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アプリケーションエージェン
トについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

汎用アプリケーションについて

■

汎用アプリケーションのアプリケーションエージェントについて

汎用アプリケーションについて
汎用アプリケーションは次を定義することによって設定できるアプリケーションです。
■

開始プログラム

■

停止プログラム

■

（省略可能）強制停止プログラム

■

モニタープログラム、プロセスリスト、プロセス ID ファイルなどの 1 つ以上の監視オプ
ション。

VCS アプリケーションエージェントを使って汎用アプリケーションの高可用性を確保でき
ます。
アプリケーション固有の VCS エージェントがある場合は、可用性の監視に専用のエー
ジェントを使うことをお勧めします。それ以外の場合は VCS アプリケーションエージェン
トの使用をお勧めします。
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汎用アプリケーションのアプリケーションエージェントに
ついて
アプリケーションエージェントは VCS 付属エージェントです。 つまり、物理コンピュータ、
仮想マシン、論理ドメイン、論理パーティション（LPAR）に VCS をインストールすると、
VCS アプリケーションエージェントは VCS をインストールしたコンピュータに自動的にイ
ンストールされます。
汎用アプリケーションのアプリケーションエージェントは次のプラットフォームでサポートさ
れます。
■

AIX

■

Linux

■

Solaris

VCS アプリケーションエージェントを使って、オンライン、オフライン、監視の操作を実行
できます。 さまざまなアプリケーションのオンライン、オフライン、監視のルーチンに対して
異なる実行可能ファイルを指定する場合は、このエージェントを使います。
アプリケーションはルートのデフォルト環境で実行されます。
アプリケーションは次の方法で管理できます。
■

監視プログラムを使用する

■

プロセスのリストを指定する

■

プロセス ID ファイルのリストを指定する

■

上記の方法を任意に組み合わせる

アプリケーションエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF（Asynchronous
Monitoring Framework）カーネルドライバを使います。
エージェントの関数と属性の説明など、VCS アプリケーションエージェントについて詳し
くは『 Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。
IMF について詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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2
汎用アプリケーションに対す
るアプリケーション監視の設
定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas InfoScale Availability ソリューションを使ったアプリケーション監視の設定に
ついて

■

汎用アプリケーションの監視を設定する前に

■

High Availability 設定ウィザードの起動

■

ベリタス High Availability 設定ウィザードを使ったアプリケーション監視の設定

Veritas InfoScale Availability ソリューションを使った
アプリケーション監視の設定について
続行する前に次の事項を検討します。
■

ベリタス High Availability 設定ウィザードのほかに、VCS コマンドを使ってアプリケー
ション監視を設定することもできます。詳しくは『Cluster Server 管理者ガイド』を参照
してください。

■

VCS コマンドを使ってコンポーネントを追加したり既存の設定を修正する前に、まず
ウィザードを使ってアプリケーション監視を設定することをお勧めします。
アプリケーションの可用性を設定するほかに、ウィザードでアプリケーション監視を正
常に設定するために必要な他のコンポーネントも設定します。

■

VMware 環境では、アプリケーションがコンピュータで現在オンラインの場合はシステ
ムを一時停止しないでください。 システムを一時停止すると、VCS はアプリケーショ
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ンとともにディスクを別のシステムに移動します。後で、一時停止したシステムをリスト
アしようとすると、システムの一時停止前に接続されていたディスクがシステムで不要
になったので VMware は操作を許可しません。
メモ: VMware 環境での Veritas InfoScale Availability ソリューションの配備、設定、
管理について詳しくは、『Veritas InfoScale 7.2 ソリューションガイド（VMware 用）』
を参照してください。

汎用アプリケーションの監視を設定する前に
汎用アプリケーションの監視を設定する前に次のタスクを完了します。
■

アプリケーション監視を設定する物理コンピュータ、仮想マシン、論理ドメイン、LPAR
のいずれかに Cluster Server をインストールします。

■

VOM でウィザードを起動する場合は、クラスタがすでに構成されて実行していること
を確認します。

■

アプリケーション監視を設定するコンピュータのログオンユーザーに次の権限を割り
当てます。
■

vSphere クライアントでウィザードを起動する場合は、［アプリケーション監視の設
定（管理者）（Configure Application Monitoring (Admin)）］権限を割り当てます。

■

VOM でウィザードを起動する場合は、クラスタまたは Availability パースペクティ
ブでログオンユーザーグループに管理者ロールを割り当てる必要があります。
クラスタでの権限は、明示的に割り当てられるか、親組織から継承されます。

■

物理コンピュータ、仮想マシン、論理ドメイン、LPAR で監視するアプリケーションや
関連コンポーネントをインストールします。

■

ファイアウォールを設定した場合は、ファイアウォールの設定で必ず Cluster Server
インストーラ、ウィザード、サービスで使うポートにアクセスすることを許可します。
ファイアウォールが次のポートを遮断しないことを確認します。
物理環境、論理ドメイン、LPAR

5634、14161、14162、14163、14164

VMware 環境

443、5634、14152、14153

メモ: 物理環境で、14161 番、14162 番、14163 番、14164 番の少なくとも 1 つの
ポートが開いていることを確認します。

■

クラスタ通信に結合インターフェースを選択しないでください。 結合インターフェース
は 1 つの論理 NIC であり、複数の物理 NIC をグループ化して形成されます。 次の
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問題が起きる場合があるので、結合のすべての NIC には同一の MAC アドレスを使
います。
■

SSO の設定エラー

■

ウィザードが指定済みのネットワークアダプタを検出できない場合がある

■

ウィザードが指定済みシステム名の検出や検証に失敗する場合がある

■

ウィザードでアプリケーションストレージの依存関係を設定する場合は、LVM ボリュー
ムまたはアプリケーションが使う VxVM ボリュームを複数のマウントポイントのパスに
マウントしないでください。

■

システムのホスト名が /etc/hosts ファイルエントリを使って DNS サーバーまたは
ローカルで解決できる必要があります。

■

VCS アプリケーションエージェントの関数、属性、リソースタイプの定義に関する情報
を確認するには、『 Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してく
ださい。
SORT (https://sort.veritas.com/documents) から最新のマニュアルをダウンロード
できます。

■

アプリケーションがストレージのマウントポイントを使う場合は、監視するアプリケーショ
ンを設定している物理コンピュータ、仮想マシン、論理ドメイン、LPAR にこれらのマ
ウントポイントがすでにマウントされていることを確認する必要があります。 すべての必
須ディスクを接続し、すべてのストレージコンポーネントを利用できるようにする必要が
あります。 アプリケーションが動作している物理コンピュータ、仮想マシン、論理ドメイ
ン、LPAR で ベリタス High Availability 設定ウィザードを起動する必要があります。
ウィザードで、接続されているディスクと現在利用可能なストレージを検出します。

VOM の追加前提条件
■

クラスタを構成して実行した後でのみ VOM でウィザードオプションを利用できるの
で、CPI インストーラまたは手動でクラスタを構成します。

VMware 仮想環境の追加前提条件
■

VCS でアプリケーションを監視する仮想マシンに VMware Tools をインストールして
有効にします。 VMware ESX/ESXi サーバーと互換性があるバージョンをインストー
ルします。

■

VMware vSphere Client をインストールします。 vSphere Client の［ベリタス High
Availability (ベリタス High Availability)］ページでアプリケーション監視を設定できま
す。
次の URL でブラウザウィンドウからアプリケーション監視を直接設定することもできま
す。
https://VMNameorIP:5634/vcs/admin/application_health.html

VMNameorIP は、アプリケーションの監視を設定するホストの名前または仮想マシン
の IP アドレスです。

9

第 2 章 汎用アプリケーションに対するアプリケーション監視の設定
汎用アプリケーションの監視を設定する前に

■

ベリタス High Availability Console を Windows システムのデータセンターにインス
トールし、vCenter サーバーに ベリタス High Availability プラグインを登録します。

■

仮想マシンでアプリケーションがオフラインだったときにスナップショットを作成した場
合は、そのアプリケーションが現在オンラインの仮想マシンにスナップショットをリスト
アしないでください。 リストアすると、不要なフェールオーバーの原因になる場合があ
ります。 これは、逆のシナリオにも当てはまります。仮想マシンでアプリケーションがオ
ンラインだったときのスナップショットをアプリケーションが現在オフラインの仮想マシ
ンにリストアしないでください。 アプリケーションが複数のシステムで同時にオンライン
である場合に誤設定の原因になる場合があります。

■

監視するアプリケーションが使うディスクが非共有コントローラに接続されていることを
確認します。これにより、それらのディスクをシステムから切断して別のシステムに接
続できるようになります。

■

仮想環境で VCS クラスタを作成している場合は、専用アダプタ以外にパブリックネッ
トワーク上のクラスタ通信リンクを設定する必要があります。 パブリックアダプタを使う
リンクは、優先度が低いリンクとして割り当ててください。 このように割り当てると、シス
テムがお互いに接続できない状況になる専用ネットワークアダプタのエラーが起きた
場合（他のシステムが失敗し、ディスクに接続しようとしたためにアプリケーションエラー
の原因になったと考えらる）に役立ちます。

■

アプリケーションストレージの依存関係を判断して設定することができないので、仮想
マシンに複数の型の SCSI コントローラを接続しないでください。

■

「共有ストレージ」という用語は仮想マシンに接続されたリムーバブルディスクを示しま
す。 仮想マシンの共有コントローラに接続されたディスクではありません。

■

リムーバブルディスクの前にブートディスク（OS ハードディスク）を配置するように、仮
想マシンのブートシーケンスが設定されていることを確認します。 ブートシーケンスで
ブートディスクの前にリムーバブルディスクが配置されていると、仮想マシンはアプリ
ケーションのフェールオーバー後に再ブートしない場合があります。 再ブートは OS
not found error と表示されて停止する場合があります。 この問題は、アプリケー
ションのフェールオーバー時に、リムーバブルディスクが現在の仮想マシンから切断
されてフェールオーバー先システムに接続されるために起きます。

■

デフォルトでは、コントローラ ID とポートはすべてのクラスタノードで同一である必要
があります。 リソースに同じコントローラ ID とポートを使いたくない場合は、すべての
クラスタノードの属性をローカライズする必要があります。 ローカライズすると、すべて
のクラスタノードに異なるコントローラ ID とポート番号を割り当てることができます。 属
性のローカライズについて詳しくは、『 Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
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High Availability 設定ウィザードの起動
Linux 物理的環境、VMware 仮想環境、論理ドメイン、LPAR では、次のクライアントや
ブラウザウィンドウを使って High Availability 設定ウィザードを起動できます。
■

Veritas InfoScale Operations Manager クライアント: 「Veritas InfoScale Operations
Manager クライアントからウィザードを起動するには」

■

ブラウザウィンドウ: 「ブラウザウィンドウからウィザードを起動するには」

また、Linux 環境では、次のユーティリティを使ってウィザードを起動することもできます。
■

haappwizard ユーティリティ: 「haappwizard ユーティリティを使ってウィザードを起動
するには」

さらに、VMware 仮想環境では、次のクライアントを使ってウィザードを起動することもで
きます。
■

VMware vSphere クライアント: 「VMware vSphere クライアントからウィザードを起動
するには」

Veritas InfoScale Operations Manager クライアントからウィザードを起動するには

1

Veritas InfoScale Operations Manager Management Server コンソールにログイ
ンします。

2

Veritas InfoScale Operations Manager のホームページで、パースペクティブのリ
ストにある［可用性（Availability）］アイコンをクリックします。

3

［管理（Manage）］ペインの［データセンター（Data Center）］ツリーで、クラスタを検
索します。

4

クラスタにある［システム（Systems）］オブジェクトにナビゲートします。

5

アプリケーションが動作する、またはアプリケーションの前提条件を満たすシステム
を検索します。

6

システムで右クリックし、［アプリケーションの設定（Configure Application）］をクリッ
クします。

ブラウザウィンドウからウィザードを起動するには

1

ブラウザウィンドウを開いて次の URL を入力します。
https://system_name_or_IP:5634/vcs/admin/application_health.html

system_name_or_IP は、アプリケーションの監視を設定するシステムの名前また
は IP アドレスです。

2

［認証（Authentication）］ダイアログボックスで、管理者権限があるユーザーのユー
ザー名とパスワードを入力します。

3

設定に応じて、次のいずれかのオプションを使ってウィザードを起動します。
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■

クラスタを構成していない場合は、［VCS クラスタの設定（Configure a VCS
Cluster）］リンクをクリックします。

■

すでにクラスタを構成している場合は、［Actions（処理）］ > ［高可用性アプリケー
ションを設定する（Configure Application for High Availability）］または［高可用
性アプリケーションを設定する（Configure Application for High Availability）］リ
ンクをクリックします。

■

すでにクラスタを構成し、監視するアプリケーションを設定している場合は、［処
理（Actions）］ > ［高可用性アプリケーションを設定する（Configure Application
for High Availability）］をクリックします。

メモ: SFHA （Storage Foundation and High Availability）6.2 以降のリリースでは、
haappwizard ユーティリティは非推奨です。
haappwizard ユーティリティを使ってウィザードを起動するには
haappwizard ユーティリティを使って High Availability 設定ウィザードを起動できます。
このユーティリティは製品パッケージの一部で、/opt/VRTSvcs/bin ディレクトリにインス
トールされます。
◆

High Availability 設定ウィザードを起動するには次のコマンドを入力します。
happwizard [-hostname host_name] [-browser browser_name] [-help]

次の表は、happwizard ユーティリティのオプションの説明です。
表 2-1

happwizard ユーティリティのオプション

–hostname

High Availability 設定ウィザードを起動するシステムのホスト名または IP
アドレスを指定できます。ホスト名または IP アドレスを指定しないと、 High
Availability 設定ウィザードはローカルホストで起動します。

-browser

ブラウザ名を指定できます。 サポート対象のブラウザは Internet Explorer
と Firefox です。 たとえば、Internet Explorer を示す iexplore または
Firefox を示す firefox を入力します。

メモ: 値の大文字と小文字は区別されません。
-help

コマンドの使用方法を表示します。

VMware vSphere クライアントからウィザードを起動するには

1

VMware vSphere クライアントを起動し、仮想マシンをホストする VMware vCenter
サーバーに接続します。

2

左ペインにある vSphere クライアントのインベントリビューで、アプリケーションの監
視を設定する仮想マシンを選択します。
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3

ゲストのインストール時にすでにシングルサインオンを設定している場合は、この手
順をスキップします。
［ High Availability］タブを選択し、［ の表示 ( High Availability View)］ページで仮
想マシンの管理者権限があるユーザーアカウントの資格情報を指定して［設定
(Configure)］をクリックします。
High Availability Console は、その仮想マシンのユーザーアカウントに永続的な認
証を設定します。

4

設定に応じて、次のいずれかのオプションを使ってウィザードを起動します。
■

クラスタを構成していない場合は、［VCS クラスタの設定（Configure a VCS
Cluster）］リンクをクリックします。

■

すでにクラスタを構成している場合は、［Actions（処理）］ > ［高可用性アプリケー
ションを設定する（Configure Application for High Availability）］または［高可用
性アプリケーションを設定する（Configure Application for High Availability）］リ
ンクをクリックします。

■

すでにクラスタを構成し、監視対象のアプリケーションを設定済みの場合、およ
び別のアプリケーションを監視対象に設定するには、［処理（Actions）］ > ［高可
用性アプリケーションを設定する（Configure Application for High Availability）］
をクリックします。

ベリタス High Availability 設定ウィザードを使ったアプ
リケーション監視の設定
監視用アプリケーションを設定する前に、クラスタを設定する必要があります。 クラスタの
設定手順について詳しくは『VCS インストールガイド』を参照してください。
ベリタス High Availability 設定ウィザードを使って監視する汎用アプリケーションを設
定するには、次の操作をします。

1

ベリタス High Availability 設定ウィザードを起動します。

2

［ようこそ（Welcome）］パネルの情報を確認して、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［アプリケーション選択（Application Selection）］パネルで、［汎用アプリケーション
（Generic Application）］を選択して［次へ（Next）］をクリックします。

4

［アプリケーション入力（Application Inputs）］パネルで、コンポーネントの名前を入
力して［コンポーネントの追加（Add Component）］をクリックします。
追加したコンポーネントは［コンポーネント（Component）］フィールドに表示されま
す。

5

次の詳細を指定して、監視するコンポーネントを設定します。
■

起動プログラム（Start program）: 起動プログラムスクリプトの絶対パス
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■

停止プログラム（Stop program）: 停止プログラムスクリプトの絶対パス

■

強制停止プログラム（Force-stop program）: 強制的にアプリケーションを停止
するプログラムスクリプトの絶対パス

■

少なくとも次の項目を 1 つ以上指定します。
■

監視プログラム（Monitor program）: 監視プログラムスクリプトの絶対パス

■

監視するアプリケーション関連の処理（Application-related processes to
monitor）: 監視する必要があるアプリケーション処理の名前

■

アプリケーション生成 PID ファイル（Application-generated PID files）: アプ
リケーションのプロセス ID（PID）ファイルのパス名

■

このアプリケーションのインテリジェント監視を有効にする（Enable intelligent
monitoring for this application）: このオプションを選択するかまたは選択解除
して、アプリケーションコンポーネントのインテリジェント監視の有効と無効を切り
替えます。このオプションはデフォルトで選択されています。アプリケーションコン
ポーネントのインテリジェント監視は有効にすることをお勧めします。
インテリジェントな監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェ
ントリファレンスガイド』のアプリケーションエージェントセクションを参照してくださ
い。

■

ユーザー（User）: ユーザー名。このユーザー名はすべてのエージェントスクリプ
トの実行に使われます。 アプリケーションを設定する物理コンピュータ、仮想マ
シン、論理ドメイン、LPAR の適切な権限がある有効なユーザーを指定します。
指定しないと、アプリケーションの監視に失敗することがあります。

［コンポーネント（Component）］フィールドからコンポーネントを削除するには、［削
除（Remove）］アイコンを使います。

6

監視するアプリケーションコンポーネントをさらに指定する場合は、手順 4 と 5 を繰
り返します。 指定しない場合は、［次へ（Next）］をクリックします。

7

［ストレージの選択（Storage Selection）］パネルで、ストレージが必要なアプリケー
ションインスタンスの適切なマウントポイントを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。
メモ: 共有ストレージを物理コンピュータ、仮想マシン、論理ドメイン、LPAR にマウ
ントしていない場合は、［ストレージの選択（Storage Selection）］パネルは表示され
ません。
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8

［開始または停止順序の定義（Define Start-Stop Order）］パネルは、監視するコン
ポーネントを複数追加した場合にのみ表示されます。
［開始または停止順序の定義（Define Start-Stop Order）］パネルでコンポーネント
間の依存関係を定義するには、［親コンポーネント（Parent Component）］フィール
ドからアプリケーションコンポーネントを選択し、次に［依存先（Depends on）］フィー
ルドから依存先コンポーネントを選択します。アプリケーションを開始すると、コンポー
ネントは定義した順序でオンラインになります。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

VOM でウィザードを起動した場合は、手順 12 に進みます。
［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルの編集アイコンを使って、VCS クラス
タ操作をするシステムのユーザー名とパスワードを指定します。

10 ［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルで、必要なシステムを［アプリケーショ
ンのフェールオーバー先（Application failover targets）］リストに移動します。 フェー
ルオーバーシステムの優先順位を定義するには、上下の矢印キーを使います。
■

［クラスタシステム（Cluster systems）］は、クラスタ構成に含まれるシステムの一
覧を表示する

■

［アプリケーションのフェールオーバー先（Application failover targets）］は、ア
プリケーションをフェールオーバーできるシステムの一覧を表示する
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11 クラスタにこれ以上システムを追加しない場合は、この手順をスキップします。
クラスタにシステムを追加するには、［設定の入力（Configuration Inputs）］パネル
で［システムの追加（Add System）］をクリックします。［システムの追加（Add System）］
ダイアログボックスで、VCS クラスタに追加するシステムの次の詳細を指定し、［OK］
をクリックします。
システム名または IP アドレス VCS クラスタに追加するシステムの名前または IP アドレスを
（System Name or IP
指定します。
address）
ユーザー名

システムのユーザーアカウントを指定します。
通常、これは root ユーザーです。

パスワード

指定したユーザーアカウントのパスワードを指定します。

指定したユーザーアカウント
をすべてのシステムで使う
（Use the specified user
account on all systems）

同じユーザー名とパスワードを使うすべてのクラスタシステム
で、指定したユーザーアカウントを使う場合に選択します。

ウィザードが詳細を検証し、システムが［クラスタシステム（Cluster Systems）］リスト
に表示されます。
クラスタまたはアプリケーションフェールオーバー先のリストからシステムを削除する
には、［削除（Remove）］アイコンを使います。
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12 アプリケーションコンポーネントの仮想 IP アドレスを指定しない場合は、この手順を
スキップします。
［仮想ネットワークの詳細（Virtual Network Details）］パネルで、IP ネットワーク（IPV4
または IPv6）を選択します。デフォルトでは、IPv4 プロトコルが選択されています。
適切なコンポーネントを選択し、各フェールオーバーシステムに次の詳細を指定し
ます。
仮想 IP アドレス

重複のない仮想 IP アドレスを指定します。
各コンポーネントに仮想 IP アドレスを 1 つのみ指定できます。

サブネットマスク（IPv4 の場 サブネットマスクの詳細を指定します。
合）
接頭辞（IPv6 の場合）

接頭辞の詳細を選択します。

ネットワークアダプタ
（Network Adapter）

仮想 IP をホストするネットワークアダプタを選択します。

別の仮想 IP アドレスを追加する場合は、［仮想 IP アドレスの追加（Add virtual IP
address）］をクリックします。
［次へ（Next）］をクリックします。
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13 この手順は、VMware 環境の仮想マシンでアプリケーション監視を設定している場
合にのみ適用可能です。
手順 7 でアプリケーションのマウントポイントを選択した場合は、［ストレージ HA の
入力（Storage HA Inputs）］パネルが表示されます。
［ストレージ HA の入力（Storage HA Inputs）］パネルで、仮想マシンをフェールオー
バーできるすべての ESX/ESXi ホストを指定します。 各 ESX/ESXi ホストは、表示
されているディスクを含めて必要な共有データストアにアクセスできる必要がありま
す。
ESX/ESXi ホストを指定するには、［ESX/ESXi ホストの追加（Add ESX/ESXi Host）］
をクリックして、［ESX/ESXi ホストの追加（Add ESX/ESXi Host）］ダイアログボックス
で次の詳細を指定し、［OK］をクリックします。
ESX/ESXi のホスト名または
IP アドレス（ESX/ESXi
hostname or IP address）

対象の ESX/ESXi ホスト名または IP アドレスを指定します。

ユーザー名

ESX/ESXi ホストのユーザーアカウントを指定します。 ユー
ザーアカウントは、指定済みの ESX/ESXi ホストの管理者権
限が割り当てられている必要があります。

パスワード

［ユーザー名（User name）］テキストボックスで、指定したユー
ザーアカウントのパスワードを指定します。

vMotion を実行して仮想マシンをこの ESX/ESXi ホストに
フェールオーバーできます。 すべての追加 ESX/ESXi ホス
トは、存在するアプリケーションが使うディスクのデータストア
にアクセスできる必要があります。

ウィザードは、指定済みの ESX/ESXi ホストのユーザーアカウントとストレージの詳
細を検証します。
ESX/ESXi ホストを削除する場合は［削除（Remove）］アイコンを使います。
［次へ（Next）］をクリックします。

14 ［概略（Summary）］パネルで設定の詳細情報を見直し、［次へ（Next）］をクリックし
て設定を続行します。
サービスグループの名前を変更する場合は、［名前の変更（Rename）］リンクをクリッ
クして［サービスグループ名の変更 （Rename service group name）］ダイアログボッ
クスでサービスグループ名を編集します。

15 ［実装（Implementation）］パネルで、ウィザードが次のタスクを実行して各タスクの
状態を表示します。
■

監視するアプリケーションを設定する

■

VMware 環境でクラスタ通信リンクを作成する

すべてのタスクを完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

18

第 2 章 汎用アプリケーションに対するアプリケーション監視の設定
ベリタス High Availability 設定ウィザードを使ったアプリケーション監視の設定

設定タスクに失敗したら、［診断情報（Diagnostic information）］をクリックしてエラー
の詳細を調べます。 エラーの原因を解決し、ウィザードを再度実行して監視するア
プリケーションを設定します。

16 ［次へ（Next）］、［完了（Finish）］の順にクリックしてウィザードのワークフローを完了
します。
これで、監視するアプリケーションの設定が完了します。
メモ: 停止中のアプリケーションを起動する場合には、［起動（Start）］をクリックして
システム上で設定されているコンポーネントを起動します。

19

A
設定例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

init プロセスおよび汎用アプリケーションコンポーネントの設定例

init プロセスおよび汎用アプリケーションコンポーネント
の設定例
ここでは、ベリタス High Availability 設定ウィザードを使う手順例について説明します。
2 つの仮想マシン、Machine1 および Machine2 間で次の項目に対する監視を設定す
るには
■

CUPS などの init プロセス

■

汎用アプリケーション、MyApplication

設定プロセスの一部として、ウィザードではホスト、Host1 および Host2 で実行中のマシ
ン Machine1 および Machine2 間の 2 ノードクラスタがそれぞれ設定されます。
次のスクリプトを使用して、汎用アプリケーション (MyApplication) の起動、停止、監視、
強制停止をそれぞれ行うことができるとします。
■

start_MyComponent

■

stop_MyComponent

■

monitor_MyComponent
monitor_MyComponent スクリプトは、汎用アプリケーションの MonitorProgram 属

性に準拠するために書き込まれます。 詳しくは、『 Cluster Server 付属エージェント
リファレンスガイド』のアプリケーションエージェント属性の説明を参照してください。
■

forcestop_MyComponent

付録 A 設定例
init プロセスおよび汎用アプリケーションコンポーネントの設定例

ベリタス High Availability 設定ウィザードを使ってアプリケーション監視を設定する方
法

1

ベリタス High Availability 設定ウィザードを起動します。

2

［ようこそ（Welcome）］パネルの情報を確認して、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［汎用アプリケーション（Generic Application）］を選択して［次へ（Next）］をクリック
します。

4

［コンポーネントの選択（Component Selection）］パネルで、cups_Program など、
CUPS プロセス名を入力し、［コンポーネントの追加（Add Component）］をクリック
します。
追加したコンポーネント（cups_Program）が［コンポーネント（Component）］ボック
スに表示されます。

5

次の詳細を指定して、監視する cups_Program を設定します。
開始プログラム

/etc/init.d/cups start

停止プログラム

/etc/init.d/cups stop

強制停止プログラム

［指定されていません (Not specified)］

監視プログラム

/etc/init.d/cups status

メモ: CUPS などの init プロセスでは、特別な監視スク
リプトは不要です。 VCS では、監視に init スクリプトの
status オプションが使用されます。 ただし、独自のプロ
グラムスクリプトを使用して、そのようなプロセスを監視
することもできます。
監視対象となるアプリケーション関
連プロセス

cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf

アプリケーション生成 PID ファイル /var/run/cupsd.pid
このアプリケーションに対するインテ インテリジェント監視を有効にするためにデフォルトで
リジェント監視の有効化
選択済み
ユーザー

username。たとえば root です。

メモ: 監視プログラム、監視対象となるアプリケーション関連プロセス、アプリケーショ
ン生成 PID ファイルのうち少なくとも 1 つ以上を指定する必要があります。
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6

MyApplication を監視対象に設定するには、MyComponent など、MyApplication
コンポーネント名を入力し、［コンポーネントの追加（Add Component）］をクリックし
ます。
追加したコンポーネント (MyComponent) が［コンポーネント（Component）］ボック
スに表示されます。

7

次の詳細を指定して、監視する MyComponent を設定します。
開始プログラム

/myapplication/bin/start_MyComponent

停止プログラム

/myapplication/bin/stop_MyComponent

強制停止プログラム

/myapplication/bin/forcestop_MyComponent

監視プログラム

/myapplication/bin/monitor_MyComponent

監視対象となるアプリケーション関
連プロセス

［指定されていません (Not specified)］

アプリケーション生成 PID ファイル ［指定されていません (Not specified)］
このアプリケーションに対するインテ インテリジェント監視を有効にするためにデフォルトで
リジェント監視の有効化
選択済み
ユーザー

username。このユーザー名はすべてのエージェントス
クリプトの実行に使われます。 たとえば root です。

8

［次へ（Next）］をクリックします。

9

MyApplication アプリケーションがストレージを要求した場合は、［ストレージの選択
（Storage Selection）］パネルで適切なマウントポイントを選択し、［次へ（Next）］を
クリックします。

10 ［開始または停止順序の定義（Define Start-Stop Order）］パネルで、CUPS プロセ
スと MyApplication 間の関係を定義できます。
最初に CUPS プロセス、次に MyApplication をオンライン化するには、［親コンポー
ネント（Parent Component）］リストで MyComponent を選択し、［依存先（Depends
on）］ボックスで cups_Program を選択します。

11 ［次へ（Next）］をクリックします。
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12 ［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルで、ウィザードを起動したマシン、
Machine1 がウィザードでリストされます。 ウィザードでは Machine1 がアプリケー
ションのフェールオーバー先リストにもリストされます。 クラスタに Machine2 を追加
するには、［システム追加（Add System）］をクリックして、［システム追加（Add
System）］ダイアログボックスで、Machine2 に関する次の詳細を指定します。
システム名または IP アドレス Machine2
（System Name or IP
address）
ユーザー名

username
通常、これは root ユーザーです。

パスワード

password

指定したユーザーアカウント
をすべてのシステムで使う
（Use the specified user
account on all systems）

すべてのクラスタシステムで指定されたユーザーアカウントを
使用する場合に選択します。

13 ［次へ（Next）］をクリックします。
14 ［仮想ネットワークの詳細（Virtual Network Details）］パネルで MyComponent を
選択してから IPv4 を選択し、各フェールオーバーシステムに対し次の詳細を指定
します。
仮想 IP アドレス

IP address

サブネットマスク

サブネットマスク

ネットワークアダプタ
（Network Adapter）

Machine1 の場合: eth0
Machine2 の場合: eth1

15 ［次へ（Next）］をクリックします。
16 ［概略（Summary）］パネルで、VCS クラスタ設定の概略を確認してから［次へ（Next）］
をクリックして、設定を続行します。
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17 ［実装（Implementation）］パネルでは、ウィザードによりクラスタが作成され、アプリ
ケーション監視が設定され、クラスタ通信リンクが作成されます。 ウィザードに各タス
クの状態が表示されます。 すべてのタスクを完了したら、［次へ（Next）］をクリックし
ます。

18 ［完了（Finish）］をクリックしてウィザードワークフローを終了します。
これで、監視するアプリケーションの設定が完了します。
アプリケーション状態が停止中と表示される場合、［起動（Start）］をクリックしてシス
テム上で設定されているコンポーネントを起動します。
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B
汎用アプリケーションのサン
プルスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

汎用アプリケーションを開始、停止、監視するためのサンプルスクリプト

■

監視スクリプト終了コードについて

汎用アプリケーションを開始、停止、監視するためのサ
ンプルスクリプト
VCS アプリケーションエージェント用の独自のスクリプトを書き込んで、汎用アプリケーショ
ンのオンライン化、アプリケーションをのオフライン化、アプリケーションの状態の監視を行
うことができます。
また次のサンプルスクリプトを修正し、それらをアプリケーションの開始、停止、監視に使
用することもできます。
■

汎用アプリケーションを開始するためのサンプルスクリプトは次のとおりです。
#!/bin/sh
touch /tmp/sampleapp # add any steps, if required
exit 0

サンプル開始スクリプトをアプリケーション要件に合うように修正することができます。
開始スクリプトを startsampleapp という名前で保存した場合、アプリケーションをオン
ライン化するためにエージェント関数で次のコマンドを実行します。
su - user -c startsampleapp
■

汎用アプリケーションを停止するためのサンプルスクリプトは次のとおりです。
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#!/bin/sh
rm -f /tmp/sampleapp # add any steps, if required
exit 0

サンプル停止スクリプトをアプリケーション要件に合うように修正することができます。
停止スクリプトを stopsampleapp という名前で保存した場合、アプリケーションを停
止するためにエージェント関数で次のコマンドを実行します。
su - user -c stopsampleapp

メモ: 開始スクリプトと停止スクリプトに対する戻りコードの値は 0 である必要がありま
す。 他の戻りコードはサポートされていません。

■

汎用アプリケーションを監視するためのサンプルスクリプトは次のとおりです。
#!/bin/sh
APPLICATION_IS_ONLINE=110
APPLICATION_IS_OFFLINE=100
if [ -f /tmp/sampleapp ] ; then # add any steps, if required
exit $APPLICATION_IS_ONLINE
else
exit $APPLICATION_IS_OFFLINE
fi

監視スクリプトを monitorsampleapp という名前で保存した場合、アプリケーションを
監視するためにエージェント関数で次のコマンドを実行します。
su - user -c monitorsampleapp

監視スクリプト終了コードについて
カスタム監視スクリプトでは終了コードが使用され、VCS に対し監視中のリソースまたは
プロセスの状態が通知されます。VCS で戻り値とされる値は、次のとおりです。
■

1 または 100 - リソースがオフラインであることを示します。

■

101 から 109 - リソースがオンラインであり、信頼度が 100 未満であることを示します。

■

0 または 110 - リソースがオンラインであり、信頼度が 100 であることを示します。

返される終了値が上記の値のいずれでもない場合、状態は不明であると考えられます
(通常は値 99 が使用されます)。
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C
インフラサービスグループ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インフラサービスグループ

インフラサービスグループ
この項は、VMware 仮想マシンでアプリケーション監視を設定している場合にのみ適用
可能です。
アプリケーション設定の一部として、ベリタス High Availability 設定ウィザードで次を行い
ます。
■

アプリケーション固有のサービスグループおよびリソースを設定します。

■

VCS インフラサービスグループ (VCSInfraSG) を設定します。

VCSInfraSG には、VCSNotifySinkRes と呼ばれるリソースが含まれています。 このリ
ソースのタイプはプロセスです。 VCSNotifySinkRes によりゲストの notify_sink プロセス
が設定され、管理されます。notify_sink プロセスにより、サービスグループおよびその属
性に関する詳細が ベリタス High Availability Console に送信されます。この情報はレ
ポート目的に使用され、ダッシュボードに表示されます。
メモ: VCSInfraSG は内部サービスグループです。 このサービスグループに対し、リソー
スの追加または削除を行わないでください。
VCSInfraSG に関する注記を次に示します。
■

監視するアプリケーションを設定する前に、ベリタス High Availability Console とゲ
スト間に SSO を設定していることを確認します。SSO を設定していない場合、
VCSInfraSG はオンライン化できません。
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■

VCSInfraSG または VCSNotifySinkRes に障害が発生した場合は、ベリタス High
Availability Console とゲスト間に SSO を設定していることを確認します。障害を解
決し、リソースを再度オンライン化します。

■

ダッシュボードに表示される情報が影響を受けるため、VCSInfraSG または
VCSNotifySinkRes をオフライン化しないでください。
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