまたはオフラインかどうかを、各ノードで
個別にアラートを確認します。
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■

NFS、CIFS、S3 のサービスを開始、停止、状態を確認するオプションが利用できま
す。FTP サービスの開始、停止、または状態の確認はできません。

■

ローカルシステムからはライセンスファイルのみを提供できます。scp パスは GUI か
らはサポートされません。

CLISH を使用して Veritas Access ライセンスを追加する場合:
■

ライセンスの有効期限が切れた後、ノードが再起動されると、そのノードで NFS、CIFS、
FTP、S3 のサービスが停止します。support services show コマンドを使用して、
サービスのノードに関する状態を表示できます。

■

NFS、CIFS、FTP、S3 のサービスを開始、停止、状態を確認するためのオプション
が利用できます。

■

license add を使用して、ライセンスを追加できます。license add コマンドは scp

パスのサポートも提供します。
■

license list コマンドと license list details コマンドは、管理コンソールの

オンラインになっているノードからライセンスを一覧表示します。インストールされてい
るライセンスのノードあたりまたはノードに関するリストは、このリリースではサポートさ
れません。

13

3
システム要件
この章では以下の項目について説明しています。
■

重要なリリース情報

■

システム要件

■

ネットワークとファイアウォールの要件

■

最大構成の制限

重要なリリース情報
製品のインストール前に、最新の情報について Veritas Access のリリースノートを確認
してください。
ハードウェア互換性リストには、サポート対象のハードウェアに関する情報が含まれてお
り、定期的に更新されます。ハードウェア互換性リストに記載され、認定を受けた市販の
ハードウェアを使用できます。サポート対象のハードウェアの最新情報については、次の
URL を参照してください。
http://www.veritas.com/docs/000019707
このリリースに関する重要な更新については、Veritas テクニカルサポート Web サイトの
最新 TechNote を確認してください。
http://www.veritas.com/docs/000125916

システム要件
表 3-1 には、Veritas Access システムソフトウェアを実行するための、ノードごとのシステ
ム要件が記載されています。
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表 3-1

Veritas Access のシステム要件

最小要件

推奨

各 Veritas Access ノードが、AMD64 最適なパフォーマンスを得るには、2.0 GHz 以上のデュア
および Intel EMT に、Redhat
ルコアまたはクアッドコアプロセッサの 2 つのノード。
Enterprise Linux 6 Update 6、
Update 7、Update 8 と互換性のある
64 ビット Intel ベースのサーバーアー
キテクチャを使用している。Itanium
はサポートされない。
32 GB のエラー訂正コード (ECC) ラ 推奨値は想定される作業負荷に依存する。
ンダムアクセスメモリ (RAM)。
RAM + 60 GB のサイズの 1 つの内 それぞれが RAM + 60 GB 以上の容量のデュアルドライ
蔵ドライブ。
バ。FSS ベースの環境では、より多くの内蔵ドライブ (SSD
+ HDD) を推奨。
2 つのギガビットイーサネットインター 組み込みのイーサネットインターフェースを推奨。
フェース
2 つの追加ギガビットイーサネットイン なし
ターフェース (組み込みまたは PCI
バス用のイーサネットアダプタ)。
1 つのファイバーチャネルホストバス 2 つのファイバーチャネルホストバスアダプタ (HBA) を推
アダプタ (HBA)。
奨。ただし、必須は 1 つのみ。ファイバーチャネル HBA が
1 つだけあれば、ファイバーチャネルのすべての操作が可
能 (高可用性を除く) です。
内部または外部 USB DVD-ROM
DVD ドライブ。

なし

冗長電源。

推奨。必須ではない。

SmartIO キャッシュ機能

SmartIO キャッシュ機能を使用する場合は、PCI ベースの
SSD カードを推奨。

必要なサーバーの最小数は 1 台

なし

Linux の必要条件
ベリタスは、Veritas Access を実行するオペレーティングシステムをサポートしていませ
ん。Veritas Access の各リリースには、厳密なオペレーティングシステムのバージョンの
必要条件があります。
Veritas Access 7.2.1 リリースには、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) または Oracle
Linux (OL) が必要です。RHEL 6 Update 6、RHEL 6 Update 7、RHEL 6 Update 8
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をサポートしています。また、OL 6 Update 6、OL 6 Update 7、OL 6 Update 8 もサポー
トしています (RHEL 互換モードのみ)。Veritas Access のインストール中に、最小オペ
レーティングシステムの要件が適用されます。Veritas Access 7.2.1 の要求に応じて、オ
ペレーティングシステムのインストールの必要条件に関してパートナーを支援する、キッ
クスタートファイルも使用できます。ベリタスからの認証を必要とせずに、セキュリティ脆弱
性パッチを含むオペレーティングシステムのパッチをインストールできます。ただし、オペ
レーティングシステムのカーネル RPM には、ベリタスの明確な承認なしにパッチを適用
しないでください。
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) オペレーティングシステムの更新の認証には、Veritas
Access の新しいマイナーバージョンが必要になることがあります。RHEL オペレーティン
グシステムの更新は、ベリタスの事前の合意なしにはインストールできません。
Veritas Access は、次のオペレーティングシステムを実行しているコンピュータにインス
トールできます。
必要条件

バージョン

バージョン

バージョン

Red Hat
RHEL 6 Update 6
Enterprise
Linux バージョ
ン

RHEL 6 Update 7

RHEL 6 Update 8

Oracle Linux

OL 6 Update 6

OL 6 Update 7

OL 6 Update 8

カーネルバー
ジョン

2.6.32-504.el6

2.6.32-573.el6

2.6.32-642.el6

p.18 の 「正確に事前定義
済みの RPM バージョンで
インストールする必要があ
るカーネル RPM」 を参照
してください。

p.18 の 「正確に事前定
義済みの RPM バージョ
ンでインストールする必
要があるカーネル RPM」
を参照してください。

p.18 の 「正確に事前定
義済みの RPM バージョ
ンでインストールする必要
があるカーネル RPM」 を
参照してください。

その他の必須
RPM

p.19 の 「RHEL 6.6 と OL
6.6 に必要なオペレーティ
ングシステム RPM」 を参
照してください。

p.22 の 「RHEL 6.7、OL
6.7 に必要なオペレー
ティングシステム RPM」
を参照してください。

p.25 の 「RHEL 6.8、OL
6.8 に必要なオペレー
ティングシステム RPM」
を参照してください。

オペレーティングシステム RPM のインストール要件とオペレーティ
ングシステムのパッチ適用制限
ベリタスでは、Veritas Access をインストールする前に必要なオペレーティングシステム
RPM を次の 4 つのグループに分類しています。
カテゴリ 1
■

この RPM のセットはカーネル RPM で、事前定義済みの正しい RPM バージョンで
のみインストールされる必要があります。
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■

必要な RPM バージョンは、RHEL6.6、RHEL6.7、および RHEL6.8 で異なります。

■

必要な RPM バージョンは、OL6.6、OL6.7、および OL6.8 で異なります。

■

このカテゴリ内の RPM は、ベリタスから明確な承認がない限り、パッチを適用しない
でください。

■

p.18 の 「正確に事前定義済みの RPM バージョンでインストールする必要があるカー
ネル RPM」 を参照してください。

カテゴリ 2
■

この RPM のセットには、事前定義済みの RPM の最小バージョンでインストールす
る必要がある、OS ライブラリと OS パッケージが含まれます。

■

必要な RPM バージョンは、RHEL6.6、RHEL6.7、および RHEL6.8 で異なります。

■

必要な RPM バージョンは、OL6.6、OL6.7、および OL6.8 で異なります。

■

このカテゴリ内の RPM は、公式の Red Hat パッチを使用してパッチ適用できます。

■

これらの RPM にパッチを適用するために、ベリタスからの承認または認証は不要で
す。

■

p.19 の 「RHEL 6.6 と OL 6.6 に必要なオペレーティングシステム RPM」 を参照し
てください。

■

p.22 の 「RHEL 6.7、OL 6.7 に必要なオペレーティングシステム RPM」 を参照して
ください。

■

p.25 の 「RHEL 6.8、OL 6.8 に必要なオペレーティングシステム RPM」 を参照して
ください。

カテゴリ 3
■

この RPM のセットは、カテゴリ 2 の RPM で依存関係として必要で、インストールは
Red Hat によって強制されます。

■

Veritas Access ではインストールするためにこれらの RPM の特定のバージョンは不
要です。

■

これらの RPM のバージョンは、Red Hat によって決まります。

■

このカテゴリ内の RPM は、公式の Red Hat パッチを使用してパッチ適用できます。

■

これらの RPM にパッチを適用するために、ベリタスからの承認または認証は不要で
す。

■

ベリタスでは、これらの RPM を Veritas Access の必須 RPM として文書化していま
せん。

カテゴリ 4
■

この RPM のセットは、Veritas Access ISO に含まれるサードパーティの RPM です。
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■

これらの RPM はオペレーティングシステム RPM ではありません。これには、Samba、
Ganesha、およびその他のサードパーティ製品が含まれます。

■

このカテゴリ内の RPM は、ベリタスから明確な承認がない限り、パッチを適用しない
でください。

■

これらの RPM は Veritas Access ISO に含まれているため、ベリタスではこれらをイ
ンストールします。

正確に事前定義済みの RPM バージョンでインストールする必要
があるカーネル RPM
Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムをインストールした後に、次の RPM
をインストールし、システムを再起動します。指定されたリンクを使用して、Red Hat のサ
イトから RPM をダウンロードします。このリンクでは、Red Hat の登録 ID (ユーザー名と
パスワード) が必要です。
RHEL 6 Update 6 のカーネルパッケージ:
■

kernel-2.6.32-504.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1006010

■

kernel-debuginfo-2.6.32-504.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1005367

■

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-504.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1006274

■

kernel-headers-2.6.32-504.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1006768

■

kernel-firmware-2.6.32-504.el6.noarch.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1005320

RHEL 6 Update 7 のカーネルパッケージ:
■

kernel-2.6.32-573.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1072387.

■

kernel-debuginfo-2.6.32-573.18.1.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1072442

■

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-573.18.1.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1072385

■

kernel-firmware-2.6.32-573.el6.noarch.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1012920

■

kernel-headers-2.6.32-573.el6.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1072371
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RHEL 6 Update 8 のカーネルパッケージ:
■

kernel-2.6.32-642.el6.x86_64.rpm
https://access.redhat.com/downloads/content/kernel/
2.6.32-642.el6/x86_64/fd431d51/package

■

kernel-debuginfo-2.6.32-642.el6.x86_64.rpm
https://access.redhat.com/downloads/content/
kernel-debuginfo/2.6.32-642.el6/x86_64/fd431d51/package

■

kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-642.el6.x86_64.rpm
https://access.redhat.com/downloads/content/
kernel-debuginfo-common-x86_64/2.6.32-642.el6/x86_64/fd431d51/package

■

kernel-headers-2.6.32-642.el6.x86_64.rpm
https://access.redhat.com/downloads/content/
kernel-headers/2.6.32-642.el6/x86_64/fd431d51/package

■

kernel-firmware-2.6.32-642.el6.noarch.rpm
https://access.redhat.com/downloads/content/
kernel-firmware/2.6.32-642.el6/noarch/fd431d51/package

■

https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=1072371

RHEL 6.6 と OL 6.6 に必要なオペレーティングシステム RPM
次のリストで指定された RPM バージョン番号は、上記のオペレーティングシステム RPM
に必要な最小バージョン番号です。
Required OS lib rpms for RHEL6.6:
coreutils-8.4-37.el6.x86_64
ed-1.1-3.3.el6.x86_64
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.i686
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.x86_64
ksh-20120801-21.el6.x86_64
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
libgcc-4.4.7-11.el6.i686
libgcc-4.4.7-11.el6.x86_64
libstdc++-4.4.7-11.el6.i686
libstdc++-4.4.7-11.el6.x86_64
libudev-147-2.57.el6.i686
module-init-tools-3.9-24.el6_4.x86_64
ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64
nss-softokn-freebl-3.14.3-17.el6.i686
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1.x86_64
parted-2.1-25.el6.x86_64
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perl-5.10.1-136.el6.x86_64
policycoreutils-2.0.83-19.47.el6.x86_64
readline-6.0-4.el6.x86_64
Required OS lib rpms for OL6.6:
coreutils-8.4-37.0.1.el6.x86_64
ed-1.1-3.3.el6.x86_64
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.i686
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.x86_64
ksh-20120801-21.el6.x86_64
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
libgcc-4.4.7-11.el6.i686
libgcc-4.4.7-11.el6.x86_64
libstdc++-4.4.7-11.el6.i686
libstdc++-4.4.7-11.el6.x86_64
libudev-147-2.57.0.2.el6.i686
module-init-tools-3.9-24.0.1.el6.x86_64
ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64
nss-softokn-freebl-3.14.3-17.el6.i686
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1.x86_64
parted-2.1-25.el6.x86_64
perl-5.10.1-136.el6.x86_64
policycoreutils-2.0.83-19.47.0.1.el6.x86_64
readline-6.0-4.el6.x86_64

Required OS packages for RHEL6.6:
apr-devel 1.3.9-5.el6_2
apr-util-devel 1.3.9-3.el6_0.1
bash 4.1.2-29.el6
glibc-common 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-devel.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-headers 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-utils 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.i686 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
hal 0.5.14-14.el6
httpd 2.2.15-54.el6_8
httpd-devel 2.2.15-54.el6_8
httpd-manual 2.2.15-54.el6_8
httpd-tools 2.2.15-54.el6_8
infiniband-diags 1.6.4-1.el6
iscsi-initiator-utils 6.2.0.873-13.el6
kernel-debuginfo 2.6.32-504.el6
kernel-debuginfo-common-x86_64 2.6.32-504.el6
kernel-firmware 2.6.32-504.el6
kernel-headers 2.6.32-504.el6
libibumad 1.3.9-1.el6
libibverbs-devel 1.1.8-3.el6
libibverbs-utils 1.1.8-3.el6
libpcap 1.4.0
libtirpc 0.2.1-10.el6
libyaml 0.1.3-4
lsscsi 0.23
memcached 1.4.4-3.el6
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mod_ssl 2.2.15-54.el6_8
mod_wsgi 3.2-7.el6
nc 1.84-22.el6
net-snmp 5.5-49.el6_5.3
net-snmp-libs 5.5-49.el6_5.3
net-snmp-utils 5.5-49.el6_5.3
nfs-utils 1.2.3-54.el6
nscd 2.12-1.166.el6_7.7
nss-pam-ldapd 0.7.5-18.2.el6_4
openldap 2.4.39-8.el6
openldap-clients 2.4.39-8.el6
opensm 3.3.17-1.el6
opensm-libs 3.3.17-1.el6
openssh 5.3p1-111.el6
openssh-askpass 5.3p1-111.el6
openssh-clients 5.3p1-111.el6
openssh-server 5.3p1-111.el6
openssl 1.0.1e-48.el6_8.1
openssl-devel 1.0.1e-48.el6_8.1
perl 5.10.1
perl-Net-Telnet 3.03
python-backports 1.0-5.el6
python-backports-ssl_match_hostname 3.4.0.2-2.el6
python-chardet 2.2.1-1.el6
python-memcached 1.43-6.el6
python-paramiko 1.7.5-2.1.el6
python-requests 2.6.0-3.el6
python-setuptools 0.6.10-3.el6
python-six 1.9.0-2.el6
python-urllib3 1.10.2-1.el6
rdma 6.6_3.15-1.el6
rrdtool 1.3.8-7.el6
scsi-target-utils 1.0.24-16.el6
sg3_utils 1.28-6.el6
sg3_utils-libs 1.28-6.el6
sysstat 9.0.4-27.el6
telnet 0.17-48.el6
vsftpd 2.2.2-12.el6_5.1
wireshark 1.8.10-7.el6_5

Required OS packages for OL6.6:
apr-devel 1.3.9-5.el6_2
apr-util-devel 1.3.9-3.el6_0.1
bash 4.1.2-29.el6
glibc-common 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-devel.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-headers 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-utils 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.i686 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
hal 0.5.14-14.el6
httpd 2.2.15-54.el6_8
httpd-devel 2.2.15-54.el6_8
httpd-manual 2.2.15-54.el6_8
httpd-tools 2.2.15-54.el6_8
infiniband-diags 1.6.4-1.el6
iscsi-initiator-utils 6.2.0.873-13.el6
kernel-debuginfo 2.6.32-504.el6
kernel-debuginfo-common-x86_64 2.6.32-504.el6
kernel-firmware 2.6.32-504.el6
kernel-headers 2.6.32-504.el6
libibumad 1.3.9-1.el6
libibverbs-devel 1.1.8-3.el6
libibverbs-utils 1.1.8-3.el6
libpcap 1.4.0
libtirpc 0.2.1-10.el6
libyaml 0.1.3-4
lsscsi 0.23
memcached 1.4.4-3.el6
mod_ssl 2.2.15-54.el6_8
mod_wsgi 3.2-7.el6
nc 1.84-22.el6
net-snmp 5.5-49.el6_5.3
net-snmp-libs 5.5-49.el6_5.3
net-snmp-utils 5.5-49.el6_5.3
nfs-utils 1.2.3-54.el6
nscd 2.12-1.166.el6_7.7
nss-pam-ldapd 0.7.5-18.2.el6_4
openldap 2.4.39-8.el6
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openldap-clients 2.4.39-8.el6
opensm 3.3.17-1.el6
opensm-libs 3.3.17-1.el6
openssh 5.3p1-111.el6
openssh-askpass 5.3p1-111.el6
openssh-clients 5.3p1-111.el6
openssh-server 5.3p1-111.el6
openssl 1.0.1e-48.el6_8.1
openssl-devel 1.0.1e-48.el6_8.1
perl 5.10.1
perl-Net-Telnet 3.03
python-backports 1.0-5.el6
python-backports-ssl_match_hostname 3.4.0.2-2.el6
python-chardet 2.2.1-1.el6
python-memcached 1.43-6.el6
python-paramiko 1.7.5-2.1.el6
python-requests 2.6.0-3.el6
python-setuptools 0.6.10-3.el6
python-six 1.9.0-2.el6
python-urllib3 1.10.2-1.el6
rdma 6.6_3.15-1.el6
rrdtool 1.3.8-7.el6
scsi-target-utils 1.0.24-16.el6
sg3_utils 1.28-6.el6
sg3_utils-libs 1.28-6.el6
sysstat 9.0.4-27.el6
telnet 0.17-48.el6
vsftpd 2.2.2-12.el6_5.1
wireshark 1.8.10-7.el6_5

RHEL 6.7、OL 6.7 に必要なオペレーティングシステム RPM
これらのリストで指定されている RPM バージョン番号は、これらのオペレーティングシス
テム RPM に必要な最小のバージョン番号です。
Required OS lib rpms for RHEL6.7:
coreutils-8.4-37.el6.x86_64
ed-1.1-3.3.el6.x86_64
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.i686
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.x86_64
ksh-20120801-28.el6.x86_64
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
libgcc-4.4.7-16.el6.i686
libgcc-4.4.7-16.el6.x86_64
libstdc++-4.4.7-16.el6.i686
libstdc++-4.4.7-16.el6.x86_64
libudev-147-2.63.el6.i686
module-init-tools-3.9-25.el6.x86_64
ncurses-libs-5.7-4.20090207.el6.x86_64
nss-softokn-freebl-3.14.3-22.el6_6.i686
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1.x86_64
parted-2.1-29.el6.x86_64
perl-5.10.1-141.el6.x86_64
policycoreutils-2.0.83-24.el6.x86_64
readline-6.0-4.el6.x86_64
Required OS lib rpms for OL6.7:
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coreutils-8.4-37.0.2.el6.x86_64
ed-1.1-3.3.el6.x86_64
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.i686
glibc-2.12-1.166.el6_7.7.x86_64
ksh-20120801-28.el6.x86_64
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
libgcc-4.4.7-16.el6.i686
libgcc-4.4.7-16.el6.x86_64
libstdc++-4.4.7-16.el6.i686
libstdc++-4.4.7-16.el6.x86_64
libudev-147-2.63.0.1.el6.i686
module-init-tools-3.9-25.0.1.el6.x86_64
ncurses-libs-5.7-4.20090207.el6.x86_64
nss-softokn-freebl-3.14.3-22.el6_6.i686
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1.x86_64
parted-2.1-29.el6.x86_64
perl-5.10.1-141.el6.x86_64
policycoreutils-2.0.83-24.0.1.el6.x86_64
readline-6.0-4.el6.x86_64
scsi-target-utils-1.0.24-16.0.2.el6.x86_64
Required OS packages for RHEL6.7:
apr-devel 1.3.9-5.el6_2
apr-util-devel 1.3.9-3.el6_0.1
bash 4.1.2-33.el6
glibc-common 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-devel.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-headers 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-utils 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.i686 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
hal 0.5.14-14.el6
httpd 2.2.15-54.el6_8
httpd-devel 2.2.15-54.el6_8
httpd-manual 2.2.15-54.el6_8
httpd-tools 2.2.15-54.el6_8
infiniband-diags 1.6.4-1.el6
iscsi-initiator-utils 6.2.0.873-14.el6
kernel-debuginfo 2.6.32-573.el6
kernel-debuginfo-common-x86_64 2.6.32-573.el6
kernel-firmware 2.6.32-573.el6
kernel-headers 2.6.32-573.el6
libibumad 1.3.9-1.el6
libibverbs-devel 1.1.8-4.el6
libibverbs-utils 1.1.8-4.el6
libpcap 1.4.0
libtirpc 0.2.1-10.el6
libyaml 0.1.3-4
lsscsi 0.23
memcached 1.4.4-3.el6
mod_ssl 2.2.15-54.el6_8
mod_wsgi 3.2-7.el6
nc 1.84-24.el6
net-snmp 5.5-54.el6
net-snmp-libs 5.5-54.el6
net-snmp-utils 5.5-54.el6
nfs-utils 1.2.3-64.el6
nscd 2.12-1.166.el6_7.7
nss-pam-ldapd 0.7.5-20.el6_6.3
openldap 2.4.40-5.el6
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openldap-clients 2.4.40-5.el6
opensm 3.3.17-1.el6
opensm-libs 3.3.17-1.el6
openssl 1.0.1e-48.el6_8.1
openssl-devel 1.0.1e-48.el6_8.1
perl 5.10.1
perl-Net-Telnet 3.03
python-backports 1.0-5.el6
python-backports-ssl_match_hostname 3.4.0.2-2.el6
python-chardet 2.2.1-1.el6
python-memcached 1.43-6.el6
python-paramiko 1.7.5-2.1.el6
python-requests 2.6.0-3.el6
python-setuptools 0.6.10-3.el6
python-six 1.9.0-2.el6
python-urllib3 1.10.2-1.el6
rdma 6.7_3.15-5.el6
rrdtool 1.3.8-7.el6
scsi-target-utils 1.0.24-16.el6
sg3_utils 1.28-8.el6
sg3_utils-libs 1.28-8.el6
sysstat 9.0.4-27.el6
telnet 0.17-48.el6
vsftpd 2.2.2-14.el6
wireshark 1.8.10-17.el6
Required OS packages for OL6.7:
apr-devel 1.3.9-5.el6_2
apr-util-devel 1.3.9-3.el6_0.1
bash 4.1.2-33.el6
glibc-common 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-devel.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-headers 2.12-1.166.el6_7.7
glibc-utils 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.i686 2.12-1.166.el6_7.7
glibc.x86_64 2.12-1.166.el6_7.7
hal 0.5.14-14.el6
httpd 2.2.15-54.el6_8
httpd-devel 2.2.15-54.el6_8
httpd-manual 2.2.15-54.el6_8
httpd-tools 2.2.15-54.el6_8
infiniband-diags 1.6.4-1.el6
iscsi-initiator-utils 6.2.0.873-14.el6
kernel-debuginfo 2.6.32-573.el6
kernel-debuginfo-common-x86_64 2.6.32-573.el6
kernel-firmware 2.6.32-573.el6
kernel-headers 2.6.32-573.el6
libibumad 1.3.9-1.el6
libibverbs-devel 1.1.8-4.el6
libibverbs-utils 1.1.8-4.el6
libpcap 1.4.0
libtirpc 0.2.1-10.el6
libyaml 0.1.3-4
lsscsi 0.23
memcached 1.4.4-3.el6
mod_ssl 2.2.15-54.el6_8
mod_wsgi 3.2-7.el6
nc 1.84-24.el6
net-snmp 5.5-54.el6
net-snmp-libs 5.5-54.el6
net-snmp-utils 5.5-54.el6
nfs-utils 1.2.3-64.el6
nscd 2.12-1.166.el6_7.7
nss-pam-ldapd 0.7.5-20.el6_6.3
openldap 2.4.40-5.el6
openldap-clients 2.4.40-5.el6
opensm 3.3.17-1.el6
opensm-libs 3.3.17-1.el6
openssl 1.0.1e-48.el6_8.1
openssl-devel 1.0.1e-48.el6_8.1
perl 5.10.1
perl-Net-Telnet 3.03
python-backports 1.0-5.el6
python-backports-ssl_match_hostname 3.4.0.2-2.el6
python-chardet 2.2.1-1.el6
python-memcached 1.43-6.el6
python-paramiko 1.7.5-2.1.el6
python-requests 2.6.0-3.el6
python-setuptools 0.6.10-3.el6
python-six 1.9.0-2.el6
python-urllib3 1.10.2-1.el6
rdma 6.7_3.15-5.el6
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rrdtool 1.3.8-7.el6
sg3_utils 1.28-8.el6
sysstat 9.0.4-27.el6
vsftpd 2.2.2-14.el6

scsi-target-utils 1.0.24-16.el6
sg3_utils-libs 1.28-8.el6
telnet 0.17-48.el6
wireshark 1.8.10-17.el6

RHEL 6.8、OL 6.8 に必要なオペレーティングシステム RPM
これらのリストで指定されている RPM バージョン番号は、これらのオペレーティングシス
テム RPM に必要な最小のバージョン番号です。
Required OS lib rpms for RHEL6.8:
coreutils-8.4-43.el6.x86_64
ed-1.1-3.3.el6.x86_64
findutils-4.4.2-9.el6.x86_64
glibc-2.12-1.192.el6.i686
glibc-2.12-1.192.el6.x86_64
ksh-20120801-33.el6.x86_64
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
libgcc-4.4.7-17.el6.x86_64
libstdc++-4.4.7-17.el6.i686
libstdc++-4.4.7-17.el6.x86_64
module-init-tools-3.9-25.el6.x86_64
ncurses-libs-5.7-4.20090207.el6.x86_64
openssl-1.0.1e-48.el6_8.3.x86_64
perl-5.10.1-141.el6_7.1.x86_64
policycoreutils-2.0.83-29.el6.x86_64
readline-6.0-4.el6.x86_64
zlib-1.2.3-29.el6.x86_64
Required OS lib rpms for OL6.8:
coreutils-8.4-43.0.1.el6.x86_64
ed-1.1-3.3.el6.x86_64
findutils-4.4.2-9.el6.x86_64
glibc-2.12-1.192.el6.i686
glibc-2.12-1.192.el6.x86_64
ksh-20120801-33.el6.x86_64
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
libgcc-4.4.7-17.el6.x86_64
libstdc++-4.4.7-17.el6.i686
libstdc++-4.4.7-17.el6.x86_64
libudev-147-2.73.0.1.el6.i686
module-init-tools-3.9-25.0.1.el6.x86_64
ncurses-libs-5.7-4.20090207.el6.x86_64
openssl-1.0.1e-48.el6_8.3.x86_64
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perl-5.10.1-141.el6_7.1.x86_64
policycoreutils-2.0.83-29.0.1.el6.x86_64
readline-6.0-4.el6.x86_64
scsi-target-utils-1.0.24-18.0.1.el6.x86_64
zlib-1.2.3-29.el6.x86_64
Required OS packages for RHEL6.8:
apr-devel 1.3.9-5.el6_2
apr-util-devel 1.3.9-3.el6_0.1
bash 4.1.2-40.el6
glibc-common 2.12-1.192.el6
glibc-devel.x86_64 2.12-1.192.el6
glibc-headers 2.12-1.192.el6
glibc-utils 2.12-1.192.el6
glibc.i686 2.12-1.192.el6
glibc.x86_64 2.12-1.192.el6
hal 0.5.14-14.el6
httpd 2.2.15-54.el6_8
httpd-devel 2.2.15-54.el6_8
httpd-manual 2.2.15-54.el6_8
httpd-tools 2.2.15-54.el6_8
infiniband-diags 1.6.4-1.el6
iscsi-initiator-utils 6.2.0.873-21.el6
kernel-debuginfo 2.6.32-642.el6
kernel-debuginfo-common-x86_64 2.6.32-642.el6
kernel-firmware 2.6.32-642.el6
kernel-headers 2.6.32-642.el6
libibumad 1.3.9-1.el6
libibverbs-devel 1.1.8-4.el6
libibverbs-utils 1.1.8-4.el6
libpcap 1.4.0
libtirpc 0.2.1-11.el6
libyaml 0.1.3-4
lsscsi 0.23
memcached 1.4.4-3.el6
mod_ssl 2.2.15-54.el6_8
mod_wsgi 3.2-7.el6
nc 1.84-24.el6
net-snmp 5.5-57.el6
net-snmp-libs 5.5-57.el6
net-snmp-utils 5.5-57.el6
nfs-utils 1.2.3-70.el6
nscd 2.12-1.192.el6
nss-pam-ldapd 0.7.5-32.el6
openldap 2.4.40-12.el6
openldap-clients 2.4.40-12.el6
opensm 3.3.17-1.el6
opensm-libs 3.3.17-1.el6
openssl 1.0.1e-48.el6_8.1
openssl-devel 1.0.1e-48.el6_8.1
perl 5.10.1
perl-Net-Telnet 3.03
python-backports 1.0-5.el6
python-backports-ssl_match_hostname 3.4.0.2-2.el6
python-chardet 2.2.1-1.el6
python-memcached 1.43-6.el6
python-paramiko 1.7.5-2.1.el6
python-requests 2.6.0-3.el6
python-setuptools 0.6.10-3.el6
python-six 1.9.0-2.el6
python-urllib3 1.10.2-1.el6
rdma 6.8_4.1-1.el6
rrdtool 1.3.8-7.el6
scsi-target-utils 1.0.24-18.el6
sg3_utils 1.28-12.el6
sg3_utils-libs 1.28-12.el6
sysstat 9.0.4-31.el6
telnet 0.17-48.el6
vsftpd 2.2.2-21.el6
wireshark 1.8.10-17.el6

Required OS packages for OL6.8:
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apr-devel 1.3.9-5.el6_2
apr-util-devel 1.3.9-3.el6_0.1
bash 4.1.2-40.el6
glibc-common 2.12-1.192.el6
glibc-devel.x86_64 2.12-1.192.el6
glibc-headers 2.12-1.192.el6
glibc-utils 2.12-1.192.el6
glibc.i686 2.12-1.192.el6
glibc.x86_64 2.12-1.192.el6
hal 0.5.14-14.el6
httpd 2.2.15-54.el6_8
httpd-devel 2.2.15-54.el6_8
httpd-manual 2.2.15-54.el6_8
httpd-tools 2.2.15-54.el6_8
infiniband-diags 1.6.4-1.el6
iscsi-initiator-utils 6.2.0.873-21.el6
kernel-debuginfo 2.6.32-642.el6
kernel-debuginfo-common-x86_64 2.6.32-642.el6
kernel-firmware 2.6.32-642.el6
kernel-headers 2.6.32-642.el6
libibumad 1.3.9-1.el6
libibverbs-devel 1.1.8-4.el6
libibverbs-utils 1.1.8-4.el6
libpcap 1.4.0
libtirpc 0.2.1-11.el6
libyaml 0.1.3-4
lsscsi 0.23
memcached 1.4.4-3.el6
mod_ssl 2.2.15-54.el6_8
mod_wsgi 3.2-7.el6
nc 1.84-24.el6
net-snmp 5.5-57.el6
net-snmp-libs 5.5-57.el6
net-snmp-utils 5.5-57.el6
nfs-utils 1.2.3-70.el6
nscd 2.12-1.192.el6
nss-pam-ldapd 0.7.5-32.el6
openldap 2.4.40-12.el6
openldap-clients 2.4.40-12.el6
opensm 3.3.17-1.el6
opensm-libs 3.3.17-1.el6
openssl 1.0.1e-48.el6_8.1
openssl-devel 1.0.1e-48.el6_8.1
perl 5.10.1
perl-Net-Telnet 3.03
python-backports 1.0-5.el6
python-backports-ssl_match_hostname 3.4.0.2-2.el6
python-chardet 2.2.1-1.el6
python-memcached 1.43-6.el6
python-paramiko 1.7.5-2.1.el6
python-requests 2.6.0-3.el6
python-setuptools 0.6.10-3.el6
python-six 1.9.0-2.el6
python-urllib3 1.10.2-1.el6
rdma 6.8_4.1-1.el6
rrdtool 1.3.8-7.el6
scsi-target-utils 1.0.24-18.el6
sg3_utils 1.28-12.el6
sg3_utils-libs 1.28-12.el6
sysstat 9.0.4-31.el6
telnet 0.17-48.el6
vsftpd 2.2.2-21.el6
wireshark 1.8.10-17.el6

管理サーバーの Web ブラウザサポート
次に、Veritas Access でサポートされる Web ブラウザを示します。
表 3-2
ブラウザ

バージョン

コメント

Internet Explorer

■

IE 10

JavaScript: 有効

■

IE 11

Cookie: 有効
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ブラウザ

バージョン

コメント

FireFox

FireFox 4.x 以降

JavaScript: 有効
Cookie: 有効

Chrome

Chrome 10 以降のバージョン JavaScript: 有効
Cookie: 有効

サポート対象の Web ブラウザに関するその他の注意事項:
■

使用するブラウザで JavaScript 1.2 以降をサポートしている必要があります。

■

ポップアップブロック (Yahoo ツールバーまたは Google ツールバーなど) を使用し
ている場合、それらを無効にするか、接続する Veritas Infoscale Operations Manager
Web サーバーのポップアップを承認するように設定します。

■

Windows Server 2003 の Internet Explorer 8.0 の場合は、次の URL にあるホット
フィックスをダウンロードしてインストールします。
http://support.microsoft.com/kb/938397/en-gb

■

Internet Explorer 9.0 を使用して gendeploy スクリプトをダウンロードできない場合
は、次の URL にアクセスして問題を解決してください。
http://support.microsoft.com/kb/2549423

■

Internet Explorer の場合、［インターネット］の［詳細設定］オプションにあるマルチメ
ディアカテゴリの web ページオプションでアニメーションの再生を有効にします。

■

Internet Explorer でポップアップブロックを有効にしている場合は、フィルタレベルが
中または低に設定されていることを確認します。

■

Internet Explorer の場合、サイトが信頼済みサイトのリストに含まれていることを確認
します。

■

信頼済みサイトのリストにサイトを追加できない場合は、［セキュリティ］設定の［バイナ
リビヘイビアーとスクリプトビヘイビアー］オプションを有効にします。

■

Adobe Flash プラグインのバージョン 10 以降のインストールが必要です。

サポート対象の NetBackup バージョン
Veritas Access では、NetBackup バージョン 7.6 および 7.7 がサポートされています。

サポート対象の OpenStack バージョン
OpenStack ドライバ Cinder と Manila は、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 OS と
OpenStack Kilo のリリースでサポートされています。
Cinder ドライバと Manila ドライバは、以下の環境でテストされています。
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■

DevStack リポジトリからの OpenStack Kilo バージョン

■

OpenStack RDO

メモ: Manila ドライバはカーネル NFS でのみ動作します。NFS-Ganesha では動作しま
せん。

サポート対象の Oracle バージョンとホストオペレーティングシステム
Veritas Access では、Direct NFS を使用した Oracle がサポートされています。Veritas
Access Direct NFS では、NFS プロトコルバージョン 3 のみがサポートされています。
Veritas Access では、Oracle の単一インスタンスのみがサポートされています。
OracleRAC はサポートされていません。
以下に、Veritas Access でサポートされている Oracle バージョンを示します。
■

Oracle バージョン 11gR2 (11.2.0.4 以降)

■

Oracle 12c (12.1.0.1)

以下に、サポート対象の Oracle ホストオペレーティングシステムを Veritas Access での
重要度順に示します。
■

Linux

■

AIX

■

Solaris

■

HP-UX

■

Oracle Linux

サポート対象の IP バージョン 6 インターネット標準プロトコル
表 3-3に、IP バージョン 6 (IPv6) インターネット標準プロトコルを示します。
表 3-3

IPv6 インターネット標準プロトコル

説明

サンプルの形式

優先される形式

ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789

圧縮形式

FF01::101

複合形式

0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38
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ネットワークとファイアウォールの要件
表 3-4 に、Veritas Access で情報の転送に使用されるデフォルトのポートを示します。
表 3-4

デフォルトの Veritas Access ポート

ポート

プロトコルまたは
サービス

目的

遮断された場合の影
響

21

FTP

FTP サーバーが接続
に対してリッスンする
ポート

FTP 機能は遮断されま
す。

メモ: 必要な場合、
ユーザーは別のポート
を構成できます。
22

SSH

Veritas Access サー Veritas Access にアク
バーへの安全なアクセ セスできません。
ス

25

SMTP

SMTP メッセージの送 Veritas Access から送
信
信される SMTP メッ
セージが遮断されま
す。

53

DNS クエリー

DNS サーバーとの通
信

ドメイン名のマッピング
に失敗します。

111

rpcbind

RPC ポートマッパー
サービス

RPC サービスでエラー
が発生します。

123

NTP

NTP サーバーとの通
信

サーバークロックは、ク
ラスタ間で同期されま
せん。NTP 依存の機能
(DAR など) は使用で
きません。

139

CIFS

CIFS クライアントと
サーバーの通信

CIFS クライアントは
Veritas Access クラス
タにアクセスできません

161

SNMP

SNMP 警告の送信

SNMP 警告はブロード
キャストできません。

445

CIFS

CIFS クライアントと
サーバーの通信

CIFS クライアントは
Veritas Access クラス
タにアクセスできませ
ん。
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ポート

プロトコルまたは
サービス

目的

遮断された場合の影
響

514

syslog

プログラムメッセージの Syslog メッセージは記
ログ記録
録されません。

756、757、755

statd

NFS statd ポート

2049

NFS

NFS クライアントとサー NFS クライアントは
バーの通信
Veritas Access クラス
タにアクセスできませ
ん。

3172、3173

ServerView

ServerView ポート

4001

mountd

NFS マウントプロトコル NFS クライアントは
Veritas Access クラス
タのファイルシステムを
マウントできません。

4045

lockd

ロック要求の処理

ファイルロックサービス
は使用できません。

5634

HTTPS

管理サーバーの接続
性

Web GUI にアクセスで
きない場合があります。

56987

レプリケーション

ファイル同期、Veritas Veritas Access レプリ
Access レプリケーショ ケーションデーモンが
ン
遮断されます。レプリ
ケーションを実行できま
せん。

8088

REST サーバー

REST クライアントと
サーバーの通信

8143

S3

Veritas Access S3
ユーザーは Veritas
サーバーのデータポー Access オブジェクト
ト
サーバーを使用できな
くなります。

NFS v3 プロトコルが正
しく機能できません。

ServerView を実行で
きません。

REST クライアントは
Veritas Access の
REST API にアクセス
できません。
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ポート

プロトコルまたは
サービス

目的

遮断された場合の影
響

8144

ObjectAccess サービ Veritas Access S3
ユーザーは
ス
サーバーの管理ポート Objectaccess サービ
スを使用するためのア
クセスまたはシークレッ
トキーを作成できませ
ん。

11211

Memcached ポート

CLISH フレームワーク CLISH が正しく機能せ
ず、クラスタ構成が破損
する場合があります。

30000:40000

FTP

FTP パッシブポート

FTP パッシブモードが
失敗します。

14161

HTTPS

Veritas Access GUI
へのアクセス

ユーザーは Veritas
Access GUI にアクセ
スできません。

51001

UDP

RDMA 上の LLT

LLT を実行できませ
ん。

51002

UDP

RDMA 上の LLT

LLT を実行できませ
ん。

NetBackup ポート
NetBackup では、TCP/IP 接続を使用して 1 つ以上の TCP/IP ポート間の通信を行い
ます。環境での操作と構成の種類に応じて、接続を有効にするために必要なポートは異
なります。NetBackup には、バックアップ、リストア、管理などの操作のさまざまな要件が
あります。
表 3-5 に、Veritas Access NetBackup で情報の転送に使用される最も一般的な TCP
ポートと UDP ポートの一部を示します。詳しくは、『NetBackup セキュリティと暗号化ガイ
ド』を参照してください。
表 3-5

デフォルトの NetBackup TCP ポートと UDP ポート

ポートの範囲

プロトコル

1556

TCP、UDP

13701 から 13702 まで、13705 から 13706 ま TCP
で
13711、13713、13715 から 13717 まで、13719 TCP
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ポートの範囲

プロトコル

13720 から 13722 まで

TCP、UDP

13723

TCP

13724

TCP、UDP

13782 から 13783 まで

TCP、UDP

13785

TCP

CIFS プロトコルとファイアウォールポート
CIFS サービスが Active Directory (AD) ドメイン環境で適切に動作するように、次のプ
ロトコルとファイアウォールポートを許可するか、開いて、CIFS サーバーが Active Directory
ドメインコントローラと Windows クライアントか CIFS クライアントとスムーズに通信できる
ようにする必要があります。
インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) のプロトコルは、ファイアウォールで CIFS
サーバーからドメインコントローラに許可される必要があります。「受信の Echo Request
の許可」の有効化は、CIFS サービスの実行に必要です。
表 3-6に、追加の CIFS ポートとプロトコルを示します。
表 3-6

追加の CIFS ポートとプロトコル

ポート

プロトコル

目的

53

TCP、UDP

DNS

88

TCP、UDP

Kerberos

139

TCP

DFSN、NetBIOS セッションサービス、NetLog

445

TCP、UDP

SMB、CIFS、SMB2、DFSN、LSARPC、NbtSS、
NetLogonR、SamR、SrvSvc

464

TCP、UDP

Kerberos の変更、またはパスワードの設定

3268

TCP

LDAP GC

4379

TCP

CIFS の CTDB

表 3-7に、SSL がある LDAP に必要なポートを示します。
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SSL ポートがある LDAP

表 3-7
ポート

プロトコル

目的

636

TCP

LDAP SSL

3269

TCP

LDAP GC SSL

最大構成の制限
Veritas Access システムソフトウェアの最大構成の制限は次のとおりです。
表 3-8

最大構成の制限

Veritas Access シス 構成の制限
テムソフトウェア
ファイルシステムのサイズ 512 TB
Veritas Access ノード

16

メモ: Flexible Storage Sharing (FSS) では最大 8 つのノードのクラ
スタ設定のみがサポートされます。
サポートされる LUN

ディスクの最大数は、理論上は、オペレーティングシステムに接続でき
る数に制限されます。ただし、千単位でしかテストされていません。

サポートされるファイルシ 500
ステム
ファイルシステム内のティ 2 (プライマリティアとセカンダリティア)
ア
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4
Veritas Access をインストー
ルする準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストールプロセスの概要

■

ノードのハードウェア必要条件

■

Veritas Access の RDMA ネットワークで LLT を使用する

■

ネットワークハードウェアの接続

■

IP アドレスの取得について

■

必要な IP アドレス数の計算について

■

ストレージ構成の確認について

インストールプロセスの概要
Veritas Access クラスタとは、「ノード」と呼ばれる一連の接続されたサーバーです。これ
らのノードをまとめると、クラスタと呼ばれる統合エンティティが形成されます。
図 4-1 に、Veritas Access クラスタの例を示します。
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インストールプロセスの概要

Veritas Access クラスタ例の概要

図 4-1

クライアント

クライアント

パブリックネットワーク

eth0 eth3
eth1
ノード 1

eth0 eth3
eth1

eth2

eth2

プライベートネットワーク

ノード 2

ファイバーチャネルスイッチ

ストレージアレイ

メモ: 図 4-1 に記載された NIC 名は例です。NIC の実際の名前は、インストール中に決
定する必要があります。
Veritas Access ソフトウェアのインストールの概要には、次の手順が含まれています。
■

ネットワーク管理者からネットワーク情報を収集します。

■

ネットワークハードウェアを接続します。

■

各ノードにオペレーティングシステムをインストールします。

■

ノードに Veritas Access をインストールします。ドライバノードがクラスタのノードの 1
つである場合は、ノードのコンソールからインストーラを開始する必要があります。ドラ
イバノードがクラスタに含まれない場合は、インストーラをドライバノードから実行して、
ssh 接続でクラスタをインストールして設定できます。
Veritas Access 7.2 リリース以降、インストーラはクラスタの任意のノードから実行で
きます。
p.55 の 「クラスタ上での Veritas Access ソフトウェアのインストールと設定」 を参照
してください。
p.51 の 「ドライバノードについて」 を参照してください。
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■

ノードでインストールと設定を実行して、クラスタ全体を設定します。インストールの時
間は設定により異なります。

ノードのハードウェア必要条件
次の表は、各ノードのハードウェア必要条件をまとめたものです。
表 4-1
項目

ノードのハードウェア必要条件
必要条件

ネットワークインターフェー 各ノードには少なくとも 4 つの NIC が必要。
スカード (NIC)
2 つの NIC はプライベートネットワークに接続する。
■

■

2 ノードクラスタの場合は、各ノードの 2 つのプライベート NIC をク
ロス接続するか、スイッチを使用する。
クラスタに 3 つ以上のノードがある場合は、専用スイッチ (または専
用 VLAN を備えたパブリックスイッチまたはプライベートスイッチ)
があり、すべてのプライベート NIC がスイッチに接続されていること
を確認する。

各ノードからパブリックネットワークに 2 つのパブリック NIC を接続す
る。ゲートウェイが各パブリック NIC に到達できる必要がある。
IP アドレス

2 ノードクラスタの場合は、利用可能な 9 つの IP アドレスがあることを
確認する。
■

4 つの IP アドレスは、物理 IP の設定に使用される。

■

4 つの IP アドレスは、仮想 IP の設定に使用される。

■

1 つの IP アドレスは、Veritas InfoScale Operations Manager コ
ンソールの設定に使用される。
1 つの IP アドレスはレプリケーションに使用され、省略可能。

■

この 9 つの IP アドレスが、セキュアシェル (ssh) 経由で Veritas Access
をインストールするためにターゲットクラスタノードにすでに割り当てら
れている IP アドレスとは異なることを確認する。

Veritas Access の RDMA ネットワークで LLT を使用
する
RDMA (remote direct memory access) により、CPU の使用を最小限に抑えて、アプ
リケーションメモリ間でサーバーからサーバーにデータを直接移動できます。RDMA で
は、RDMA に対応するネットワークカードとスイッチを使用して InfiniBand ネットワーク上
のノード間のユーザー領域アプリケーションまたはファイルシステム間の高速相互接続が
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提供されます。クラスタ環境では、RDMA により、異なるノードのアプリケーションが低遅
延、低 CPU 使用率でより高速なデータ転送を行えます。

Veritas Access クラスタ環境の InfiniBand ネットワーク上の RDMA
Veritas Access は、ノード上のアプリケーション間のデータ転送に LLT (Low Latency
Transport) を使用しています。LLT は高性能かつ低遅延で、IP スタックに代わるものと
して機能し、すべてのクラスタ通信に使用されます。すべての利用可能なプライベートネッ
トワークリンク全体でノード間通信を分散 (ロードバランス) します。これは、すべてのクラ
スタ通信の性能と耐障害性が、すべてのプライベートネットワークリンク (最大 8 個) 全体
で均一に分散されることを意味します。リンクが失敗すると、トラフィックは残りのリンクにリ
ダイレクトされます。また、LLT は、ネットワークリンク上のハートビート信号の送受信も担
当します。RDMA ネットワーク上の LLT データ転送を使用することにより、ノード間のファ
イルシステムデータ転送と I/O 転送の両方でパフォーマンスが向上します。
ノード間で迅速なアプリケーションデータ転送を有効にするには、RDMA をサポートする
ネットワークインターフェースカード (NIC) およびネットワークスイッチが必要です。また、
RDMA のオペレーティングシステムおよび LLT の設定も必要です。
p.39 の 「Veritas Access の RDMA 上の LLT を設定する」 を参照してください。

アプリケーション間のより高速の相互接続のための LLT での RDMA の
サポートについて
Low Latency Transport (LLT) は、設定済みの RDMA リンクごとに 2 つのチャネル
(RDMA と非 RDMA) を保持しています。RDMA と非 RDMA の両方のチャネルは、ノー
ド間でデータを転送できます。LLT は、これらのチャネルを使用するためにクライアント
(CFS や CVM など) に個別のアプリケーションプログラムインターフェース (API) を提供
します。RDMA チャネルは、主にクライアント別のデータ転送に使用され、非 RDMA チャ
ネルは UDP 層上で作成され、LLT で主にハートビートの送受信に使用します。Group
Membership Services/Atomic Broadcast (GAB) は、非 RDMA チャネルの健全性に
従って、クラスタのクラスタメンバーシップを決定します。RDMA チャネルと非 RDMA チャ
ネルの接続は分離されていますが、RDMA チャネルに対する接続操作と切断操作は非
RDMA チャネルの状態に基づいてトリガされます。
非 RDMA チャネルが起動し、RDMA チャネルが停止している場合、RDMA チャネルが
修正されるまで、非 RDMA チャネルを介したデータ転送のパフォーマンスは低くなりま
す。システムログには、RDMA チャネルの起動時またはダウン時にメッセージが表示され
ます。
LLT では、オペレーティングシステム上の Open Fabrics Enterprise Distribution (OFED)
層とドライバがハードウェアとの通信に使用されます。RDMA 上の LLT は、1 つのノード
上で動作するアプリケーションが、RDMA が有効なネットワークを介して別のノードで動
作するアプリケーションのメモリへの直接アクセスを可能にします。非 RDMA ネットワーク
上で、LLT クライアントは、アプリケーションに対して読み取り操作または書き込み操作を
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実行するために、中間データのコピーの作成が必要です。RDMA ネットワークは、遅延
が減り、スループットが増え、CPU ホスト使用率が最小化されるため、アプリケーションの
パフォーマンスが向上します。LLT と GAB のクライアントの CFS と CVM は、RDMA 上
で LLT を使用できます。

Veritas Access の RDMA 上の LLT を設定する
Veritas Access のインストール中、クラスタノード上に InfiniBand NIC がある場合、
InfiniBand NIC が除外されない限り、インストーラは RDMA 上の LLT を自動的に設定
します。
ここでは、LLT で Veritas Access の RDMA 機能のサポートに必要なハードウェアと設
定について説明します。RDMA 上の LLT を設定する詳細な手順は次のとおりです。
1.RDMA をサポートする NIC、ネットワークスイッチ、ケーブルを選択します。

表 4-2

RDMA 対応ハードウェア

ハードウェ サポート対象の形式
ア

参照

ネットワーク Mellanox-based Host Channel Adapters
インストールについて詳しくは、ハー
カード
(HCA) (VPI、ConnectX、ConnectX-2 および ドウェア製造元のマニュアルを参照
3)
してください。
ネットワーク Mellanox、InfiniBand スイッチ
インストールについて詳しくは、ハー
スイッチ
ドウェア製造元のマニュアルを参照
イーサネットスイッチは、データセンターブリッ
してください。
ジング (DCB) 対応である必要があります。
ケーブル

銅ケーブル、光ケーブル、InfiniBand ケーブ
ル

インストールについて詳しくは、ハー
ドウェア製造元のマニュアルを参照
してください。

2.最初の 2 つの非除外 InfiniBand NIC をプライベート NIC として接続します。

メモ: クロスリンク接続は、RDMA 環境のプライベート NIC ではサポートされていません。
3.RDMA、InfiniBand ドライバ、ユーティリティの有効化に必要なパッケージは、基本オ

ペレーティングシステムでインストールされるようにします。または、YUM リポジトリからイ
ンストールできます。
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表 4-3

RDMA、InfiniBand、またはイーサネットネットワークに必要なドライ
バとユーティリティ

パッケージ

ドライバとユーティリティ

RDMA 操作に必要なデバイスドライ
バ

■

libmthca

■

libmlx4

■

rdma

■

librdmacm-utils

■

opensm

■

opensm-libs

■

libibumad

OpenSM 関連パッケージ

InfiniBand のトラブルシューティング ■
とパフォーマンステスト
■
■

InfiniBand 操作に必要な libibverbs ■
パッケージ
■

ibutils
infiniband-diags
perftest
libibverbs-devel
libibverbs-utils

Veritas Access インストーラが RDMA 上で LLT を設定する方法
Veritas Access インストーラが InfiniBand NIC を Veritas Access の RDMA 上の LLT
として設定する具体的な手順は次のとおりです。

1

InfiniBand NIC が検出されると、インストーラは必要なオペレーティングシステムパッ
ケージをインストールします。

2

NIC が除外されない場合は、プライベート NIC として InfiniBand NIC を選択しま
す。

3

静的プライベート IP を割り当て、InfiniBand NIC を使用するように LLT を設定しま
す。

/etc/llttab 内の RDMA 上の LLT の例
次に、etc/llttab ファイル内の RDMA 上の LLT の例を示します。
rdma_01:~ # cat /etc/llttab
set-node rdma_01
set-cluster 54791
link priveth0 udp - rdma 51001 - 172.16.0.3 172.16.0.255
link priveth1 udp - rdma 51002 - 172.16.1.3 172.16.1.255
set-flow highwater:1000
set-flow lowwater:800
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ネットワークハードウェアの接続
Veritas Access ソフトウェアのインストール前に、必要なネットワークハードウェアを備え
たすべてのノードを設定し、イーサネットインターフェースをプライベートとパブリックのネッ
トワークに接続して、クラスタを集める必要があります。
クラスタを集めるには、次の手順を実行します。
■

クラスタの任意の場所を決定します。

■

クラスタ内部制御用のプライベートネットワークに接続する 2 つ以上の冗長なイーサ
ネットインターフェース (ギガビットイーサネット) が各ノードにあることを確認します。

■

パブリックネットワークに接続する 2 つ以上の追加イーサネットインターフェース (ギガ
ビットイーサネット) が各ノードにあることを確認します。マザーボードに組み込まれた
インターフェースまたはアドオン (PCI) ネットワークアダプタインターフェースから、パ
ブリックイーサネットインターフェースを使用できます。

■

パブリック NIC を接続するには、イーサネットケーブルの片側をノード背面のイーサ
ネットインターフェースに接続します。ゲートウェイにアクセスできるように、イーサネッ
トケーブルのもう一方を会社のネットワークに接続します。各ノードには 2 つ以上のパ
ブリックインターフェースが必要です。

■

プライベート NIC を接続するには、NIC 名で並び替えたときに利用可能な最初の 2
つの NIC を使用します。利用可能な NIC は、パブリックネットワークに接続されてい
ない NIC またはノードから除外されていない NIC です。
たとえば、NIC が、eth1、eth2、eth3、 eth4 で、どれもパブリックネットワークに接続さ
れていない、または除外されていない場合、プライベート NIC として eth1 および eth2
を使用します。
イーサネットケーブルの片側をノード背面にあるイーサネットインターフェース 1 と 2
に接続します。2 ノードクラスタの場合、2 つ目のノードで対応するイーサネットイン
ターフェースにイーサネットケーブルのもう一方を接続します。3 つ以上のノードがあ
るクラスタの場合、専用スイッチまたは VLAN にイーサネットケーブルのもう一方を接
続します。
メモ: InfiniBand NIC を使用して Veritas Access の RDMA 上で LLT を設定するこ
とをお勧めします。InfiniBand NIC をプライベートとして接続するか、Veritas Access
のインストール時に NIC を除外します。
p.37 の 「Veritas Access の RDMA ネットワークで LLT を使用する」 を参照してくだ
さい。
p.63 の 「NIC の除外」 を参照してください。

■

Veritas Access のインストールで使用する IP アドレスの範囲については、ネットワー
ク管理者にお問い合わせください。必要な IP アドレスの数は、ノードの数とクラスタ内
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のネットワークインターフェースカードの数によって異なります。1 つのパブリックイン
ターフェースのノードごとに 2 つの IP アドレス (物理 IP アドレスと仮想 IP アドレスを
1 つずつ) と、1 つのクラスタのコンソール IP に 1 つの IP アドレスが必要です。
Veritas Access は、インターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) またはインターネッ
トプロトコルバージョン 6 (IPv6) の両方をサポートしていますが、それらを混在させら
れません。
物理 IP アドレス

特定のイーサネットインターフェースアドレスに関連付けられ、自動的に
フェールオーバーできない IP アドレスです。

仮想 IP アドレス
(VIP)

Veritas Access ソフトウェアでは、特定のイーサネットインターフェース
(VIP) に関連付けられた IP アドレスは、他のノード上の他のインター
フェースにフェールオーバーできません。

コンソール IP アドレ Veritas Access クラスタの管理コンソールとの通信専用の仮想 IP アド
ス
レスです。この仮想 IP アドレスはマスターノードに割り当てられます。マ
スターノードが失敗した場合、Veritas Access ソフトウェアはクラスタか
ら新しいマスターノードを自動的に選択し、コンソールの IP アドレスが
このノードにフェールオーバーされます。

図 4-2 に、4 つのノードによるクラスタの図を示します。
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プライベートネットワークの設定: 4 つのノードによるクラスタ

図 4-2

クライアント

クライアント

クライアント

パブリックネットワーク

1

ノード 2

ノード 3

ノード 4

イーサネットスイッチ
プライベートネットワーク

ファイバーチャネルスイッチ
ストレージアレイ

IP アドレスの取得について
Veritas Access のインストールプロセスでは、1 から 8 までのノードに IP アドレスを設定
できます。デフォルトは 2 つのノードです。
メモ: (Veritas Access のインストール時に使用するものによって) IPv4 アドレスまたは
IPv6 アドレスのいずれかを設定できます。両方は設定できません。172.16.0.X で始まる
IP アドレスを物理 IP アドレスまたは仮想 IP アドレスとして使用しないでください。この範
囲の IP アドレスは、プライベートネットワークに使用されているからです。
クラスタが配置されている施設を担当しているネットワーク管理者から、選択したパブリッ
クネットワークの物理 IP アドレスの連続する範囲、仮想 IP アドレスの連続する範囲、お
よびネットマスクの取得が必要です。すべての IP アドレス (物理および仮想の両方) は、
同じサブネットの一部で、ノードのアクセス IP と同じネットマスクの使用が必要です。
仕様では、インストーラはインストール時に localhost (127.0.0.1) IP アドレスをサポート
しません。
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メモ: ネットマスクは IPv4 アドレスに使用されます。プレフィックスは IPv6 アドレスに使用
されます。プレフィックスの許容範囲は、0-128 (整数) の IPv6 アドレスです。
ネットワーク管理者から取得した情報を使用して、次を構成します。
■

物理 IP アドレス

■

仮想 IP アドレス

■

コンソール IP アドレス

■

レプリケーション IP アドレス (省略可能)

■

デフォルトゲートウェイの IP アドレス

■

ドメインネームシステム (DNS) サーバーの IP アドレス

■

DNS ドメイン名

■

ネットワークタイムプロトコル (NTP) サーバーの IP アドレス (省略可能)

■

Veritas NetBackup の仮想 IP アドレス (省略可能)

必要な IP アドレス数の計算について
このセクションでは、ノードが 2 台あるクラスタの IP アドレス数を計算する方法の例を示
します。この例では、クラスタ内のすべてのノードが同じハードウェア構成であるとします。
したがって、クラスタ内のすべてのノードに同じ数のネットワークインターフェースカード
(NIC) が搭載されています。
■

2 つのプライベート NIC と 2 つのパブリック NIC がそれぞれのネットワークに接続さ
れている必要があります。

■

SSH 経由でインストールするには、1 つのパブリック IP アドレスをいずれかのパブリッ
クインターフェースに割り当てる必要があります。プライベートインターフェースには同
じネットワークセグメント内の IP アドレスを割り当てる必要はありません。

■

パブリック IP アドレスをネットワーク構成ファイル
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX に書き込んで、永続的なアドレ

スにする必要があります。
表 4-4 に示すクラスタ構成を検討してください。
表 4-4

構成例

数

項目

2

クラスタ内のノードの数

4

各ノードのインターフェースの数
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数

項目

2

各ノードに必要なプライベートインターフェースの数

各ノードで 2 つのプライベートインターフェースを選択すると、その他のインターフェース
はすべてパブリックインターフェースとして機能します。
ノードごとのパブリックインターフェースの数を計算するには
◆

ノードのインターフェースの合計数からノードで必要なプライベートインターフェース
の数を減算すると、残りの数がノードのパブリックインターフェースの数になります。

Total number of interfaces (4)
- Number of private interfaces (2)
= Number of public interfaces
4 - 2 = 2

クラスタの物理 IP アドレスと仮想 IP アドレスを計算するには

1

クラスタのインストールに必要な物理 IP アドレスの合計数は、クラスタのノード数と各
ノードのパブリックインターフェースの数を乗算すると計算できます。

Total number of nodes (2)
x Number of public interfaces per node (2)
= Total number of physical IP addresses
= 2 x 2 = 4

2

クラスタのノード数と各ノードのパブリックインターフェースの数を乗算すると、クラス
タのインストールに必要な仮想 IP アドレスの合計数になります。
Total number of nodes (2)
x Number of public interfaces per node (2)
= Total number of virtual IP addresses
= 2 x 2 = 4

3

Veritas Access Operations Manager に必要な IP アドレスの数は 1 つです。
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クラスタのパブリック IP アドレスの合計数を計算するには
◆

クラスタの物理 IP アドレスの数とクラスタの仮想 IP アドレスの数を足して Operations
Manager の IP アドレスの数をさらに足すと、クラスタに必要なパブリック IP アドレス
の合計数になります。
Total number of physical IP addresses/cluster (4)
+ Total number of virtual IP addresses/cluster (4)
+ Number of IP addresses for the Management Console (1)
= Total number of public IP addresses required for the cluster
= 4 + 4 + 1 = 9

IP アドレスを要求して指定するには

1

ネットワーク管理者に必要なパブリック IP アドレスを要求します。

2

たとえば、ネットワーク管理者に 10.209.105.120 から 10.209.105.128 までの
IP アドレスを提供してもらうと、次のようにリソースを割り当てられます。
Start of Physical IP address: 10.209.105.120
Start of Virtual IP address: 10.209.105.124
Management Console IP:"10.209.105.128"

このエントリにより、4 つの物理 IP アドレス (10.209.105.120 から
10.209.105.123)、4 つの仮想 IP アドレス (10.209.105.124 から
10.209.105.127)、Operations Manager の 1 つの IP アドレス (10.209.105.128)
を取得できます。
10.209.105.120 と 10.209.105.121 は、最初のノードで物理 IP アドレスとして

pubeth0 と pubeth1 に割り当てられます。
10.209.105.122 と 10.209.105.123 は、2 番目のノードで物理 IP アドレスとして

pubeth0 と pubeth1 に割り当てられます。
10.209.105.124 から 10.209.105.127 は、2 台のノードで仮想 IP アドレスとして

pubeth0 と pubeth1 に割り当てられます。

ストレージ構成の確認について
警告: オペレーティングシステムのインストールが完了するまで、ファイバーチャネル HBA
を接続しないでください。ローカルディスクが故障している場合、ファイバーチャネル HBA
を接続することで、オペレーティングシステムをローカルディスクにインストールできなくな
ります。ディスクがスキャンされるため、ローカルディスクでのソフトウェアのインストールに
時間がかかります。
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Veritas Access は Flexible Storage Sharing (FSS) をサポートしています。これにより、
ユーザーが Veritas Access アプライアンスで直接接続ストレージを構成して管理できま
す。
オペレーティングシステムをインストールしたら、ストレージ構成を確認します。FSS を使
用しない場合は、各ノードに次のものがあることを確認します。
■

ストレージエリアネットワーク (SAN) スイッチへ接続するための 1 つまたは 2 つのファ
イバーチャネルホストバスアダプタ (HBA)。
必要なファイバーチャネル HBA は 1 つですが、2 つをお勧めします。ファイバーチャ
ネル HBA が 1 つだけあれば、ファイバーチャネルのすべての操作が可能 (高可用
性を除く)。

■

内蔵ブートディスク。Veritas Access ソフトウェアをインストールする前に、ブートディ
スクが所定の場所にあることを確認します。

FSS を使用する場合は、各ノードに内蔵ブートディスクの他に、少なくとも 2 つの追加の
ローカルデータディスクが接続されていることを確認します。
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クラスタのインストールと設
定
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストールの概要

■

インストール手順の概要

■

インストールする前に

■

クラスタの各ノードでのオペレーティングシステムのインストール

■

ターゲットクラスタノードでの Veritas Access のインストール

■

NIC 結合と NIC 除外について

■

イーサネットインターフェースカードの交換

■

I/O フェンシングの設定

■

Veritas NetBackup の設定について

■

Veritas Access の設定中の kdump の有効化について

■

Veritas Access のクラスタ名とネットワークの再設定

■

Veritas Access クラスタに KMS サーバーを構成する

インストールの概要
最初に、ノードが 2 台ある Veritas Access クラスタをインストールできます。最大で 8 台
ノードを追加してクラスタを拡張できます。推奨するノードの最小数は 2 台です。クラスタ
にノードを追加してもサービスは中断されません。
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インストール手順の概要
Veritas Access ソフトウェアのインストールは、主に次の 2 つの部分で構成されていま
す。
■

オペレーティングシステムのインストール
Veritas Access には Red Hat Enterprise Linux が必要です。
p.14 の 「システム要件」 を参照してください。

■

Veritas Access ソフトウェアのインストール

表 5-1に、インストール手順の概要を示します。概要には参照情報が含まれ、各タスクに
関する詳細情報を確認できます。
表 5-1

インストール手順の概要

タスク

手順

タスク 1: クラスタの各ノードにオ 手順は次のとおりです。
ペレーティングシステムをインス
■ USB デバイス、ハードディ
トールします。
スクコントローラなどの自動
システム検出を行います。
■ インストールデバイスを選択
します。
■ クロックとタイムゾーンを設定
します。
■ 自動インストールのシステム
を準備します。
■ 自動ディスクパーティション
を分割します。
■ 自動パッケージをインストー
ルします。
■ Red Hat Enterprise Linux
カーネル更新をインストール
します。

詳細参照先
p.52 の 「ターゲット Veritas
Access クラスタへのオペレー
ティングシステムのインストール」
を参照してください。
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タスク

手順

タスク 2: Veritas Access ソフト 手順は次のとおりです。
ウェアをクラスタにインストール
■ 必要な Red Hat Enterprise
します。
Linux オペレーティングシス
テム RPM をインストールし
ます。YUM が構成されてい
る場合、インストーラによっ
て事前チェック時に必要な
RPM がインストールされま
す。
■ Veritas Access の tar ファ
イルを抽出して、インストー
ラを実行します。
■ ネットワーク構成情報 (クラ
スタ名、IP アドレス、結合イ
ンターフェース情報、DNS
情報など) を入力します。
■ ノードでのインストールを確
認します。

詳細参照先
p.55 の 「クラスタ上での
Veritas Access ソフトウェアの
インストールと設定」 を参照して
ください。

インストールする前に
Veritas Access ソフトウェアをインストールする前に、次のことを実行します。
■

プライベートネットワークで DHCP サーバーを実行していないことを確認する

■

クラスタ内のすべてのノードの BIOS で USB イーサネットインターフェースを無効に
する

■

クラスタノード間に少なくとも 2 つのプライベートリンクと 2 つ以上のパブリックリンクが
設定されていることを確認する

■

クラスタ内の任意のノードに Veritas Access をインストールする前にファイバーチャ
ネルのケーブルを接続する

■

各クラスタノードに 1 つのパブリック IP アドレスを用意する。この IP アドレスはインス
トーラで使用するため、後で Veritas Access クラスタで使用するパブリック IP プー
ルや仮想 IP プールのアドレスにしない
メモ: パブリック IP アドレスは、設定時に指定した物理 IP アドレスに置換されるため、
Veritas Access の設定後は利用できません。
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■

パブリック NIC とネットワーク構成ファイル
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XX で、新しい IP を設定して永続ア

ドレスにします。
例:
TYPE=Ethernet
HWADDR=00:50:56:3d:f1:3e
DEVICE=eth2
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.200.56.214
NETMASK=255.255.252.0
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes

クラスタの各ノードでのオペレーティングシステムのイン
ストール
Veritas Access ソフトウェアをインストールする前に、Red Hat Enterprise Linux オペ
レーティングシステムとカーネルバージョンのインストールが必要です。次の手順には、
指示とダウンロードリンクが含まれています。
Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムをクラスタの各ノードにインストー
ルするには

1

必要なシステム要件を満たします。適切なバージョンの Red Hat Linux オペレー
ティングシステムとカーネルバージョンがあることを確認します。

2

Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムをインストールするには、次の
情報を使用します。
『Red Hat Enterprise Linux 6 インストールガイド』の第 1 章、「Red Hat Enterprise
Linux の入手」を参照してください。
https://access.redhat.com/downloads/
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/pdf/
Installation_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-6-Installation_Guide-en-US.pdf

ドライバノードについて
クラスタのノードのコンソール (ノードのローカル管理コンソール) から Veritas Access を
インストールする予定がない場合は、Veritas Access のインストールで使用する Veritas
Access クラスタのターゲットノードではない、別のサーバーが必要です。このサーバー
は、ドライバノードと呼ばれます。
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Veritas Access のインストールスクリプトを実行すると、Veritas Access のインストーラが
ドライバノードとターゲット Veritas Access クラスタノード間の ssh 接続の設定を支援し
ます。
ドライバノードのプラットフォームには、RHEL 6、SLES 11 SP2、または SLES 11 SP3
を使用できます。

ターゲット Veritas Access クラスタへのオペレーティングシステムのイン
ストール
インストールプロセスの最初のタスクとして、クラスタの各ノードに Red Hat Enterprise
Linux オペレーティングシステムをインストールします。
オペレーティングシステムをインストールするには

1

Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムのインストール DVD を挿入
し、DVD からサーバーを起動します。
p.15 の 「Linux の必要条件」 を参照してください。
外付けの USB DVD-ROM も使用できます。

2

Red Hat Enterprise オペレーティングシステムのインストール時は、一貫したネット
ワークデバイス命名機能を無効にします。
メモ: 一貫したネットワークデバイス命名機能は、Dell システムではデフォルトで有効
になっています。その機能を無効にするには、boot コマンドラインで次のオプション
を入力します。linux biosdevname=0

3

boot プロンプトで、［Install and upgrade an existing system］オプションを選択し
ます。Enter キーを押します。

4

インストーラでメディアチェックを実行するかどうか、またはこのオプションをスキップ
するかどうかを確認するメッセージが表示されます。［Skip］を選択し、インストールを
続行します。

5

Red Hat Enterprise Linux バナーからインストールを開始し、［Next］をクリックして
インストールを続行します。

6

インストールでは、言語を選択する画面が表示されます。Veritas Access では英語
のみがサポートされています。［English］を選択します。英語がインストールに、そし
てシステムデフォルトとして使用されます。［Next］をクリックして続行します。

7

インストール中とシステムのデフォルトとして使用するキーボードの正しいレイアウト
タイプを選択します。選択したら、［Next］をクリックして続行します。
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8

Red Hat Enterprise Linux は、多種多様のストレージデバイスにインストールできま
す。この画面では、基本的なストレージデバイス、または特定のストレージデバイス
を選択できます。［Next］をクリックして続行します。

9

インストーラでは、Red Hat Enterprise Linux の既存のインストールが自動的に検
出されます。［Fresh Installation］または［Upgrade an Existing Installation］を実行
するかどうかを選択するよう求められます。
システムに Red Hat Enterprise Linux がインストールされている場合、そのインス
トールをアップグレードするかどうかを確認するダイアログが表示されます。既存シス
テムのアップグレードを実行するには、ドロップダウンリストから適切なインストールを
選択し、［Next］を選択します。

10 インストーラでは、ルートユーザーのホスト名を設定するように求められます。また、
ネットワークを構成するかどうかを確認するメッセージも表示されます。IP アドレスを
適切なパブリック NIC に設定して、再起動後にその IP アドレスを使用して NIC に
アクセスできるようにします。［Next］をクリックして、続行します。

11 ［Time Zone Configuration］画面で、使用しているコンピュータの物理的な場所に
最も近い都市を選択し、タイムゾーンを設定します。［Next］をクリックして、続行しま
す。

12 システムのルートパスワードを設定するように求められます。ルートパスワードを入力
せずに、インストールプロセスの次の段階には進めません。［Root Password］フィー
ルドにルートパスワードを入力します。Red Hat Enterprise Linux では、セキュリティ
のため文字がアスタリスクで表示されます。［Confirm］フィールドに同じパスワードを
入力し、パスワードが正しく設定されていることを確認します。ルートパスワードを設
定したら、［Next］を選択して続行します。

13 インストールのタイプを選択する必要があります。必要に応じて、インストールのレイ
アウトを選択します。

14 ［Disk Partitioning Setup］画面では、次の 4 つの異なる方法のいずれかでデフォ
ルトのパーティションレイアウトを作成することを選択できます。または、ストレージデ
バイスを手動でパーティション分割し、カスタムレイアウトも作成できます。

15 ［Encrypt System］オプションを選択した場合、インストーラではシステムのパーティ
ションを暗号化するパスフレーズを入力するように求められます。

16 ストレージデバイス選択画面で複数のストレージデバイスを選択した場合、オペレー
ティングシステムのインストールに使用可能なデバイスと、データストレージのファイ
ルシステムにのみ接続するデバイスを選択するように求められます。ストレージデバ
イスを 1 つだけ選択した場合、この画面は表示されません。インストール時に、デー
タストレージ専用として識別したデバイスがファイルシステムの一部としてマウントさ
れますが、パーティション分割もフォーマットもされません。インストールに使用され
るデバイスの識別を終了したら、［Next］をクリックして、続行します。

53

第 5 章 クラスタのインストールと設定
ターゲットクラスタノードでの Veritas Access のインストール

17 読み取り可能なパーティションテーブルが既存のハードディスクにない場合、インス
トールプログラムでハードディスクを初期化するように求められます。［Re-initialize
drive］をクリックします。

18 カスタムレイアウトを作成するか、デフォルトのレイアウトを修正するように求められま
す。選択したパーティション分割オプションを確認するようにも求められます。［Write
changes to disk］をクリックすると、ハードドライブをパーティション分割し、Red Hat
Enterprise Linux をインストールできるようになります。

19 ［Package Installation Defaults］画面が表示され、Red Hat Enterprise Linux イン
ストールのデフォルトのパッケージについて詳述されます。この画面は、インストール
する Red Hat Enterprise Linux のバージョンによって異なります。
要件に従って、ブートローダー (GRUB) を構成し、インストールパッケージを選択し
ます。インストーラにより必要なパッケージがインストールメディアから検索され、イン
ストールされます。［Basic Server］オプションをインストールに選択します。

20 パッケージのインストールが完了したら、インストール後タスクのためシステムの再起
動が必要です。インストールメディアを取り出し、［Reboot］をクリックして続行します。

21 これで Red Hat Enterprise Linux のインストールが完了しました。このセクションで
表示されているものと同じ手順に従って、クラスタのその他のノードにオペレーティン
グシステムをインストールできます。
手順について詳しくは、Red Hat Enterprise Linux のドキュメントを参照してくださ
い。

22 クラスタのすべてのノード上で SELinux を無効にします。

ターゲットクラスタノードでの Veritas Access のインス
トール
クラスタのインストールは、一度だけ行います。最大で 8 ノードクラスタをインストールでき
ます。
続行する前に、次の設定に注意してください。
■

クラスタに十分な IP アドレスが割り当てられていない場合は、インストールを続行で
きません。
メモ: IPv4 アドレスと IPv6 アドレスは混在させられません。新しい IP アドレスは、
Veritas Access のインストール時に最初に使用したものと同じバージョンである必要
があります。
p.43 の 「IP アドレスの取得について」 を参照してください。
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2 ノードクラスタのインストールには、約 40 分かかります。インストール時間は、設定とノー
ド数に応じて異なります。

クラスタ上での Veritas Access ソフトウェアのインストールと設定
Veritas Access をインストールして設定するには、ドライバノード、クラスタの任意のノー
ド、またはクラスタノードのコンソールからインストーラを実行します。
p.55 の 「クラスタノードのコンソールからインストーラを実行するには」 を参照してくださ
い。
ドライバノードとは、Veritas Access をインストールするクラスタノードの 1 つではないノー
ドを指します。ドライバノードがすべてのクラスタノードに ssh を使用できることを確認する
必要があります。
クラスタノードのコンソールからインストーラを実行するには

1

クラスタノードのコンソールにログインします。

2

コンソールから、クラスタノードにログインします。

3

次のコマンドを使用して、ISO イメージを手動でマウントします。
# mkdir /accessmnt
# mount -o loop ACCESS-7.2-<image> /accessmnt

4

インストーラがあるディレクトリを入力します。
# cd /accessmnt/

ドライバノードまたはクラスタ内の任意のノードからインストーラを実行するには

1

ルートユーザーとパスワードを使用して、ISO イメージをインストールするノードにロ
グインします。

2

次のコマンドを使用して、ISO イメージを手動でマウントします。
# mkdir /accessmnt
# mount -o loop ACCESS-7.2-<image> /accessmnt

3

インストーラがあるディレクトリを入力します。
# cd /accessmnt/

クラスタをインストールして設定するには
メモ: インストール中、インストーラのログは /var/tmp にあります。
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1

次のいずれかのコマンドを入力して、インストールを開始します。
# ./installaccess node1_ip node2_ip
# ./access72 node1_ip node2_ip

ここで、node1_ip と node2_ip は、ssh を介して Veritas Access をインストールす
るターゲットクラスタノードに割り当て済みのパブリック物理 IP アドレスです。
これらは、インストール通信のためにノードに割り当てられた現在の IP です。
この例は 2 つのノードをインストールするためのものです。もう一つ別のターゲット
ノードクラスタをインストールするには、この手順で使用されているコマンドラインに
node3_ip を追加します。

2

インストーラはオペレーティングシステムの依存関係を確認し、必要な OS RPM を
自動的にインストールします。OS RPM の依存関係がソートされていない場合は、
Redhat サブスクリプションマネージャのユーザー ID とパスワードが必要です。

3

インストーラが Veritas Access RPM をインストールします。

4

ライセンス方式を選択します。ライセンスに関する質問に答えて、指示に従います。
1) Enter a valid perpetual or subscription license key file
2) Register with evaluation mode and complete system licensing
later
How would you like to license the systems? [1-2,q,?] (2)
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5

インストーラが設定後に開かれるファイアウォールポートを表示し、そのポートを開く
かどうかを確認します。
Veritas Access needs to open the following ports:
111 Rpcbind (NFS)
11211 Memcached Port
123 NTP Service
139 CIFS Service
14161 GUI
161 SNMP Service
2049 NFS Service
21 FTP Port
22 SSH Service
25 SMTP Port
30000:40000 FTP Passive Port Range
3172,3173 Server View Ports
4001 Mountd (NFS)
4045 NLM (NFS)
4379 CTDB Port
445 CIFS TCP Service
51001,51002 RDMA Service
514 Syslog Service
53 DNS Service
5634 VIOM
56987 Replication Service
756,757,755 Statd (NFS)
8088 REST Server
8143 Object Access Gateway
8144 Object Access Admin Gateway
Do you want to proceed? [y,n,q] (y)

6

InfiniBand NIC が存在する場合、インストーラはクラスタノード上に RDMA 環境を
自動的に設定します。
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7

クラスタを設定するために、インストーラが次の情報を求めます。
The Veritas Access Cluster name:
The public IP starting address:
The netmask for public IP address
The virtual IP starting address:
The number of VIPs per interface:
The default gateway IP address:
The DNS server IP address:
The DNS server domain name:
The console virtual IP address:
Do you want to use the separate console port?

メモ: クラスタ名には、英字、数字、アンダースコアのみを含められます。クラスタ名
はアルファベットの文字で始まる必要があり、最大 15 文字です。また、別のコンソー
ルポートを選択すると、最初のパブリック NIC はコンソールポートとしてのみ機能す
るように選択されます。

8

インストーラが、Network Time Protocol (NTP) サーバーを設定するかどうかを確
認します。
Do you want to configure the Network Time Protocol(NTP) server
to
synchronize the system clocks? [y,n,q] y
Enter the Network Time Protocol server: [q,?]

y を入力すると、NTP サーバーを入力できます。n を入力すると、NTP サーバーは
設定されません。
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9

インストーラがネットワークデバイスを検出します。インストーラが、NIC ボンディング
を設定するか、または NIC を除外するかを確認します。
Do you want to configure NIC bonding or exclude NICs? [y,n,q] (n)

NIC ボンディングを設定しない場合や NIC を除外しない場合は、n を入力します。
手順 10 に進みます。
NIC ボンディングを設定する場合や NIC を除外する場合は、y を入力します。
p.63 の 「NIC の除外」 を参照してください。
p.71 の 「新しい NIC 結合の作成」 を参照してください。
メモ: この手順を終えると、ターゲット Veritas Access ノードに割り当てられた一時
的な IP アドレスにアクセスできなくなります。Veritas Access のインストール中に割
り当てられた新しい IP アドレスのセットを使用してノードにアクセスする必要がありま
す。

59

第 5 章 クラスタのインストールと設定
ターゲットクラスタノードでの Veritas Access のインストール

10 インストーラに、ネットワーク設定の確認を求めるメッセージが表示されます。
新しい IP アドレス、ホスト名、その他の詳細などの設定情報が正しいことを確認しま
す。
Configuration checklist:
System
Hostname
New Hostname
============================================================
192.168.10.1 oldhostname01.example.com newhostname01.example.com
192.168.10.2

oldhostname02.example.com

newhostname02.example.com

System
Gateway IP
DNS IP
Domain name
================================================================
192.168.10.1 192.168.10.3 192.168.10.0 hostname.example.com
192.168.10.2 192.168.10.3 192.168.10.0 hostname.example.com
System
NIC name(previous name) Physical IP
====================================================
192.168.10.1 pubeth0(eth10)
192.168.10.5
192.168.10.1 pubeth1(eth11)
192.168.10.6
192.168.10.2 pubeth0(eth10)
192.168.10.7
192.168.10.2 pubeth1(eth11)
192.168.10.8
Virtual IP
=========================================================
192.168.10.10 192.168.10.11 192.168.10.12 192.168.10.13
System
NIC name(previous name)
======================================
192.168.10.1 priveth0(eth8)
192.168.10.1 priveth1(eth9)
192.168.10.2 priveth0(eth8)
192.168.10.2 priveth1(eth9)
Is this information correct? [y,n,q] (y)
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11 確認後に、インストーラが NIC とホストの名前を変更し、システムの IP を割り当てま
す。また、インストーラが Low Latency Transport (LLT) リンクの状態を確認し、自
動的に選択します。
メモ: InfiniBand NIC がプライベート NIC として選択されている場合は、インストー
ラは LLT リンクの状態を確認しません。p.37 の 「Veritas Access の RDMA ネット
ワークで LLT を使用する」 を参照してください。

12 (ドライバノードではない) クラスタの任意のノードに ISO イメージをインストールしよ
うとすると、セッションがネットワーク設定によって切断されます。インストーラによって
指示された IP アドレスを使用して再ログインし、インストールを再開します。
The system is performing network configuration tasks. The current
session will be temporarily disconnected. Re-login with
10.209.193.248
to resume installation.

13 インストーラに、インストール中に I/O フェンシングを設定するかどうかを確認するメッ
セージが表示されます。
Do you want to configure I/O Fencing in enabled mode? [y,n,q,?]
(y)

I/O フェンシングを設定しない場合は、n を入力します。クラスタ内で共有ディスクと
ローカルディスクの両方を使用する予定の場合は、インストーラで I/O フェンシング
を設定しないことをお勧めします。手順 15 に進みます。
I/O フェンシングを設定するには、y を入力します。
p.83 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

14 インストーラがクラスタノードを自動的に再起動し、各ノードの Kdump 機能を有効に
します。

15 ログファイルでインストールと設定を確認します。ログは /opt/VRTS/install/logs/
にあります。
メモ: インストール後、以前に割り当てたコンソール IP アドレスを使用して Veritas Access
コンソールに接続し、デフォルトのユーザー名 master とデフォルトのパスワード master
を使用してログオンします。
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Veritas Access 7.2.1 グラフィカルユーザーインターフェース (GUI)
Veritas Access には、特定の Veritas Access クラスタのダッシュボードと、共有、ストレー
ジインフラ、レポート、および設定のビューを提供するグラフィカルユーザーインターフェー
ス (GUI) があります。管理者は GUI を使用して、クラスタのタスクを実行したり、結果を監
視したりできます。このリリースでは、GUI は Veritas Access の一部です。
I/O フェンシングの設定を正常に完了すると、画面に GUI へのリンクが表示されます。
Open the https://<console IP>:14161 URL
in your browser to start the Veritas Access GUI application.

NIC 結合と NIC 除外について
クラスタに Veritas Access をインストールするときに、NIC を使用して次の操作を実行で
きます。
■

NIC を除外する
p.63 の 「NIC の除外」 を参照してください。

■

NIC を含める
p.67 の 「NIC を含める場合」 を参照してください。

■

新しい NIC 結合を作成し、結合に NIC を追加する
p.71 の 「新しい NIC 結合の作成」 を参照してください。

■

結合を削除する
p.77 の 「NIC 結合の削除」 を参照してください。

■

結合リストから NIC を削除する
p.80 の 「結合リストからの NIC の削除」 を参照してください。

メモ: NIC 結合と NIC 除外の設定オプションは、単一の NIC または結合、複数の NIC
または結合の両方をサポートしています。

メモ: NIC 除外機能を使用する場合は、最初のノードで任意の NIC を除外できます。た
だし、他のノードで任意の NIC を除外する場合は、ノードごとに NIC を除外できます。
p.63 の 「NIC の除外」 を参照してください。

メモ: NIC 結合機能を使用する場合は、最初のノードのスレーブ結合 NIC の PCI ID が、
他のノードのスレーブ結合 NIC の PCI ID と同じであることを確認します。
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NIC の除外
Veritas Access をクラスタにインストールするとき、その他のストレージのプロセスのため
に一部の NIC を使用する場合があります。Exclude a NIC 機能を使用して、Veritas
Access に使用しない一部の NIC を除外できます。
メモ: NIC 結合または NIC 除外の設定オプションは、単一の NIC または結合、複数の
NIC または結合の両方をサポートしています。
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NIC を除外するには

1

Veritas Access のインストール時に、インストーラで NIC 結合を設定するか、NIC
を除外するかどうかを確認するメッセージが表示されます。NIC を除外する場合は、
y と入力します。
Do you want to configure NIC bonding or exclude NICs? [y,n,q] (n)
y

2

インストーラで選択を入力するように求められます。NIC を除外する場合は 1 と入力
します。

Veritas Access 7.2.1 Configure Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
bond status
If excluded
=============================================
eth2 0000:02:03.0 (physical NIC) N
eth3 0000:02:04.0 (physical NIC) N
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC) N
eth5 0000:02:06.0 (physical NIC) N
eth6 0000:02:07.0 (physical NIC) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC) N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
1
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3

インストーラで、除外する NIC を選択するように求められます。選択内容を入力しま
す。
Choose NICs for exclusion
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
b)

eth2 0000:02:03.0 (physical
eth3 0000:02:04.0 (physical
eth4 0000:02:05.0 (physical
eth5 0000:02:06.0 (physical
eth6 0000:02:07.0 (physical
eth7 0000:02:08.0 (physical
Exclude NICs per node
Back to previous menu

Choose NICs: [1-7,b,q] 1 2(1,2)

NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
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4

前のメニューに戻ります。別の NIC を除外に選択できます。別の NIC を除外する
場合は 1 と入力します。または、設定を保存し、Veritas Access のインストールを続
行できます。
設定を保存する場合は 7 と入力します。

Veritas Access 7.2.1 Configure Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
bond status
If excluded
=============================================
eth2 0000:02:03.0 (physical NIC) Y
eth3 0000:02:04.0 (physical NIC) Y
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC) N
eth5 0000:02:06.0 (physical NIC) N
eth6 0000:02:07.0 (physical NIC) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC) N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
7
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5

ノードごとに NIC を除外するには、手順 3 で、7 と入力します。PCI ID が一貫して
いない NIC を以下に示します。
Choose NICs for exclusion
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
b)

eth2 0000:02:03.0 (physical
eth3 0000:02:04.0 (physical
eth4 0000:02:05.0 (physical
eth5 0000:02:06.0 (physical
eth6 0000:02:07.0 (physical
eth7 0000:02:08.0 (physical
Exclude NICs per node
Back to previous menu

NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
NIC)

Choose NICs: [1-7,b,q] 7
Choose items: [1-1,b,q] 1
1
0000:02:00.0 (10.198.95.214)
2
0000:02:01.0 (10.198.95.214)
3
0000:02:06.0 (10.198.95.212)
4
0000:02:09.0 (10.198.95.214)
5
0000:02:14.0 (10.198.95.212)
6
0000:02:15.0 (10.198.95.212)
b) Back to previous menu
Choose NICs: [1-6,b,q] 1 2 3 4 5 6

メモ: NIC の除外機能は InfiniBand NIC でサポートされていますが、PCI ID が同じす
べての NIC が除外操作時に除外されます。p.37 の 「Veritas Access の RDMA ネット
ワークで LLT を使用する」 を参照してください。

NIC を含める場合
Veritas Access をクラスタにインストールするとき、前に除外した 1 つ以上の NIC を含
める必要がある場合があります。Include a NIC 機能を使用して、Veritas Access に
使用する NIC を含められます。
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NIC を含めるには

1

一部の NIC を除外し、設定を保存していない場合、NIC を再度含められます。イン
ストーラにてクラスタで設定する NIC オプションを選択するように求められたら、NIC
を含める場合は 2 と入力します。
Veritas Access 7.2.1 Configure Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
bond status
If excluded
=============================================
eth2 0000:02:03.0 (physical NIC) Y
eth3 0000:02:04.0 (physical NIC) Y
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC) N
eth5 0000:02:06.0 (physical NIC) N
eth6 0000:02:07.0 (physical NIC) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC) N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
2
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2

含める NIC を選択するように求められます。選択内容を入力します。
Choose NICs for inclusion
1)
2)
3)
b)

eth2 0000:02:03.0 (excluded NIC)
eth3 0000:02:04.0 (excluded NIC)
Include NICs per node
Back to previous menu

Choose NICs: [1-6,b,q] 1
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3

前のメニューに戻ります。別の NIC を含めるように選択できます。別の NIC を含め
る場合は、2 と入力します。または、設定を保存し、Veritas Access のインストール
を続行できます。
設定を保存する場合は、7 と入力します
Veritas Access 7.2.1 Configure Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network..
NIC PCI ID
bond status
If excluded
=============================================
eth2 0000:02:03.0 (physical NIC) N
eth3 0000:02:04.0 (physical NIC) Y
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC) N
eth5 0000:02:06.0 (physical NIC) N
eth6 0000:02:07.0 (physical NIC) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC) N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]

4

ノードごとに NIC を含める場合は、手順 2 で 3 と入力します。

メモ: NIC を含める機能は InfiniBand NIC でサポートされていますが、該当の操作の際、
PCI ID が同じすべての NIC が含まれます。p.37 の 「Veritas Access の RDMA ネット
ワークで LLT を使用する」 を参照してください。
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新しい NIC 結合の作成
管理者は Veritas Access のインストール時にパブリック NIC インターフェースの指定リ
ストから結合 NIC インターフェースを作成できます。この機能により、管理者はインストー
ルとインストール後の結合作成に使用される多くの物理 IP アドレスを保存できます。
■

結合インターフェース機能は、パブリックインターフェースのみのネットワークインター
フェースカード (NIC) に使用できます。プライベートインターフェースの結合はサポー
トされていません。

■

InfiniBand NIC は PCI ID が同じため、結合できません。p.37 の 「Veritas Access
の RDMA ネットワークで LLT を使用する」 を参照してください。

■

パブリック NIC に対して結合インターフェースを作成できるのは、パブリック NIC の
PCI ID がノード間で一致して同じである場合のみです。

結合インターフェースを作成しない場合、インストールを続行します。
p.43 の 「IP アドレスの取得について」 を参照してください。
p.44 の 「必要な IP アドレス数の計算について」 を参照してください。
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結合を作成するには

1

Veritas Access のインストール中に、インストーラで NIC 結合を設定するか、NIC
を除外するかどうかを確認するメッセージが表示されます。NIC 結合を設定する場
合は y と入力します。
Do you want to configure NIC bonding or exclude NICs? [y,n,q] (n)
y

2

インストーラで選択を入力するように求められます。3 と入力して、新しい結合を作成
します。
Veritas Access 7.2.1 Configure Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
bond status
If excluded
=============================================
eth2 0000:02:03.0 (physical NIC) N
eth3 0000:02:04.0 (physical NIC) N
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC) N
eth5 0000:02:06.0 (physical NIC) N
eth6 0000:02:07.0 (physical NIC) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC) N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
3
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3

インストーラで、新しい結合の結合モードを選択するように求められます。選択内容
を入力します。
Configure the mode for the NIC bonding:
1)
2)
3)
4)
5)
b)

balance-rr
active-backup
balance-xor
broadcast
802.3ad
Back to previous menu

Select the mode of bond: [1-5,b,q] 3
bond0 is created.
Press [Enter] to continue

4

3 または 5 を選択した場合、インストーラで結合モードの結合オプションを選択する
ように求められます。
1) layer2
2) layer3+4
3) default
Select the bonding option: [1-3,b,q] 1
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5

インストーラに、クラスタに設定する NIC オプションを選択するよう求めるメッセージ
が表示されます。
Veritas Access 7.2.1 Configure Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
bond status
If excluded
=============================================
eth2 0000:02:03.0 (physical NIC) N
eth3 0000:02:04.0 (physical NIC) N
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC) N
eth5 0000:02:06.0 (physical NIC) N
eth6 0000:02:07.0 (physical NIC) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC) N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
4
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6

インストーラで NIC を選択するように求められます。
1)
2)
3)
4)
5)
6)
b)

eth2
eth3
eth4
eth5
eth6
eth7
Back

0000:02:03.0 (physical
0000:02:04.0 (physical
0000:02:05.0 (physical
0000:02:06.0 (physical
0000:02:07.0 (physical
0000:02:08.0 (physical
to previous menu

Choose NICs: [1-6,b,q] 1

NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
NIC)
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7

インストーラで NIC を追加する結合名を選択するように求められます。
1)
b)

bond0
Back to previous menu

Choose a bond: [1-1,b,q] 1
Adding 0000:02:03.0 to bond0 was successful
Press [Enter] to continue:
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8

インストーラに、クラスタに設定する NIC オプションを選択するよう求めるメッセージ
が表示されます。
結合に別の NIC を追加する場合は、4 と入力します。または、7 を入力して設定を
保存し、Veritas Access のインストールを続行できます。
Veritas Access 7.2.1 Configure Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
bond status
If excluded
===============================================
eth2 0000:02:03.0 (Slave of bond0) N
eth3 0000:02:04.0 (Slave of bond0) N
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC)
N
eth5 0000:02:06.0 (physical NIC)
N
eth6 0000:02:07.0 (physical NIC)
N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC)
N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
7

NIC 結合の削除
管理者は、すでに作成されている結合を削除できます。
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NIC 結合を削除するには

1

Veritas Access のインストール中に、インストーラに選択内容を入力するよう求める
メッセージが表示されます。既存の結合を削除するには、5 を入力します。
Veritas Access 7.2.1 Install Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
BOND status
If excluded
===============================================
eth0 0000:02:01.0 (physical NIC)
N
eth1 0000:02:02.0 (physical NIC)
N
eth2 0000:02:03.0 (Slave of bond0) N
eth3 0000:02:04.0 (Slave of bond0) N
eth4 0000:02:05.0 (Slave of bond2) N
eth5 0000:02:06.0 (Slave of bond1) N
eth6 0000:02:07.0 (Slave of bond1) N
eth7 0000:02:08.0 (Slave of bond2) N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
5
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2

インストーラに、削除する結合を選択するよう求めるメッセージが表示されます。選択
内容を入力します。
1)
2)
3)
b)

bond0
bond1
bond2
Back to previous menu

Choose bonds: [1-3,b,q] 3
Deleting NIC bonding bond2 succeeded
Press [Enter] to continue:
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3

インストーラに、クラスタに設定する NIC オプションを選択するよう求めるメッセージ
が表示されます。別の結合を削除する場合は、5 を入力します。または、7 を入力し
て設定を保存し、Veritas Access のインストールを続行できます。
Veritas Access 7.2.1 Install Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
BOND status
If excluded
===============================================
eth0 0000:02:01.0 (physical NIC)
N
eth1 0000:02:02.0 (physical NIC)
N
eth2 0000:02:03.0 (Slave of bond0) N
eth3 0000:02:04.0 (Slave of bond0) N
eth4 0000:02:05.0 (physical NIC)
N
eth5 0000:02:06.0 (Slave of bond1) N
eth6 0000:02:07.0 (Slave of bond1) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC)
N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]

結合リストからの NIC の削除
インストール中に、管理者は設定が保存される前に、すでに結合のスレーブである NIC
を削除できます。
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結合リストから NIC を削除するには

1

Veritas Access のインストール中に、インストーラに選択内容を入力するよう求める
メッセージが表示されます。結合リストから NIC を削除するには、6 を入力します。
メモ: NIC 結合または NIC 除外の設定オプションは、単一の NIC または結合、複
数の NIC または結合の両方をサポートしています。
Veritas Access 7.2.1 Install Program
10.200.114.45 10.200.114.46

NIC bonding/NIC exclusion configuration
NIC bonding supports only public NICs. Make sure the NICs you
choose
are connected to public network.
NIC PCI ID
BOND status
If excluded
===============================================
eth0 0000:02:01.0 (physical NIC)
N
eth1 0000:02:02.0 (physical NIC)
N
eth2 0000:02:03.0 (Slave of bond0) N
eth3 0000:02:04.0 (Slave of bond0) N
eth4 0000:02:05.0 (Slave of bond0) N
eth5 0000:02:06.0 (Slave of bond1) N
eth6 0000:02:07.0 (Slave of bond1) N
eth7 0000:02:08.0 (physical NIC)
N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Exclude NICs
Include NICs
Create a new bond
Add NICs to a bond
Remove bonds
Remove NICs from the bond list
Save and Continue

Select the NIC option to be configured in this Cluster: [1-7,q]
6
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2

インストーラに、NIC 結合から削除する NIC を選択するよう求めるメッセージが表示
されます。選択内容を入力します。
Choose a NIC to be deleted from the NIC bonding
1)
2)
3)
4)
5)
b)

eth2
eth3
eth4
eth5
eth6
Back

0000:02:03.0 (Slave
0000:02:04.0 (Slave
0000:02:05.0 (Slave
0000:02:06.0 (Slave
0000:02:07.0 (Slave
to previous menu

of
of
of
of
of

bond0)
bond0)
bond0)
bond1)
bond1)

Choose a NIC: [1-8,b,q] 5
The NICs with the PCI id 0000:02:05.0 has been removed from /
the NIC bonding
Press [Enter] to continue:

3

インストーラに、クラスタに設定する NIC オプションを選択するよう求めるメッセージ
が表示されます。結合リストから別の NIC を削除する場合は、6 を入力します。また
は、7 を入力して設定を保存し、Veritas Access のインストールを続行できます。

イーサネットインターフェースカードの交換
場合によっては、ノードのイーサネットインターフェースカードを交換する必要があります。
このセクションでは、カードを交換する手順について説明します。
メモ: 以下の手順で、既存のイーサネットインターフェースカードを交換します。この手順
では、クラスタにイーサネットインターフェースカードを追加することはできません。追加す
るイーサネットインターフェースカードに新しいデバイスドライバが必要な場合は、ノード
にイーサネットインターフェースカードを搭載する前に新しいデバイスドライバを設置しま
す。
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イーサネットインターフェースカードを交換するには

1

Cluster> shutdown コマンドを使用してノードをシャットダウンします。

例:
Cluster> shutdown access_03
Stopping Cluster processes on access_03.......done
Sent shutdown command to access_03

2

Cluster> del コマンドを使用してクラスタからノードを削除します。

例:
Cluster> del access_03

3

ノードに交換用のイーサネットインターフェースカードを設置します。

4

ノードの電源を入れます。

5

イーサネットインターフェースカードがアクティブでオンラインであることを確認しま
す。

6

Cluster> add コマンドを使用してクラスタにノードを戻します。

例:
Cluster> add 172.16.113.118

このセクションの説明にある Cluster> add と Upgrade> コマンドについて詳しくは、関
連 man ページを参照してください。

I/O フェンシングの設定
Veritas Access は、共有ディスクを使用するクラスタに対するディスクベースのフェンシ
ングと、ローカル DAS ディスクを使用するクラスタに対するマジョリティベースのフェンシ
ングの 2 つのフェンシングモデルをサポートしています。
共有ディスク (SAN) とローカルディスクの両方を使用する場合は、マジョリティベースの
フェンシングの使用が必要です。インストーラで I/O フェンシングを設定しないことをお勧
めします。
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1

Veritas Access の設定中、製品を起動すると、インストーラはフェンシングを設定す
るかどうかを質問します。
Do you want to configure I/O Fencing in enabled mode? [y,n,q,?]
(y)

2

フェンシングを設定するには y と入力します。
■

クラスタに初期化された共有ディスクが含まれていない場合は、マジョリティベー
スのフェンシングモードが設定されます。
The I/O fencing would be configured in majority mode.

■

共有ディスクが接続および初期化されている場合は、ディスクベースの I/O フェ
ンシングが設定されます。ディスクの選択を求められます。
メモ: 3 つの利用可能な VxVM ディスクを選択するか、フェンシングディスクグ
ループを形成する VxVM ディスクとして 3 つのディスクを初期化できます。選択
が必要なディスクは 3 つだけです。

3

インストーラは製品を停止し、再起動の前にフェンシングの設定を適用します。

Veritas NetBackup の設定について
Veritas NetBackup を使用する場合は、NetBackup エンドユーザー使用許諾契約
(EULA) に準拠するため、Veritas Access で使用するように NetBackup を構成する前
に、有効なライセンスキーを購入して、外部の NetBackup マスターサーバーに入力する
必要があります。NetBackup マスターサーバーで NetBackup のライセンスキーを入力
する方法について詳しくは、『Veritas NetBackup インストールガイド』を参照してくださ
い。
NetBackup を使用する場合は、Backup> virtual-ip コマンドを使用して、いずれの
仮想 IP アドレス (コンソールサーバーの IP アドレスや Veritas Access ソフトウェアのイ
ンストールに使用される物理 IP アドレスを含む) とも同じにならないようにその仮想 IP ア
ドレスを設定します。

Veritas Access の設定中の kdump の有効化につい
て
Veritas Access の設定中に、Veritas Access のインストーラがクラスタノードでの kdump
の有効化を試みます。Veritas Access ソフトウェアの必要条件を満たすために、インス
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トーラは次のオプションを使用して /etc/kdump.conf ファイルおよび
/boot/grub/grub.conf ファイルを変更します。
■

/boot/grub/grub.conf
crashkernel = 512M-2G:64M, 2G-:256M

■

/etc/kdump.conf
path /opt/VRTSsnas/core/kernel/
core_collector makedumpfile -c --message-level 1 -d 31

Veritas Access のクラスタ名とネットワークの再設定
Veritas Access をインストールして設定した後に、必要に応じてクラスタ名とネットワーク
を再設定できます。
クラスタを再設定する前に、ルートユーザーのアクセス権限が無効になっているため、ノー
ドの support ユーザーを有効にする必要があります。support ユーザーのデフォルトパ
スワードは veritas です。初めてログオンした後に、パスワードを変更できます。
Veritas Access のクラスタ名とネットワークを再設定するには

1

support ユーザー名とパスワードを使用して、ホストコンソールにログオンします。

2

すべてのサービスグループがオフラインであることを確認します。次のコマンドを入
力します。
/opt/VRTS/install/installaccess72 -updateparameter
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3

システムのプライベート IP を入力します。
172.16.0.3 172.16.0.4

メモ: システムのプライベート IP のみを入力する必要があります。パブリック IP は、
ここでは使用しません。

4

クラスタ名とネットワーク情報を入力します。
The Veritas Access Cluster name:
The public IP starting address:
The netmask for public IP address
The virtual IP starting address:
The number of VIPs per interface:
The default gateway IP address:
The DNS server IP address:
The DNS server domain name:
The console virtual IP address:
Do you want to use the separate console port?
Do you want to configure the Network Time Protocol(NTP)
server to synchronize the system clocks? [y,n,q] (n)

インストーラに、入力された情報が正しいかどうかの確認が表示されます。設定が完
了し、新しいクラスタと IP がクラスタに設定されます。
インストーラに、ログファイルと概要ファイルの場所が表示されます。必要に応じて、
ファイルを表示して設定の状態を確認します。
メモ: クラスタ名には、英字、数字、アンダースコアのみを含められます。クラスタ名
はアルファベットの文字で始まる必要があり、最大 15 文字です。また、別のコンソー
ルポートを選択すると、最初のパブリック NIC はコンソールポートとしてのみ機能す
るように選択されます。

メモ: クラスタに FSS ディスクがある場合は、クラスタ名を 10 文字に制限します。
FSS ディスクをフォーマットした後は、クラスタ名を変更しないでください。

Veritas Access クラスタに KMS サーバーを構成する
Veritas Access クラスタに KMS サーバーを構成できます。
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Veritas Access クラスタに KMS サーバーを構成するには

1

KMS サーバーの SSL 公開キー (Base64 形式) とそのポート番号を取得します。
このキーは、Veritas Access クラスタと KMS サーバー間の通信に使用されます。

2

Veritas Access クラスタで自己署名 SSL キーペアを生成します。
System> kms certificate generate

3

KMS サーバーの公開キーをインポートします。
System> kms certificate import_server_cert

4

KMS サーバーを構成します。手順 1 で取得した SSL 公開キーをここに入力しま
す。
System> kms config server <server_ip><server_port>

ここで、server_ip は KMS サーバーの IP、
server_port は、KMS サーバーのポート番号です。

5

KMS 管理者はその管理 GUI を使用して、KMS サーバーと Veritas Access クラス
タ間の通信を許可するための信頼証明書を設定します。

詳しくは、system_kms のマニュアルページを参照してください。
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応答ファイルを使用した
Veritas Access のインス
トールと設定の自動化
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルについて

■

Veritas Access のサイレントインストールの実行

■

Veritas Access のインストールと設定のための応答ファイル変数

■

Veritas Access のインストールと設定のためのサンプル応答ファイル

応答ファイルについて
インストーラスクリプトは、インストール、設定、アップグレード、またはアンインストールの
各手順で、応答ファイルを生成します。応答ファイルには、手順中に入力した設定情報
が含まれています。手順が完了すると、インストールスクリプトにより応答ファイルの場所
が表示されます。
応答ファイルは、-responsefile オプションを使用してインストールスクリプトを呼び出
すことで、今後のインストール手順に使用できます。応答ファイルは、スクリプトに引数を
渡して、インストールまたはアンインストールを自動化します。
p.138 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。
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Veritas Access のサイレントインストールの実行
サイレントインストールと設定は、Veritas Access ソフトウェアをプロンプトなしでインストー
ルできるように準備する応答ファイルによって実現できます。この機能は、Veritas Access
ソフトウェアを多くのノードにインストールする場合に有用です。
Veritas Access のサイレントインストールと設定を実行する前に、ノード間にセキュアシェ
ル (ssh) 通信を手動で設定する必要があります。
p.140 の 「パスワードなしのセキュアシェル (ssh) の手動設定」 を参照してください。
ISO イメージのルートディレクトリから Veritas Access のサンプル応答ファイルを取得で
きます。
Veritas Access のサイレントインストール機能を使用するには
◆

次のコマンドを入力します。
# ./installaccess -responsefile access.responsefile

access.response サンプルファイルを生成するには

1

Veritas Access ソフトウェアをエラーなしでインストールして設定します。

2

access.response サンプルファイルをログディレクトリから取得します。

access.response サンプルファイルを使用するには

1

Veritas Access のサンプル応答ファイルの名前を access.responsefile に変更
します。

2

クラスタ名、IP アドレス範囲、その他のパラメータを設定の必要に応じて修正します。

インストールにかかる時間は、設定によって異なる場合があります。
p.55 の 「クラスタ上での Veritas Access ソフトウェアのインストールと設定」 を参照して
ください。

Veritas Access のインストールと設定のための応答
ファイル変数
表 6-1 に、Veritas Access のインストールと設定のために定義できる応答ファイル変数
の一覧を示します。
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表 6-1

Veritas Access のインストールのための応答ファイル変数

変数

説明

CFG{bondmode}{bond<n>}

BOND の結合モードを定義する。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{bondname}

BOND の結合名のリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{bondpool}{bond<n>}

スレーブ NIC の PCI ID のリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{config_majority_based_fencing}

マジョリティフェンシングを有効にする。値は 1。
I/O フェンシング変数
「fencing_scsi3_disk_policy」、
「fencing_newdg_disks」、「fencing_dgname」
と一緒には使用できない。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: マジョリティベースのフェ
ンシングでは必須

CFG{exclusion}

除外 NIC の PCI ID のリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{fencing_dgname}

I/O フェンシング用のディスクグループを指定
する。値は sfscoorddg。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: I/O フェンシングでは必
須

CFG{fencing_newdg_disks}

フェンシングディスクを定義する。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: I/O フェンシングでは必
須
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変数

説明

CFG{fencing_option}

I/O フェンシングの設定モードを指定する。ディ
スクベースの I/O フェンシングの場合、値は 2。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: I/O フェンシングでは必
須

CFG{fencing_scsi3_disk_policy}

I/O フェンシングを使用するための SCSI-3 ディ
スクポリシーを指定する。値は dmp。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: I/O フェンシングでは必
須

CFG{fencingenabled}

フェンシングが有効かどうかを定義する。有効
な場合、値は 1。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: I/O フェンシングでは必
須

CFG{opt}{licensefile}

ベリタスの永久ライセンスキーファイルまたはサ
ブスクリプションライセンスキーファイルの場所
を指定する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{keys}{"node_ip"}

各ノードの Veritas Access ライセンスを指定
する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{newnodes}

クラスタノードの新しいアクセス IP を指定する。
この値は、各ノードの最初のパブリック IP アド
レスである必要がある。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{comcleanup}

設定後にインストーラによって追加された ssh
接続をクリーンアップする。値は 1。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須
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変数

説明

CFG{opt}{confignic}

すべてのネットワーク変数値を使用して NIC 設
定を実行する。値は 1。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{configure}

パッケージがすでにインストールされている場
合、設定を実行する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{install}

Veritas Access RPM をインストールする。
-configure オプションを使用することで、後
から設定を実行できる。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{installallpkgs}

インストーラが、値が 1 に設定されている変数
に基づいてすべての Veritas Access RPM を
インストールするようになる。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{noipc}

更新チェックのための SORT への接続を無効
にする。値は 0。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{ssh}

システム間の通信に ssh を使用するかどうかを
決定する。有効な場合、値は 1。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{prod}

インストールまたはアンインストールする製品を
定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須
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変数

説明

CFG{publicbond}

結合 NIC の PCI ID のリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{publicnetmaskarr}

パブリック NIC または結合に割り当てられてい
るネットマスクのリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{publicparr}

パブリック NIC または結合に割り当てられてい
るパブリック IP のリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{redhat_subscription_username}

Red Hat サブスクリプション管理に登録する
ユーザー名を指定する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 一部の必須 OS rpm が
システム上にない場合には必要
ユーザー名に特殊文字が含まれている場合
は、一重引用符で囲む必要がある (例:
‘1234@abc’)。

CFG{redhat_subscription_password}

Red Hat サブスクリプション管理に登録するパ
スワードを指定する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 一部の必須 OS rpm が
システム上にない場合には必要
パスワードに特殊文字が含まれている場合は、
一重引用符で囲む必要がある (例:
‘1234@abc’)。

CFG{snas_clustername}

製品のクラスタ名を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_consoleip}

製品のコンソール IP を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須
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変数

説明

CFG{snas_defgateway}

製品のゲートウェイを定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_dnsdomainname}

製品の DNS ドメイン名を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_dnsip}

製品の DNS IP を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_ntpserver}

製品の NTP サーバーの名前を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_nvip}

各 NIC の VIP の数を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_pipprefix}

パブリック IP のプレフィックスを定義する (IPV6
環境のみ)。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_pipstart}

パブリック IP の初期 IP を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_pnmaskstart}

パブリック IP のネットマスクを定義する (IPV4
環境のみ)。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_sepconsoleport}

別のコンソールポートを使用するかどうかを定
義する。使用する場合は 1、しない場合は 0。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須
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変数

説明

CFG{snas_vipprefix}

仮想 IP のプレフィックスを定義する (IPV6 環
境のみ)。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_vipstart}

仮想 IP の初期 IP を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{snas_vnmaskstart}

仮想 IP のネットマスクを定義する (IPV4 環境
のみ)。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{systems}

製品をインストールまたはアンインストールする
システムのリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{vcs_allowcomms}

単一ノードクラスタを設定する場合に、LLT ま
たは GAB を開始するかどうかを示す。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{vcs_clusterid}

一意のクラスタ ID を文字列番号で定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{vcs_clustername}

クラスタ名を文字列で定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{vcs_lltlink<n>}{"new_node_ip"}

最初のハートビートリンクの NIC 名を定義す
る。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須
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変数

説明

CFG{vcs_rdmalink1_address}{"new_node_ip"} RDMA プライベート link1 の IP アドレスを指定
する。後の値は、node_01 が 172.17.0.3、
node_02 が 172.17.0.4 のように続く。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: プライベート NIC として
の RDMA NIC では必須
CFG{vcs_rdmalink1_netmask}{"new_node_ip"} RDMA プライベート link1 の IP ネットマスクを
指定する。値は 255.255.255.0。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: プライベート NIC として
の RDMA NIC では必須
CFG{vcs_rdmalink1_port}{"new_node_ip"}

RDMA プライベート link1 のポート番号を指定
する。値は 51001。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: プライベート NIC として
の RDMA NIC では必須

CFG{vcs_rdmalink2_address}{"new_node_ip"} RDMA プライベート link2 の IP アドレスを指定
する。後の値は、node_01 が 172.16.1.3、
node_02 が 172.16.1.4 のように続く。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: プライベート NIC として
の RDMA NIC では必須
CFG{vcs_rdmalink2_netmask}{"new_node_ip"} RDMA プライベート link2 の IP ネットマスクを
指定する。値は 255.255.255.0。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: プライベート NIC として
の RDMA NIC では必須
CFG{vcs_rdmalink2_port}{"new_node_ip"}

RDMA プライベート link2 のポート番号を指定
する。値は 51002。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: プライベート NIC として
の RDMA NIC では必須
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変数

説明

CFG{vcs_userenpw}

暗号化されたユーザーパスワードを定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{vcs_username}

VCS の追加ユーザー名を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{vcs_userpriv}

ユーザー権限を定義する。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{virtualiparr}

パブリック NIC または結合に割り当てられる仮
想 IP のリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{virtualnetmaskarr}

パブリック NIC または結合に割り当てられるネッ
トマスクのリスト。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

Veritas Access のインストールと設定のためのサンプ
ル応答ファイル
Veritas Access のインストールと設定のための応答ファイルの例を次に示します。
####################################################
our %CFG;
#Installs Product packages.
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installallpkgs}=1;
$CFG{opt}{comsetup}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{opt}{ssh}=1;
$CFG{prod}="SNAS72";
$CFG{opt}{licensefile}="<absolute_path_of_licfile>";
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#Performs the configuration if the packages are already installed
$CFG{opt}{configure}=1;
#the PCI IDs of slave NICs
$CFG{bondpool}{bond0}=[ qw(0000:02:09.0 0000:02:07.0) ];
$CFG{bondpool}{bond1}=[ qw(0000:02:04.0 0000:02:08.0) ];
#mode of each bond
$CFG{bondmode}{bond0}=5;
$CFG{bondmode}{bond1}=6;
#names of bond
$CFG{bondname}=[ qw(bond0 bond1) ];
#the PCI IDs of excluded NICs
$CFG{exclusion}=[ qw(0000:02:03.0 0000:02:0a.0) ];
#the PCI IDs of all the bonded NICs
$CFG{publicbond}=[ qw(0000:02:03.0 0000:02:04.0 0000:02:07.0
0000:02:08.0) ];
#public IPs
$CFG{publiciparr}=[ qw(10.200.58.100 10.200.58.101 10.200.58.102
10.200.58.103 10.200.58.104 10.200.58.105 10.200.58.106 10.200.58.107)
];
#netmask for public IPs
$CFG{publicnetmaskarr}=[ qw(255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0)
];
#the user name to register with Red Hat subscription management
$CFG{redhat_subscription_username}="rhel_user";
#the password to register with Red Hat subscription management
$CFG{redhat_subscription_password}="rhel_password";
#clustername of SNAS
$CFG{snas_clustername}="testsnas";
#console IP of SNAS
$CFG{snas_consoleip}="10.200.58.220";
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#default gateway of SNAS
$CFG{snas_defgateway}="10.200.58.1";
#domain name of DNS
$CFG{snas_dnsdomainname}="cdc.veritas.com";
#IP of DNS
$CFG{snas_dnsip}="10.200.58.3";
#NTP server name
$CFG{snas_ntpserver}="ntp.veritas.com";
#number of VIPs on each NIC
$CFG{snas_nvip}=1;
#netmask of public IPs(only ipv4 environment)
$CFG{snas_pnmaskstart}=255.255.255.0;
#the initial IP of public IPs
$CFG{snas_pipstart}="10.200.58.100";
#if use separate console port, 1 for yes, 0 for no
$CFG{snas_sepconsoleport}="0";
#netmask of virutal IPs(only ipv4 environment)
$CFG{snas_vnmaskstart}=255.255.255.0;
#the initial IP of virtual IPs
$CFG{snas_vipstart}="10.200.58.108";
#virtual IPs
$CFG{virtualiparr}=[ qw(10.200.58.108 10.200.58.109
10.200.58.110 10.200.58.111 10.200.58.112
10.200.58.113 10.200.58.114 10.200.58.115) ];
#netmask for virual IPs
$CFG{virtualnetmaskarr}=[ qw(255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0)
];
#target systems
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$CFG{systems}=[ qw(10.200.58.66 10.200.58.82) ];
#indicates whether to start llt/gab when user wants to setup a single
node cluster
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
#define the unique cluser id with a string number
$CFG{vcs_clusterid}=325;
#define the cluster name with a string
$CFG{vcs_clustername}="testsnas";
#define the nic name for the first heartbeat link.
$CFG{vcs_lltlink1}{"10.200.58.100"}="priveth0";
$CFG{vcs_lltlink1}{"10.200.58.104"}="priveth0";
$CFG{vcs_lltlink2}{"10.200.58.100"}="priveth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{"10.200.58.104"}="priveth1";
#define the encrypted user password
$CFG{vcs_userenpw}=[ qw(GPQiPKpMQlQQoYQkPN) ];
#define the added username for VCS
$CFG{vcs_username}=[ qw(admin) ];
#define the user privilege
$CFG{vcs_userpriv}=[ qw(Administrators) ];
1;
####################################################
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クラスタのノードの表示と追
加
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Access インストールの状態と条件について

■

クラスタ内のノードの表示

■

クラスタに新しいノードを追加する前に

■

クラスタへのノードの追加

■

クラスタからのノードの削除

■

クラスタノードのシャットダウン

Veritas Access インストールの状態と条件について
表 7-1 で、Veritas Access のインストール状態について説明します。
表 7-1

Veritas Access のインストール状態

インストールの状 説明
態
RUNNING

ノードがクラスタに含まれ、このノードで Veritas Access プロセスが実行さ
れています。

FAULTED

ノードがダウンしているか、Veritas Access プロセスが実行されていません。

LEAVING

ノードをクラスタから正常に切り離しています。

EXITED

ノードをクラスタから正常に切り離しました。
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インストールの状 説明
態
UNKNOWN

ノードの正確な状態を判断できません。

表 7-2 で説明するクラスタの状態に応じて、Cluster> show コマンドの出力は変わりま
す。
表 7-2

クラスタの状態

状態

説明

ノードは設定済みでクラスタに 状態は FAULTED と表示され、インストールの状態やネットワー
参加しているが、電源が切れて クの統計情報は示されません。
いる。
ノードは設定済みでクラスタに 状態は FAULTED と表示され、インストールの状態やネットワー
参加しているが、クラスタから物 クの統計情報は示されません。
理的に削除されている。
ノードは設定済みでクラスタに 状態が LEAVING から EXITED に変わります。
参加しているが、Cluster>
shutdown コマンドを使用して
ノードがシャットダウンされてい
る。
設定済みでクラスタに参加して ノードはクラスタから削除され、削除したノードに関する情報は入
いるノードに Cluster> del 手できなくなります。
コマンドを使用する。

クラスタ内のノードの表示
過去 15 分間のクラスタ内のすべてのノード、ノードの状態、CPU 負荷、ネットワーク負荷
を表示できます。
Cluster> show currentload オプションを使用することで、その時点から 5 秒間に収

集された CPU およびネットワークの負荷を表示できます。
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クラスタ内のノードのリストを表示するには

1

クラスタの一部であるノードと、クラスタに追加できるシステムのリストを表示するには、
次のように入力します。
Cluster> show

コマンド出力には、次の情報が含まれます。次の例を参照してください。
ノードがすでにクラスタに追加されている場合は、ノード名が表示され
ます。ノードがまだクラスタに追加されている途中の場合は、ノードの
IP アドレスが表示されます。

Node

例:
node_01
または
10.200.58.202
ノードの状態が表示されます。または、インストールされている場合は、
システムのインストール状態がシステムの IP アドレスとともに表示され
ます。

State

p.101 の 「Veritas Access インストールの状態と条件について」 を参
照してください。

2

CPU

CPU 負荷が示されます。

pubethX

パブリックインターフェース X のネットワーク負荷が示されます。

bondX

結合 NIC X のネットワーク負荷が示されます。

すでにクラスタにあるノードの場合は、次のように表示されます。

Node

State

CPU(15 min) pubeth0(15 min)
%

tx(MB/s)
------------------snas_01 RUNNING
snas_02 RUNNING

pubeth1(15 min)

rx(MB/s) tx(MB/s)

rx(MB/s)

----------- -------- --------

--------

1.35
1.96

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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3

クラスタに追加中のノード、クラスタから削除中のノード、アップグレード中のノードの
場合は、次の進行状況が表示されます。
Nodes in Transition
Node/IP

Operation

State

Description

------

---------

-----

-----------

10.200.58.202

Add node

FAILED

Installing packages

snas_03

Delete node

ONGOING

Removing node

snas_01,snas_02
phase 2

Rolling upgrade ONGOING

Rolling upgrade

メモ: add node 操作と delete node 操作は同時に実行できません。

4

その時点から 5 秒間に収集された CPU およびネットワークの負荷を表示するには、
次のように入力します。
Cluster> show currentload

出力例:

Node

tx(MB/s)
----------snas_01
0.00
snas_02
0.00
snas_03
0.00

State

-----

CPU(5 sec)

pubeth0(5 sec)

pubeth1(5 sec)

%

rx(MB/s) tx(MB/s) rx(MB/s)

----------

-------- -------- --------

RUNNING

0.26

0.01

0.00

0.01

RUNNING

0.87

0.01

0.00

0.01

RUNNING

10.78

27.83

12.54

0.01

ネットワークインターフェースの統計情報が、クラスタノードで使用できるパブリックイ
ンターフェースごとに表示されます。
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クラスタに新しいノードを追加する前に
オペレーティングシステムをインストールした後、複数ノード Veritas Access クラスタを一
度にインストールして設定できます。その後にノードを追加する場合は、次の手順を実行
する必要があります。
■

追加のノードに適切なオペレーティングシステムソフトウェアをインストールします。
p.51 の 「クラスタの各ノードでのオペレーティングシステムのインストール」 を参照し
てください。

■

新しいノードで SELinux を無効にします。

■

ノードを追加する前に、追加のノードに Veritas Access ソフトウェアのインストールは
不要です。ノードを追加するときに、Veritas Access ソフトウェアがインストールされま
す。Veritas Access ソフトウェアがすでにインストールされている場合は、アンインス
トールされた後に (クラスタと同じバージョンの) 製品がインストールされます。製品を
アンインストールしてからインストールする理由は、新しいノードを完全に同じバージョ
ンでインストールし、(存在する場合) パッチレベルを他のクラスタノードと同じにするた
めです。パッケージはクラスタノードに保存されるため、新しいノードの追加中に製品
イメージは不要です。

■

既存のクラスタに新しいノード用の物理 IP アドレスが十分にあることを確認します。
CLISH コマンドで IP アドレスを追加できます。
Network> ip addr add command

例:
Network> ip addr add 10.200.58.107 255.255.252.0 physical
ACCESS ip addr SUCCESS V-288-1031 ip addr add successful.
Network> ip addr show
IP
Netmask/Prefix
--------------10.200.58.101 255.255.252.0
10.200.58.102 255.255.252.0
10.200.58.103 255.255.252.0
10.200.58.104 255.255.252.0
10.200.58.105 255.255.252.0
10.200.58.107 255.255.252.0
10.200.58.231 255.255.252.0
(Con IP)
10.200.58.62 255.255.252.0
10.200.58.63 255.255.252.0
10.200.58.64 255.255.252.0

Device
-----pubeth0
pubeth1
pubeth0
pubeth1

Node
Type
Status
-----------snas_01
Physical
snas_01
Physical
snas_02
Physical
snas_02
Physical
( unused ) Physical
( unused ) Physical
pubeth0 snas_01
Virtual ONLINE
pubeth1 snas_01
pubeth1 snas_01
pubeth1 snas_01

Virtual
Virtual
Virtual

ONLINE
ONLINE
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この例では、未使用の IP アドレス 10.200.58.105 と 10.200.58.107 を、新しいノー
ドが物理 IP アドレスとして使用できます。
■

RDMA ベースの LLT リンクを持つクラスタにノードを追加する場合は、service
iptables stop コマンドを使用してクラスタノードの iptables を無効にします。
例:
# service
iptables:
]
iptables:
]
iptables:
]

iptables stop
Setting chains to policy ACCEPT: filter

[

OK

Flushing firewall rules:

[

OK

Unloading modules:

[

OK

メモ: 先に進む前に、すべてのノードがプライベートネットワークとパブリックネットワー
クに物理的に接続されていることを確認します。

■

既存のクラスタにノードを追加します。
p.106 の 「クラスタへのノードの追加」 を参照してください。

クラスタへのノードの追加
クラスタにノードを追加する前に、ノードにオペレーティングシステムをインストールする必
要があります。
ディスクベースのフェンシングを使用する場合は、I/O フェンシングを正常に設定するた
めの前提条件として、新しく追加するノードでコーディネータディスクが表示されている必
要があります。コーディネータディスクを使用しないと、I/O フェンシングは適切にロードさ
れず、ノードはクラスタメンバーシップを取得できません。
マジョリティベースのフェンシングを使用する場合は、新しく追加するノードに共有ディス
クがなくてもかまいません。
新しいノードを追加して、一部の一意の PCI ID を取り除く場合は、各クラスタノードで取
り除く一意の PCI ID を /opt/VRTSsnas/conf/net_exclusion_dev.conf ファイルに
手動で追加します。例:
[root@bob_01 ~]# cat /opt/VRTSsnas/conf/net_exclusion_dev.conf
0000:42:00.0 0000:42:00.1

メモ: ライトバックキャッシュは、ノードが 2 台あるクラスタでのみサポートされるため、ノー
ドが 2 台あるクラスタにノードを追加するとキャッシュが読み取り専用に変わります。
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メモ: 新しく追加するノードは InfiniBand NIC と同じ構成である必要があります。p.37 の
「Veritas Access の RDMA ネットワークで LLT を使用する」 を参照してください。
クラスタに FSS プールを設定していて、FSS プールのノードグループにノードが存在し
ない場合、新しく追加するノードは FSS ノードグループに追加され、新しいノードのロー
カルデータディスクは FSS プールに追加されます。
クラスタに新しいノードを追加するには

1

master または system-admin アカウントを使用して Veritas Access にログインし

ます。

2

CLISH で、Cluster コマンドを入力して Cluster> モードにします。

3

クラスタに新しいノードを追加するには、次のように入力します。
Cluster> add node1ip, node2ip.....

node1ip, node2ip, .... は、SSH 接続用の追加ノードの IP アドレスリストです。
次のことに注意する必要があります。
■

ノードの IP は、物理 IP または仮想 IP として新しいノードに割り当てる IP アドレ
スに設定しないでください。

■

新しいノードの物理 IP アドレスは、設定されているパブリック IP の開始アドレス
から検出した使用可能な IP アドレスです。

■

仮想 IP は新しいノードに合わせて調整されますが、追加の仮想 IP は割り当て
られません。
ノードを追加したら手順 7 に進んで新しい仮想 IP アドレスをクラスタに追加しま
す。

■

新しいノードにアクセスできる IP アドレスの指定が必要です。

■

新しいノードにアクセス可能な IP アドレスは、パブリックネットワーク上のアドレス
にする必要があります。この IP アドレスは、パブリックネットワークのゲートウェイ
に正常に ping できる必要があります。

例:
Cluster> add 10.200.114.56
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4

ノードが 2 台あるクラスタにノードを追加してライトバックキャッシュを有効にすると、
ノードを追加する前に次のメッセージが表示されます。
CPI WARNING V-9-30-2164 Adding a node to a two-node cluster
that has writeback caching enabled will change the caching
to read-only. Writeback caching is only supported for two nodes.
Do you want to continue adding new node(s)? [y,n,q](n)

ノードの追加を続行する場合は y と入力します。ノードの追加手順を終了する場合
は n と入力します。

5

元のクラスタにキャッシュが存在する場合は、CFS のマウント時に新しいノードで
キャッシュを作成する SSD ディスクの選択を求めるメッセージが表示されます。
1) emc_clariion1_242
2) emc_clariion1_243
b) Back to previous menu
Choose disks separate by spaces to create cache on 10.198.89.164
[1-2,b,q] 1
Create cache on snas_02 .....................Done
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6

クラスタノードで FSS プールを作成していて、新しいノードに 2 つ以上のローカル
データディスクがある場合は、FSS プールに追加するディスクの選択を求めるメッ
セージが表示されます。ストライプボリュームレイアウトの場合は 2 つ以上のディスク
を選択します。選択するディスクの合計サイズは、FSS プールの容量以上にする必
要があります。
Following storage pools need to add disk from the new node:
1) fsspool1
2) fsspool2
3) Skip this step
Choose a
1)
2)
3)
4)
b)

pool to add disks [1-3,q] 1
emc_clariion0_1570 (5.000 GB)
installres_03_sdc (5.000 GB)
installres_03_sde (5.000 GB)
sdd (5.000 GB)
Back to previous menu

Choose at least 2 local disks with minimum capacity of 10 GB [1-4,b,q] 2 4
Format disk installres_03_sdc,sdd ................................ Done
The disk name changed to installres_03_sdc,installres_03_sdd
Add disk installres_03_sdc,installres_03_sdd to storage pool fsspool1

7

Done

必要に応じて、クラスタに仮想 IP アドレスを追加します。ノードを追加しても、クラス
タに新しい仮想 IP アドレスやサービスグループは追加されません。
仮想 IP アドレスを追加するには、ネットワークモードで次のコマンドを使用します。
Network> ip addr add ipaddr virtual

例:
Network> ip addr add 10.200.58.66 255.255.252.0 virtual
ACCESS ip addr SUCCESS V-288-1031 ip addr add successful.

クラスタにノードを追加するときに問題が発生した場合 (たとえば、ノードが一時的にネッ
トワークから切断された場合) は、次の操作を実行して問題を解決します。
ノードを回復するには次の操作を実行します。
■

ノードの電源を切る

■

Cluster> del nodename コマンドを使用してクラスタからノードを削除する

■

ノードの電源を入れる
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■

Cluster> add nodeip コマンドを使用してクラスタにノードを追加する

クラスタからのノードの削除
このコマンドでクラスタからノードを削除します。Cluster> show コマンドで表示される
ノード名を使用します。
メモ: このコマンドは、シングルノードクラスタではサポートされません。
削除したノードが削除する前に実行中の状態だった場合、ノードを再起動するとそのノー
ドは元の IP アドレスに割り当てられるため、元の IP アドレスを使用してクラスタに戻せま
す。ノードの元の IP アドレスは、ノードをクラスタに追加する前にノードで使用していた
IP アドレスです。
クラスタで FSS プールを設定している場合は、FSS プールのノードグループ内の単一
ノードになるノードをインストーラによって削除することはできません。
ライトバックキャッシュが有効になっているノードが 2 台あるクラスタからノードを削除する
と、キャッシュが読み取り専用になります。ライトバックキャッシュは、ノードが 2 台の場合
にのみサポートされます。
クラスタからノードを削除する前にノードで使用していた IP アドレスは、再起動操作を実
行するまでアクセスできます。
クラスタからノードを削除して再起動操作を実行すると、ノードに関連付けられている IP
アドレスが新しいノードのクラスタで制約を受けることなく使用されます。
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クラスタからノードを削除するには

1

クラスタに参加しているすべてのノードの現在の状態を表示するには、次のように入
力します。
Cluster> show

2

クラスタからノードを削除するには、次のように入力します。
Cluster> del nodename

nodename は、Cluster> show コマンドで表示されるリストに示されたノード名で
す。ノードをそのノードの IP アドレスでは指定できません。
例:
Cluster> del snas_01

3

ノードをクラスタから削除すると、ノードで使用していた物理 IP アドレスは未使用の
物理 IP アドレスとしてマーク付けされます。新しいノードを追加すると、この IP アド
レスを使用できます。ノードを削除しても、そのノードで使用していた仮想 IP アドレ
スは削除されません。ノードを削除すると、削除したノードの仮想 IP アドレスはクラ
スタに残っているノードに移動されます。
例:

Network> ip addr show
IP
Netmask/Prefix
--------------10.209.86.232 255.255.252.0
10.209.86.233 255.255.252.0
10.209.86.234 255.255.252.0
10.209.86.235 255.255.252.0
10.209.86.240 255.255.252.0
10.209.86.236 255.255.252.0
10.209.86.237 255.255.252.0
10.209.86.238 255.255.252.0
10.209.86.239 255.255.252.0

Device
-----pubeth0
pubeth1

pubeth0
pubeth0
pubeth0
pubeth1
pubeth1

Node
---source_30a_01
source_30a_01
( unused )
( unused )
source_30a_01
source_30a_01
source_30a_01
source_30a_01
source_30a_01

Type
---Physical
Physical
Physical
Physical
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Status
------

ONLINE (Con IP)
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

物理 IP アドレスまたは仮想 IP アドレスを使用しない場合は、次のコマンドを実行し
て削除できます。
Network> ip addr del ipaddr

例:
Network> ip addr del 10.209.86.234
ACCESS ip addr SUCCESS V-288-1031 ip addr del successful.
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メモ: クラスタで NIC 結合を設定している場合は、スイッチで削除したノードの設定を削
除する必要もあります。

クラスタノードのシャットダウン
単一ノードまたはクラスタ内のすべてのノードをシャットダウンできます。Cluster> show
コマンドで表示されるノード名を使用します。
ノードまたはクラスタ内のすべてのノードをシャットダウンするには

1

ノードをシャットダウンするには、次のように入力します。
Cluster> shutdown nodename

nodename は、シャットダウンするノードの名前を示します。ノードをそのノードの IP
アドレスでは指定できません。
例:
Cluster> shutdown snas_04
Stopping Cluster processes on snas_04
Sent shutdown command to snas_04. SSH sessions to
snas_04 may terminate.

2

クラスタ内のすべてのノードをシャットダウンするには、次のように入力します。
Cluster> shutdown all

nodename として all を入力してクラスタ内のすべてのノードをシャットダウンしま
す。
例:
Cluster> shutdown all
Stopping Cluster processes on all
SSH sessions to all nodes may terminate.
Sent shutdown command to snas_02
Sent shutdown command to snas_03
Sent shutdown command to snas_04
Sent shutdown command to snas_01
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Veritas Access のアップグ
レード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Access パッチのタイプについて

■

Veritas Access 7.2.1 リリースのダウンロード

■

Veritas Access 7.2.1 リリースのアップグレード

■

Veritas Access パッチのアップグレードについて

■

Veritas Access の現在のバージョンを表示する

■

Veritas Access のアップグレード履歴の表示

■

Veritas Access パッチリリースのダウンロード

■

リポジトリで使用可能なすべての Veritas Access リリースの表示

■

パッチのインストールについて

■

Veritas Access パッチのインストール

■

アップグレードの前後にカスタマイズしたスクリプトを自動的に実行する

■

パッチのアンインストール

■

ノードでのソフトウェアアップグレードレベルの同期

Veritas Access パッチのタイプについて
パッチにクラスタの再起動が必要かどうかによって、Veritas Access パッチは次の 2 つ
のタイプに分類されます。
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■

クラスタの再起動を必要としないパッチ
これらのパッチは、直接アップグレードする方法で、Veritas Access パッケージと重
要性の低いパッケージをアップグレードします。直接アップグレードする方法では、
パッチの適用時にノードまたはリソースが停止しません。アップグレードでは、パッチ
がすべてのノードで同時に適用されます。アップグレードプロセスの実行時は、クラス
タは RUNNING の状態のままで、クライアントにサービスが提供されます。

■

クラスタの再起動が必要なパッチ
これらのパッチでは、ローリングアップグレードの方法で重要なパッケージをアップグ
レードします。その際 1 度だけクラスタの再起動が必要です。ローリングアップグレー
ドの方法で、Veritas Access リリースをガイドに従ってすべてのクラスタノードにイン
ストールできます。ローリングアップグレードが、サービスグループフェールオーバー
の実行に要する時間を制限することで、高可用性クラスタのダウンタイムが最小化さ
れます。
メモ: 単一のノードクラスタでパッチを更新すると、サービスのダウンタイムが発生しま
す。これはカーネル RPM と VCS エージェント RPM の両方が 1 つの段階でアップ
グレードされるためです。
ローリングアップグレードには、2 つの主要な段階があります。インストーラにより段階
1 でカーネル RPM が、段階 2 で VCS エージェント RPM がアップグレードされま
す。アップグレードプロセスでは、クラスタが 1 番目のサブクラスタ、2 番目のサブクラ
スタと呼ばれる 2 つのサブクラスタに分割されます。まず、アップグレードは 1 番目の
サブクラスタで実行されます。アップグレードプロセスは 1 番目のサブクラスタのノー
ドのすべてのサービスとリソースを停止します。すべてのサービス (VIP グループを含
む) は 2 番目のサブクラスタにフェールオーバーします。フェールオーバープロセス
時に、1 番目のサブクラスタノードの VIP グループに接続しているクライアントは断続
的に中断されます。タイムアウトしないクライアントの場合、サービスは、VIP グループ
が 2 番目のサブクラスタのいずれかのノードでオンラインになった後に再開されます。
アップグレードプロセスが 1 番目のサブクラスタのノードで実行中の間、2 番目のサ
ブクラスタのノードではクライアントを実行し続けます。1 番目のサブクラスタノードは
アップグレードされた後、最初の段階のノードのサービスとリソースを再起動します。1
番目のサブクラスタが実行された直後に、アップグレードプロセスは残りのノードの
サービスとリソースを停止します。すべてのサービスとリソースはオンラインになり、クラ
イアントにサービスを提供します。それと同時に、ローリングアップグレードが残りの
ノードでアップグレードプロセスを開始します。アップグレードが残りのノードで完了す
ると、クラスタが回復し、サービスがクラスタ間で調整されます。

Veritas Access 7.2.1 リリースのダウンロード
Upgrade> get コマンドを使用すると、Veritas Access 7.2.1 をダウンロードしてリポジト

リに保存できます。Veritas Access 7.2.1 をダウンロードしてリポジトリに格納するには:
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■

Veritas Access パッチリリースをダウンロードしてリポジトリに格納するには、次のコマ
ンドを入力します。
Upgrade> get URL

ここで、URL はソフトウェアのダウンロード元の URL のことです。この URL は、ダウ
ンロード用に HTTP、FTP、SCP の各プロトコルをサポートしています。HTTP と FTP
の各プロトコルのユーザー名とパスワードもサポートされています。
例:
http://admin@veritas.example.com/VA7.2.1.0.tar.gz の認証を使用すると、HTTP
サーバーから Veritas Access をダウンロードできます。
Upgrade> get http://admin@veritas.example.com/VA7.2.1.0.tar.gz

Veritas Access 7.2.1 リリースのアップグレード
Upgrade> install 7.2.1.0 を使用すると、システムの古いリリースから Veritas Access

7.2.1 にアップグレードできます。
システムの Veritas Access 7.2.1 にアップグレードするには

1

Veritas Access 7.2.1 がリポジトリで利用可能であることを確認します。Upgrade>
repository コマンドを実行すると、クラスタノードで利用可能なリリースを表示でき
ます。
p.117 の 「リポジトリで使用可能なすべての Veritas Access リリースの表示」 を参照
してください。

2

Veritas Access 7.2.1 が表示されない場合は、ダウンロードします。Upgrade> get
コマンドを使用すると、Veritas Access 7.2.1 をダウンロードし、リポジトリに格納でき
ます。
p.114 の 「Veritas Access 7.2.1 リリースのダウンロード」 を参照してください。

Veritas Access パッチのアップグレードについて
Veritas Access のUpgrade> モードコマンドは、パッチの種類に基づいてすべてのクラ
スタノードで直接アップグレードまたは実行方法のガイドを示すローリングアップグレード
を実行します。アップグレードを実行する前に、すべてのクラスタノードが RUNNING 状態
で、Veritas Access ソフトウェアのバージョンが同じであることを確認します。いずれかの
ノードに古いバージョンがインストールされている場合は、そのノードのソフトウェアバー
ジョンのアップグレードが必要です。バージョンをアップグレードするにはクラスタからノー
ドを削除して、ノードをアップグレードしてからノードをクラスタに再び追加します。
p.106 の 「クラスタへのノードの追加」 を参照してください。
p.110 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照してください。
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Upgrade> モードコマンドを使用するには、マスター管理者またはシステム管理者用の管

理コンソールにログインして、Upgrade> モードに設定します。
メモ: 発生する可能性があるアップグレードの問題を避けるには、クライアントのすべての
作業を停止してからアップグレードを再度実行します。

Veritas Access の現在のバージョンを表示する
Upgrade> version コマンドを使用すると、Veritas Access の現在のバージョンとパッ

チレベルを表示できます。
Veritas Access の現在のバージョンを表示するには
◆

Veritas Access の現在のバージョンとパッチレベルを表示するには、次のように入
力します。
Upgrade> version

例:
Upgrade> version
ACCESS 7.2.1.0
(Mon Feb 13 07:04:07 2017)

Veritas Access のアップグレード履歴の表示
Upgrade> history コマンドを使用して、Veritas Access のアップグレード履歴を表示

できます。
Veritas Access のアップグレード履歴を表示するには
◆

Veritas Access のアップグレード履歴を表示するには、次のように入力します。
Upgrade> history

例:
Upgrade> history
ACCESS 7.1.0.0
(Mon Apr 18 07:04:07 2016),
Installed on Sat May 14 19:24:17 EDT 2016
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Veritas Access パッチリリースのダウンロード
Upgrade> get コマンドを使用して Veritas Access パッチリリースをダウンロードし、そ

れをパッチタイプに応じてリポジトリに保存できます。
Veritas Access パッチリリースをダウンロードし、それをリポジトリに配置するには
◆

Veritas Access パッチリリースをダウンロードしてリポジトリに格納するには、次のコ
マンドを入力します。
Upgrade> get URL

URL は、ソフトウェアパッチをダウンロードできる URL の場所です。この URL は、
ダウンロード用に HTTP、FTP、SCP の各プロトコルをサポートしています。HTTP
と FTP の各プロトコルのユーザー名とパスワードもサポートされています。
例:
Veritas Access リリースは、http://admin@veritas.example.com/VA7.2.1.0.tar.gz
からの認証によって HTTP サーバーからダウンロードできます。
Upgrade> get http://admin@veritas.example.com/VA7.2.1.0.tar.gz

メモ: パッチのダウンロード後、パッチリリースはクラスタ内の RUNNING の状態のすべて
のノードに配布されます。

リポジトリで使用可能なすべての Veritas Access リリー
スの表示
Upgrade> repository コマンドを使用して、リポジトリで使用可能なすべてのパッチリ

リースを表示できます。
リポジトリで使用可能なすべての Veritas Access リリースを表示するには
◆

リポジトリで使用可能なすべての Veritas Access リリースを表示するには、次のよう
に入力します。
Upgrade> repository

例:
Upgrade> repository
ACCESS VERSION| INSTALLED(y/n)| UPGRADABLE(y/n)
7.2.1.0
n
y
7.1.0.0
y
n
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パッチのインストールについて
表 8-1

パッチのコマンド

コマンド

定義

patch install

指定した URL からパッチをダウンロードして、すべてのノードにインストール
します。Upgrade> patch install コマンドは、まずノード同士を比較
してソフトウェアバージョンが異なるノードを同期します。

メモ: 新しい Veritas Access パッチをクラスタにインストール、アンインストー
ル、同期すると、利用可能なコマンドのリストが変更される場合があります。
CLI に再度ログインして更新した機能を利用してください。
p.118 の 「Veritas Access パッチのインストール」 を参照してください。
patch
uninstall-upto

指定したバージョン以下のソフトウェアのアップグレードをすべてのノードか
らアンインストールします。アンインストールするソフトウェアの最大バージョ
ンの指定が必要です。このコマンドは、まずクラスタ内のノード同士を比較し
て、異なるソフトウェアバージョンがインストールされているノードを同期しま
す。
p.118 の 「Veritas Access パッチのインストール」 を参照してください。

patch sync

指定したノードを強制的に同期して、クラスタ内の他のノードに現在インス
トールされているソフトウェアバージョンにアップグレードします。
パッチのインストールが必要なのは 1 台のノードのみです。パッチをインス
トールし、Upgrade> patch sync コマンドを実行してすべてのノードを
同期します。
p.118 の 「Veritas Access パッチのインストール」 を参照してください。

Veritas Access パッチのインストール
Upgrade> install を使用すると、最新の Veritas Access パッチをシステムにインス

トールできます。
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システムに最新のパッチをインストールするには

1

インストールするパッチがリポジトリで利用可能であることを確認します。Upgrade>
repository コマンドを実行すると、クラスタノードで利用可能なパッチリリースを表
示できます。
p.117 の 「リポジトリで使用可能なすべての Veritas Access リリースの表示」 を参照
してください。

2

インストールするリリースが表示されない場合は、パッチリリースをダウンロードしま
す。Upgrade> get コマンドを使用すると、Veritas Access パッチリリースをダウン
ロードし、リポジトリに格納できます。
p.117 の 「Veritas Access パッチリリースのダウンロード」 を参照してください。
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3

最新のパッチをインストールするには、次のように入力します。
Upgrade> install version

ここで、<version> はインストールする Veritas Access パッチのバージョンを示しま
す。パッチをダウンロードしてリポジトリに格納する必要があります。
クラスタの再起動を必要としないパッチのアップグレード例:
Upgrade> install 7.2.1.0
Veritas Access 7.2.1 Upgrade Program
Copyright (c) 2016 Veritas Technologies LLC.

All rights reserved.

Veritas and the Veritas Logo are trademarks or registered
trademarks
of Veritas Technologies LLC or its affiliates in the U.S. and
other
countries. Other names may be trademarks of their respective
owners.
The Licensed Software and Documentation are deemed to be
"commercial
computer software" and "commercial computer software
documentation"
as defined in FAR Sections 12.212 and DFARS Section 227.7202.
Logs are being written to /var/tmp/installaccess-201610031759uxY
while
installaccess is in progress.

Veritas Access 7.2.1 Upgrade Program
isaA_01 isaA_02
Logs are being written to /var/tmp/installaccess-201610031759uxY
while
installaccess is in progress
Verifying systems: 100%
Estimated time remaining: (mm:ss) 0:00
7 of 7
Checking system communication ............................
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Done
Checking release compatibility ...........................
Done
Checking installed product ...............................
Done
Checking platform version ................................
Done
Checking prerequisite patches and rpms .... ..............
Failed
Checking file system free space ..........................
Done
Performing product prechecks .............................
Done
System verification checks completed
The systems give the following warnings:
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of openssl is
1.0.1e-48.el6_8.1. Its current version on isaA_01 is
1.0.1e-42.el6.
Upgrade the openssl version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of openssl-devel
is
1.0.1e-48.el6_8.1. Its current version on isaA_01 is
1.0.1e-42.el6.
Upgrade the openssl-devel version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd is
2.2.15-54.el6_8.
Its current version on isaA_01 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd-devel is
2.2.15-54.el6_8. Its current version on isaA_01 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd-devel version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd-manual is
2.2.15-54.el6_8. Its current version on isaA_01 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd-manual version before you proceed
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CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd-tools is
2.2.15-54.el6_8. Its current version on isaA_01 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd-tools version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of mod_ssl is
2.2.15-54.el6_8.
Its current version on isaA_01 is 2.2.15-45.el6. Upgrade the
mod_ssl version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1651 The following required OS rpms were not
found on isaA_01:
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1 openssl-devel-1.0.1e-48.el6_8.1
httpd-2.2.15-54.el6_8 httpd-devel-2.2.15-54.el6_8
httpd-manual-2.2.15-54.el6_8 httpd-tools-2.2.15-54.el6_8
mod_ssl-2.2.15-54.el6_8
CPI WARNING V-9-30-1652 The following required third party rpms
or
their higher version were not found on isaA_01:
ctdb samba-common samba-libs samba-client samba-winbind samba
samba-winbind-clients samba-winbind-krb5-locator
samba-winbind-modules
nfs-ganesha nfs-ganesha-vxfs psutil python-crontab libuv
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of openssl is
1.0.1e-48.el6_8.1. Its current version on isaA_02 is
1.0.1e-42.el6.
Upgrade the openssl version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of openssl-devel
is
1.0.1e-48.el6_8.1. Its current version on isaA_02 is
1.0.1e-42.el6.
Upgrade the openssl-devel version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd is
2.2.15-54.el6_8.
Its current version on isaA_02 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd-devel is
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2.2.15-54.el6_8.
Its current version on isaA_02 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd-devel version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd-manual is
2.2.15-54.el6_8. Its current version on isaA_02 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd-manual version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of httpd-tools is
2.2.15-54.el6_8. Its current version on isaA_02 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the httpd-tools version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1650 The supported version of mod_ssl is
2.2.15-54.el6_8.
Its current version on isaA_02 is 2.2.15-45.el6.
Upgrade the mod_ssl version before you proceed
CPI WARNING V-9-30-1651 The following required OS rpms were not
found on isaA_02:
openssl-1.0.1e-48.el6_8.1 openssl-devel-1.0.1e-48.el6_8.1
httpd-2.2.15-54.el6_8 httpd-devel-2.2.15-54.el6_8
httpd-manual-2.2.15-54.el6_8 httpd-tools-2.2.15-54.el6_8
mod_ssl-2.2.15-54.el6_8
CPI WARNING V-9-30-1652 The following required third party rpms
or
their higher version were not found on isaA_02:
ctdb samba-common samba-libs samba-client samba-winbind samba
samba-winbind-clients samba-winbind-krb5-locator
samba-winbind-modules
nfs-ganesha nfs-ganesha-vxfs psutil python-crontab libuv

The installer provides some guidance on installing OS rpms using
native
methods, like yum, and manually installing the required OS rpms.
Some of the required OS rpms only exist on Red Hat public YUM
repositories, it is required to set up Red Hat subscription first
to
install these OS rpms.
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The installation may take a few minutes.
Installing the required OS rpms ...............................
Done
System verification checks completed successfully
The systems discovered the following information:
CPI NOTE V-9-30-1405 ACCESS version 7.1.0.0 will be upgraded to
ACCESS
version 7.2.1.000 on isaA_01
CPI NOTE V-9-30-1405 ACCESS version 7.1.0.0 will be upgraded to
ACCESS
version 7.2.1.000 on isaA_02
Checking
Done
Checking
Done
Checking
Done
Checking
Done
Checking
Done
Checking
Done

release compatibility on isaA_01 .................
rolling upgrade prerequisites on isaA_01 .........
service group status on isaA_01 ..................
release compatibility on isaA_02 .................
rolling upgrade prerequisites on isaA_02 .........
service group status on isaA_02 ..................

The following service group(s) are online in the cluster:
Service Groups Online on isaA_01: CanHostConsole CanHostNLM
ManagementConsole Phantomgroup_pubeth0 Phantomgroup_pubeth1
RESTgroup
ReconfigGroup TCPConnTrack VIPgroup1 VIPgroup3 cvm iSCSI_INIT
Service Groups Online on isaA_02: CanHostConsole CanHostNLM
NLMGroup
Phantomgroup_pubeth0 Phantomgroup_pubeth1 ReconfigGroup
TCPConnTrack
VIPgroup2 VIPgroup4 cvm iSCSI_INIT
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The upgrade has started. Run 'cluster show' to see the progress
of the
upgrade. Upgrade details are saved at
/opt/VRTSsnas/log/upgrade_output.
installaccess log files and summary file are saved at:
/opt/VRTS/install/logs/installaccess-201610031759uxY

アップグレードの前後にカスタマイズしたスクリプトを自
動的に実行する
アップグレードの前後にカスタマイズしたスクリプトを自動的に実行するためにインター
フェースが提供されています。自動的に実行する実行可能スクリプトを指定したフォルダ
に配置します。
アップグレードの前にスクリプトを実行する場合

1

マスターノードでフォルダ /var/tmp/prestop を作成します。

2

このフォルダにスクリプトをコピーします。

3

スクリプトにエラーがある場合 (実行中のスクリプトの終了コードが 0 でない場合)、
アップグレードを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
CPI WARNING V-9-0-0 Prestop script /var/tmp/prestop/test.sh failed
¥
to be executed on test_02, the return code is 2.
Do you want to continue? [y,n,q]

アップグレードの後にスクリプトを実行する場合

1

マスターノードでフォルダ /var/tmp/poststart を作成します。

2

このフォルダにスクリプトをコピーします。

3

スクリプトにエラーがある場合 (実行中のスクリプトの終了コードが 0 でない場合)、
次のような警告メッセージが表示されます。
CPI WARNING V-9-0-0 Poststart script /var/tmp/poststart/test.sh
¥
failed to be executed on test_02, the return code is 2.

スクリプトは他のノードにコピーされ、各ノード上で自動的に実行されます。
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/var/tmp/prestop または /var/tmp/poststart フォルダに格納する実行可能スクリ

プトは 1 つだけにする必要があり、それ以外の場合は、アップグレードに失敗して、次の
ようなエラーメッセージが表示されます。
CPI ERROR V-9-0-0 Don't know how to execute prestop or poststart ¥
script, please check the scripts.
Only 1 script is supported and it should be executable.

メモ: Veritas Access はアップグレード中のノードの再起動をサポートしていないため、
カスタマイズしたスクリプトでノードの再起動処理を指定していないことを確認します。

パッチのアンインストール
パッチをアンインストールするには
◆

ソフトウェアのアップグレードをアンインストールするには、次のように入力します。
Upgrade> patch uninstall-upto version

version には、アンインストールするソフトウェアの最大バージョンを指定します。
例:
Upgrade> patch uninstall-upto 7.2.1P1
OK Completed

ノードでのソフトウェアアップグレードレベルの同期
Upgrade> patch sync コマンドで、すべてのノードの同じパッチレベルかどうかを確認

できます。同じでない場合、Veritas Access はパッチレベルが異なるノードをコンソール
ノードと同じパッチレベルにアップグレードします。
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ノードでソフトウェアのアップグレードを強制的に同期するには
◆

ノードでソフトウェアのアップグレードを強制的に同期するには、次のように入力しま
す。
Upgrade> patch sync nodename

nodename には、クラスタに現在インストールされているソフトウェアバージョンに同
期する必要があるノードを指定します。
例:
Upgrade> patch sync node2
...............
Syncing software upgrades on node2...
SFS patch SUCCESS V-288-122 Patch sync completed.

127

9
ローリングアップグレードを
使用した Veritas Access の
アップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

ローリングアップグレードについて

■

インストーラを使用したローリングアップグレードの実行

ローリングアップグレードについて
Veritas Access のこのリリースでは、7.2.0.2 以降のバージョンからのローリングアップグ
レードをサポートしています。ローリングアップグレードは、RHEL 6.6 と 6.7 でサポートさ
れます。ローリングアップグレードにより、高可用性クラスタのダウンタイムが、サービスグ
ループフェールオーバーの実行に要する時間にまで最小化されます。1 つのクラスタで
異なる製品バージョンを持つノードを実行できます。

ローリングアップグレードのワークフロー
ローリングアップグレードには 2 つの主要な段階があります。インストーラは段階 1 でカー
ネル RPM をアップグレードし、段階 2 で VCS エージェントに関連する非カーネル RPM
をアップグレードします。
1.

アップグレードプロセスで、クラスタが 1 番目のサブクラスタと 2 番目のサブクラスタ
の 2 つのサブクラスタに分割されます。

2.

段階 1 で、2 番目のサブクラスタでアップグレードが実行されます。アップグレード
プロセスにより、2 番目のサブクラスタのノードですべてのサービスとリソースが停止
されます。すべてのサービス (VIP グループを含む) が 1 番目のサブクラスタにフェー
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ルオーバーします。2 番目のサブクラスタのパラレルサービスグループがオフライン
になります。
3.

フェールオーバープロセス中に、2 番目のサブクラスタノードの VIP グループに接
続されているクライアントが断続的に中断されます。タイムアウトしないクライアントに
ついては、1 番目のサブクラスタのノードのいずれかで VIP グループがオンライン
になった後、サービスが再開されます。

4.

インストーラは 2 番目のサブクラスタでカーネル RPM をアップグレードします。1 番
目のサブクラスタのノードは、引き続きクライアントに提供されます。

5.

ローリングアップグレードの段階 1 が 2 番目のサブクラスタで完了すると、ローリン
グアップグレードの段階 1 が 1 番目のサブクラスタで実行されます。アプリケーショ
ンは 2 番目のサブクラスタにフェールオーバーされます。パラレルサービスグルー
プは、2 番目のサブクラスタでオンラインになり、1 番目のサブクラスタでオフライン
になります。

6.

段階 1 が完了すると、古いプロトコルバージョンではなく、新しい RPM でノードが
実行されます。

7.

ローリングアップグレードの段階 2 では、残りのすべての RPM がクラスタのすべて
のノードで同時にアップグレードされます。VCS と VCS のエージェントパッケージ
がアップグレードされます。カーネルドライバは、新しいプロトコルバージョンにアッ
プグレードされます。段階 2 の間、アプリケーションはオンラインのままです。High
Availability Daemon (HAD) が停止し、再び起動します。

インストーラを使用したローリングアップグレードの実行
ローリングアップグレードを開始する前に、クラスタサーバー (VCS) がクラスタのすべて
のノードで実行されていることを確認します。
VCS の制御下にないすべての VxVM ボリュームのすべてのアクティビティを停止しま
す。たとえば、データベースなどのボリュームにアクセスするすべてのアプリケーションを
停止し、ボリュームに作成されているすべてのファイルシステムをマウント解除します。そ
の後、すべてのボリュームを停止します。
VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。
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ローリングアップグレードを実行するには

1

ローリングアップグレードの段階 1 は、2 番目のサブクラスタで開始します。2 番目
のサブクラスタで予備手順を完了します。
VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point

2

必要に応じて、オペレーティングシステムへの更新を完了します。
Veritas Access の既存のバージョンが、適用するオペレーティングシステムの更新
をサポートしていることを確認します。Veritas Access の既存のバージョンがオペ
レーティングシステムの更新をサポートしていない場合、最初に Veritas Access を
オペレーティングシステムの更新をサポートしているバージョンにアップグレードしま
す。
手順については、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) オペレーティングシステムの
マニュアルを参照してください。
アプリケーションを残りのサブクラスタに切り替えて、1 番目のサブクラスタのオペレー
ティングシステムをアップグレードします。
オペレーティングシステムの更新後に、ノードが再起動されます。

3

キャッシュ領域がオンラインの場合は、キャッシュ領域をオフラインにしてから VxVM
RPM をアップグレードする必要があります。キャッシュ領域をオフラインにするには、
次のコマンドを使用します。
# sfcache offline cachename

4

スーパーユーザーとしてログオンし、Veritas Access 7.2.1 インストールメディアをマ
ウントします。

5

ルートからインストーラを起動します。
# ./installaccess -rolling_upgrade

6

インストーラはシステム通信、リリース互換性、バージョン情報を確認し、クラスタ名、
ID、クラスタノードを一覧表示します。インストーラからローリングアップグレードを続
行する許可が求められます。
Would you like to perform rolling upgrade on the cluster? [y,n,q]
(y)

続行するには、y を入力します。
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7

ローリングアップグレードの段階 1 が開始されます。インストーラによってアップグ
レードのシステム名が提示されます。y キーを押して提示されたシステムをアップグ
レードするか、ローリングアップグレードを実行するクラスタ内のいずれかのシステム
の名前を入力します。

8

インストーラによって実行中のサービスのリストが作成され、ローリングアップグレード
の段階 1 でアップグレードするノード (複数可) が決定されます。続行するには、y
を入力します。ノードを指定する場合は、n を入力し、ノードの名前を入力します。

9

インストーラがクラスタ内のノードでさらに事前チェックを実行し、警告が表示される
ことがあります。y を入力して続行することも、インストーラを終了して事前チェックの
警告に対処することもできます。

10 ブートディスクがカプセル化され、ミラー化されている場合は、バックアップブートディ
スクを作成できます。
バックアップブートディスクを作成する場合は、y を入力します。ブートディスクグルー
プにバックアップ名を付けるか、デフォルト名を受け入れます。次にインストーラに
よってブートディスクグループのバックアップコピーが作成されます。

11 インストーラでオンラインサービスグループが検出されると、ユーザーは次のいずれ
かを行うことを求められます。
■

サービスグループを手動で切り替える

■

CPI を使用してサービスグループを自動的に切り替える

ダウンタイムは、サービスグループのフェールオーバーにかかる時間です。
メモ: ベリタスでは、手動でのサービスグループの切り替えを推奨しています。サー
ビスグループの自動切り替えでは、依存関係の問題は解決されません。

12 インストーラから該当するプロセスを停止するように求められます。続行するには、y
を入力します。
インストーラによってすべてのサービスグループがこの時点でアップグレードされて
いないノードに退避されます。インストーラによってアップグレードされるノード上の
パラレルサービスグループが停止されます。
インストーラによって関連プロセスが停止され、古いカーネル RPM がアンインストー
ルされ、新しい RPM がインストールされます。

13 インストーラによって、アップグレードの設定が行われ、プロセスが開始されます。アッ
プグレード前にブートディスクがカプセル化されると、アップグレードの設定を実行し
た後にインストーラからノードを再起動するように求められます。
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14 まだアップグレードしていないノードで予備手順を完了します。
すべてのノードで VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムをマウント
解除します。
# umount mount_point

15 オペレーティングシステムの更新が不要な場合、この手順をスキップします。
手順 16 に進みます。
そうでない場合は、まだアップグレードしていないノードでオペレーティングシステム
への更新を完了します。手順については、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) オペ
レーティングシステムのマニュアルを参照してください。
各ノードで手順 3 から 13 を繰り返します。
ローリングアップグレードの段階 1 が 1 番目のサブクラスタで完了します。ローリン
グアップグレードの段階 1 が 2 番目のサブクラスタで開始します。

16 残りのノードですべてのキャッシュ領域をオフラインにします。
# sfcache offline cachename

17 残りのノードで、インストーラがアップグレード段階 1 を開始します。ローリングアップ
グレードを続行するには、y を入力します。アップグレード (再起動) したノードでイン
ストーラが呼び出された場合、インストーラを再度呼び出す必要があります。
インストーラは手順 8 から 13 を繰り返します。
多くのノードがあるクラスタの場合、このプロセスが数回繰り返される場合があります。
サービスグループが終了し、アップグレードに対応するために起動されます。

18 ローリングアップグレードの段階 1 が完了したら、VCS の制御下にないすべての
VxFS ファイルシステムを手動でマウントします。アップグレードの段階 2 を開始しま
す。アップグレードの段階 2 には、VCS エンジン (HAD) のダウンタイムが含まれま
す。これにはアプリケーションのダウンタイムは含まれません。続行するには、y を入
力します。ここからローリングアップグレードの段階 2 が開始します。

19 インストーラによってアップグレードする残りの RPM が決定されます。続行する場合
は y キーを押します。

20 Cluster Server (VCS) プロセスはインストーラによって停止されますが、アプリケー
ションは引き続き実行されます。続行するには、y を入力します。
インストーラによって prestop が実行され、古い RPM がアンインストールされ、新し
い RPM がインストールされます。インストール後のタスクとアップグレードの設定が
実行されます。
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21 インターネットへのネットワーク接続がある場合、インストーラによって更新が確認さ
れます。
更新が検出された場合は、ここで適用できます。

22 クラスタの状態を確認します。
# hastatus -sum
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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。
■

Veritas Access をアンインストールする前に

■

インストーラを使用した Veritas Access のアンインストール

Veritas Access をアンインストールする前に
Veritas Access をアンインストールする前に、次の手順を実行します。
■

クラスタ内の (すべてのノードではなく) 任意のノードから Veritas Access を削除する
前に、そのノードが実行中のクラスタからすでに削除されていることを確認します。
Cluster> show コマンドを使用して、クラスタノードの状態を表示できます。また、
Cluster> delete コマンドを使用して、Veritas Access クラスタから実行中のノード
を削除できます。
Cluster> show と Cluster> delete コマンドについて詳しくは、関連するマニュア
ルページを参照してください。

■

NFS、CIFS、または FTP 経由でファイルシステムにアクセスするすべてのアプリケー
ションを停止します。

■

クラスタからすべてのレプリケーションジョブを破棄します。
Replication> job show コマンドを使用して、クラスタ上のすべてのレプリケーショ
ンジョブを一覧表示します。
Replication> job show
Job Name Role Job Type Encryption Debug Schedule
======== ====== ======== ========== ===== ========
job1 SOURCE DATA OFF ON sch1
State CKPT Count Exclunit Source repunit Target repunit(s)
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======== ========== ======== ============== =================
ENABLED 1 -- scr1 trg1
Link name(s)
============
link1
Replication> job destroy コマンドを使用して、レプリケーションジョブを破棄し

ます。
Replication> job destroy job1
ACCESS replication SUCCESS V-288-0 Removing bandwidth limit on the
link: link1
ACCESS replication SUCCESS V-288-0 Job 'job1' disabled
successfully.
ACCESS replication SUCCESS V-288-0 Job 'job1' deleted successfully.
■

適切な CLISH コマンドを使用して、クラスタ上の NFS、CIFS、FTP、GUI、レプリケー
ションサービスを停止します。
CLISH> cifs server stop
Stopping CIFS Server.....Success.
CLISH>
CLISH> nfs server stop
Success.
CLISH>
CLISH> ftp server stop
Success.
CLISH>
CLISH.Support> gui server stop
GUI service is OFFLINE.
CLISH>
CLISH> replication service stop
ACCESS replication SUCCESS V-288-0 Replication service stopped
CLISH>

■

次のコマンドを実行して、AMF を停止します。
# /etc/init.d/amf stop
Stopping AMF...
AMF: Module unloaded

■

次のコマンドを実行して、数分間待機します。
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# /opt/VRTS/bin/hastop -all
■

次のコマンドを実行して、Port a と Port b のみが表示されることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
==================================
Port a gen 7f2d0a membership 01
Port b gen 7f2d09 membership 01

インストーラを使用した Veritas Access のアンインス
トール
Veritas Access のアンインストールを実行できます。Veritas Access アンインストールプ
ログラムでは、オペレーティングシステムを再インストールせずに Veritas Access をアン
インストールできます。Veritas Access が不完全にインストールされている場合も、アン
インストールプログラムを使用できます。
アンインストールプログラムを使用してクラスタ内のすべてのノードで Veritas Access を
同時にアンインストールする前に、ノード間の通信が行われていることを確認してくださ
い。デフォルトでは、Veritas Access クラスタノードは ssh を使用して相互に通信できま
す。
ノードが相互に通信できない場合は、クラスタ内の各ノードでアンインストールプログラム
の実行が必要です。アンインストールプログラムはすべての Veritas Access RPM を削
除します。

Veritas Access 7.2.1 RPM の削除
アンインストールプログラムは、アンインストールプロセス中に現在実行中の Veritas
Access プロセスを停止します。
Veritas Access 7.2.1 をアンインストールするには

1

Veritas Access をアンインストールするノードから、support ユーザーとしてログイン
します。

2

アンインストールプログラムを開始します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallaccess72

プログラムにより、ログが作成されるディレクトリが指定されます。プログラムにより、著
作権情報とクラスタの説明が表示されます。
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3

Veritas Access をアンインストールするノードの IP アドレスを入力します。
プログラムがノード検証チェックを実行し、実行中の Veritas Access プロセスをす
べて停止するよう求められます。

4

y を入力すると、すべての Veritas Access プロセスが停止します。
プログラムが Veritas Access プロセスを停止し、ソフトウェアをアンインストールしま
す。
アンインストールプログラムは、次のタスクを実行します。
■

ノード間の通信を検証する。

■

各ノードのインストールを確認して、アンインストールする RPM を決定する。

■

カーネルモジュールをアンロードし、RPM を削除する。

アンインストーラがプロセスを停止したら、出力を確認します。
アンインストーラがすべての RPM を削除した後に作成する、概要ファイル、応答ファ
イル、ログファイルの場所を書き留められます。

Veritas Access 7.2.1 ディスクからのアンインストールの実行
次のいずれかの場合に、Veritas Access 7.2.1 ディスクのアンインストールプログラムの
使用が必要です。
■

不完全なインストールの後に Veritas Access をアンインストールする必要がある。

■

アンインストールプログラムが /opt/VRTS/install で利用できない。

インストールメディアを /mnt にマウントした場合は、ディレクトリを変更してアンインストー
ルプログラムにアクセスします。
cd /mnt/
./uninstallaccess
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A
インストールの参考情報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトオプション

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、Veritas Access インストールスクリプトに使用可能なコマンドラインオプション
の一覧を示します。初期インストールまたはアップグレードの場合、オプションは通常必
要ありません。
表 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

-configure

インストール後に、未設定の製品を設定する。

-install

システムに製品をインストールする。

-precheck

製品をインストールする前に、システムが製品の
インストールの必要条件を満たしていることを確
認するチェックを実行する。

-license

指定されたシステムの製品ライセンスを登録また
は更新する。

-licensefile

ベリタスの永久ライセンスキーファイルまたはサ
ブスクリプションライセンスキーファイルの場所を
指定する。

-requirements

製品をインストールするために必要なオペレー
ティングシステムのバージョン、必要なパッチ、
ファイルシステム領域、その他のシステム要件を
表示する。
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コマンドラインオプション

機能

-responsefile response_file

情報の入力を要求せずに、ファイルに保存され
た情報を使用して、自動インストールまたはアン
インストールを実行する。response_file は、設
定の定義を含んでいるファイルの完全なパス。

-rolling_upgrade

ローリングアップグレードを実行する。このオプ
ションを使用すると、インストーラはローリングアッ
プグレードの段階 1 または段階 2 を明示的に
指定する必要なく、クラスタシステム上でローリン
グアップグレードステータスを自動的に検出す
る。

-prestop_script prestop_script

アップグレード手順中にプロセスを停止する前
に、各ホストでユーザーによって提供された、カ
スタマイズされたスクリプトを実行する。

-poststart_script poststart_script

アップグレード手順中にプロセスを開始した後
に、各ホストでユーザーによって提供された、カ
スタマイズされたスクリプトを実行する。

-uninstall

システムから製品をアンインストールする。

-updateparameter

実行中のクラスタのネットワークパラメータを更新
する。
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B
通信用のセキュアシェルの
設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

パスワードなしのセキュアシェル (ssh) の手動設定

■

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh と rsh 接続の設定

パスワードなしのセキュアシェル (ssh) の手動設定
セキュアシェル (ssh) プログラムを使用することで、リモートシステムにログインしてコマン
ドを実行できます。ssh により、セキュアでないネットワーク上の信頼できない 2 つのホス
ト間で通信と認証の暗号化処理が可能になります。
この手順では、最初に DSA キーペアを作成します。キーペアから、ソースシステムの公
開キーをターゲットシステム上の authorized_keys ファイルに追加します。
DSA キーペアを作成するには

1

ソースシステム (sys1) で、root としてログインし、ルートディレクトリに移動します。
sys1 # cd /root

2

ソースシステムで DSA キーペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh-keygen -t dsa

次のようなシステム出力結果が表示されます。
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa):

3

Enter キーを押してデフォルトロケーション /root/.ssh/id_dsa を承認します。

付録 B 通信用のセキュアシェルの設定
パスワードなしのセキュアシェル (ssh) の手動設定

4

パスフレーズの入力を求められたら、Enter キーを 2 回押します。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

パスフレーズを入力しないでください。Enter キーを押します。
Enter same passphrase again:

再び Enter キーを押します。

5

次のような行が表示されます。
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
1f:00:e0:c2:9b:4e:29:b4:0b:6e:08:f8:50:de:48:d2 root@sys1

セキュアなファイル転送を使用して、ソースシステムの公開キーをターゲットシステムの
authorized_keys ファイルに追加するには

1

ソースシステム (sys1) の公開キーをターゲットシステム (sys2) の一時ファイルに移
動します。
セキュアなファイル転送プログラムを使用します。
この例では、ルートディレクトリ内のファイル名 id_dsa.pub が、公開キーの一時ファ
イルの名前です。
セキュアなファイル転送には次のコマンドを使用します。
sys1 # sftp sys2

このシステムでセキュアなファイル転送を初めて設定する場合は、次の行のような出
力結果が表示されます。
Connecting to sys2 ...
The authenticity of host 'sys2 (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9f:61:91:9d:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:88:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

2

yes と入力します。

以下のような出力が表示されます。
Warning: Permanently added 'sys2,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@sys2 password:
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3

sys2 のルートパスワードを入力します。

4

sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /root/.ssh/id_dsa.pub

次の出力結果が表示されます。
Uploading /root/.ssh/id_dsa.pub to /root/id_dsa.pub

5

SFTP セッションを終了するには、次のコマンドを入力します。
sftp> quit

6

id_dsa.pub キーをターゲットシステムの authorized_keys ファイルに追加しま

す。ターゲットシステム (この例では sys2) で ssh セッションを開始するには、sys1
で次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh sys2

プロンプトで sys2 のルートパスワードを入力します。
password:

sys2 で次のコマンドを入力します。
sys2 # cat /root/id_dsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
sys2 # rm /root/id_dsa.pub

7

ソースインストールシステムで次のコマンドを実行します。ssh セッションが期限切れ
または終了した場合、これらのコマンドを実行してセッションの更新もできます。これ
らのコマンドにより、プライベートキーがシェル環境に追加され、root ユーザーがグ
ローバルに使用できるようになります。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
sys1 # ssh-add
Identity added: /root/.ssh/id_dsa

このシェル固有のプロシージャは、シェルがアクティブ場合のみ有効です。セッショ
ン中にシェルを終了する場合は、再びプロシージャの実行が必要です。
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ターゲットシステムに接続できることを確認するには

1

ソースシステム (sys1) で、次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh -l root sys2 uname -a

ここでは、sys2 がターゲットシステムの名前です。

2

このコマンドは、パスフレーズまたはパスワードを要求するシステムを使用せずに、
ソースシステム (sys1) からターゲットシステム (sys2) に対して実行する必要があり
ます。

3

ターゲットシステムごとにこのプロシージャを繰り返します。

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh と rsh 接続の
設定
pwdutil.pl パスワードユーティリティは、リリース 6.2 の scripts ディレクトリの下にバ

ンドルされています。ユーザーは各自のスクリプトでこのユーティリティを実行して、ssh と
rsh 接続を自動的に設定できます。
# ./pwdutil.pl -h
Usage:
Command syntax with simple format:
pwdutil.pl check|configure|unconfigure ssh|rsh <hostname|IP addr>
[<user>] [<password>] [<port>]
Command syntax with advanced format:
pwdutil.pl [--action|-a 'check|configure|unconfigure']
[--type|-t 'ssh|rsh']
[--user|-u '<user>']
[--password|-p '<password>']
[--port|-P '<port>']
[--hostfile|-f '<hostfile>']
[--keyfile|-k '<keyfile>']
[-debug|-d]
<host_URI>
pwdutil.pl -h | -?
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表 B-1

pwdutil.pl ユーティリティのオプション

オプション

使用法

--action|-a 'check|configure|unconfigure'

処理の種類を指定します。デフォルトは「検査」
です。

--type|-t 'ssh|rsh'

接続の種類を指定します。デフォルトは「ssh」で
す。

--user|-u '<user>'

ユーザー ID を指定します。デフォルトはローカ
ルユーザー ID です。

--password|-p '<password>'

ユーザーのパスワードを指定します。デフォルト
はユーザー ID です。

--port|-P '<port>'

ssh 接続のポート番号を指定します。デフォルト
は 22 です。

--keyfile|-k '<keyfile>'

プライベートキーのファイルを指定します。

--hostfile|-f '<hostfile>'

ホストを表示するファイルを指定します。

-debug

デバッグ情報を印刷します。

-h|-?

ヘルプメッセージを印刷します。

<host_URI>

次の形式で指定できます。
<hostname>
<user>:<password>@<hostname>
<user>:<password>@<hostname>:
<port>

pwdutil.pl ユーティリティを使用すると、ssh または rsh を確認、設定、設定解除でき

ます。例:
■

1 つのホストの ssh 接続のみを確認するには:
pwdutil.pl check ssh hostname

■

1 つのホストの ssh のみを設定するには:
pwdutil.pl configure ssh hostname user password

■

1 つのホストの rsh のみを設定解除するには:
pwdutil.pl unconfigure rsh hostname
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■

同じユーザー ID とパスワードを使用して複数のホストの ssh を設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh -u user -p password hostname1
hostname2 hostname3

■

異なるユーザー ID とパスワードを使用して異なるホストの ssh または rsh を設定す
るには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2

■

1 つの設定ファイルを使用して複数のホストの ssh または rsh を確認または設定す
るには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh --hostfile /tmp/sshrsh_hostfile

■

ホストの設定ファイルを秘密にするには、サードパーティのユーティリティを使用し、パ
スワードを設定してホストファイルを暗号化および復号します。
例:
### run openssl to encrypt the host file in base64 format
# openssl aes-256-cbc -a -salt -in /hostfile -out /hostfile.enc
enter aes-256-cbc encryption password: <password>
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password: <password>
### remove the original plain text file
# rm /hostfile
### run openssl to decrypt the encrypted host file
# pwdutil.pl -a configure -t ssh `openssl aes-256-cbc -d -a
-in /hostfile.enc`
enter aes-256-cbc decryption password: <password>

■

デフォルトディレクトリ $HOME/.ssh 内に格納されていない ssh 認証キーを使用する
には、--keyfile オプションを使用すると ssh キーを指定できます。例:
### create a directory to host the key pairs:
# mkdir /keystore
### generate private and public key pair under the directory:
# ssh-keygen -t rsa -f /keystore/id_rsa
### setup ssh connection with the new generated key pair under
the directory:
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# pwdutil.pl -a configure -t ssh --keyfile /keystore/id_rsa
user:password@hostname

次のコマンドを使用すると、設定ファイルの内容を表示できます。
# cat /tmp/sshrsh_hostfile
user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2
user3:password3@hostname3
user4:password4@hostname4
# all default: check ssh connection with local user
hostname5
The following exit values are returned:
0
Successful completion.
1
Command syntax error.
2
Ssh or rsh binaries do not exist.
3
Ssh or rsh service is down on the remote machine.
4
Ssh or rsh command execution is denied due to password is
required.
5
Invalid password is provided.
255
Other unknown error.
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