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1
Storage Foundation
Cluster File System High
Availability の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

このマニュアルについて

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability のアップグレードにつ
いて

■

Veritas InfoScale Operations Manager について

■

I/O フェンシングについて

■

Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) について

■

データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定について

このマニュアルについて
このマニュアルは、SFCFSHA (Storage Foundation Cluster File System High
Availability) および SFCFS (Storage Foundation Cluster File System) の両方に適
用されます。

Storage Foundation Cluster File System High
Availability のアップグレードについて
SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）は、ストレー
ジエリアネットワーク（SAN）環境で共有データをサポートするために Storage Foundation
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を拡張します。 SFCFSHA を使うと、複数のサーバーがアプリケーションに対して透過的
に共有ストレージとファイルに同時にアクセスできます。
SFCFSHA は可用性とパフォーマンスの高められた自動化とインテリジェントな管理も提
供します。
SFCFSHA には製品に高可用性の機能を追加するクラスタサーバーが含まれています。
Veritas File Replicator 機能のライセンスもこの製品で取得できます。
高可用性環境について詳しくは、Cluster Server のマニュアルを参照してください。

Veritas InfoScale Operations Manager について
Veritas InfoScale Operations Manager には、Veritas InfoScale 製品の集中型管理コ
ンソールが用意されています。 Veritas InfoScale Operations Manager を使って、スト
レージリソースを監視、視覚化、管理したり、レポートを生成したりすることができます。
Veritas InfoScale Operations Manager を使って Storage Foundation と Cluster
Server の環境を管理することをお勧めします。
Veritas InfoScale Operations Manager は https://sort.veritas.com/ からダウンロード
できます。
インストール、アップグレード、設定の手順について詳しくは、Veritas InfoScale
Operations Manager のマニュアルを参照してください。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）のコンソールは Veritas InfoScale 製品に含ま
れなくなりました。 VEA の使用を続けたい場合は、
https://www.veritas.com/product/storage-management/infoscale-operations-manager
からソフトウェアバージョンをダウンロードできます。Storage Foundation Management
Server は非推奨です。
Cluster Manager（Java コンソール）を使ってシングルクラスタを管理したい場合は、
https://www.veritas.com/product/storage-management/infoscale-operations-manager
からダウンロードできます。Java コンソールを使ってこのリリースの新しい機能を管理す
ることはできません。 Cluster Server Management Console は非推奨です。

I/O フェンシングについて
I/O フェンシングは、クラスタ内のノードがスプリットブレイン状態を示すクラスタメンバー
シップの変更を検出するとき、共有ディスクのデータを保護します。
フェンシング操作で次のノードが決まります。
■

共有ストレージへのアクセスを保持しなければならないノード

■

クラスタから取り出されなければならないノード
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この決定によってデータ破損を防ぎます。 インストーラは、Veritas InfoScale Enterprise
をインストールするときに、I/O フェンシングドライバ、VRTSvxfen RPM の一部をインス
トールします。 共有ディスクのデータを保護するには、Veritas InfoScale Enterprise を
インストールして Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定し
た後、 I/O フェンシングを設定する必要があります。
I/O フェンシングモード - ディスクベースおよびサーバーベースの I/O フェンシング - ネッ
トワーク分割の発生時にコーディネーションポイントを使用してアービトレーションを行い
ます。 一方、マジョリティベースの I/O フェンシングモードはアービトレーションにコーディ
ネーションポイントを使用しません。 マジョリティベースの I/O フェンシングでは、高可用
性が失われる場合があります。 ディスクベース、サーバーベースまたはマジョリティベー
スの I/O フェンシングを設定できます。
ディスクベースの I/O フェンシング

コーディネータディスクを使う I/O フェンシングはディ
スク型の I/O フェンシングと呼ばれます。
ディスク型の I/O フェンシングはシングルクラスタで
データ整合性を保証します。

サーバーベースの I/O フェンシング

少なくとも 1 つの CP サーバーシステムを使う I/O フェ
ンシングはサーバー型の I/O フェンシングと呼ばれま
す。 サーバーベースのフェンシングには、CP サー
バーのみ、または CP サーバーとコーディネータディ
スクの組み合わせを含めることができます。
サーバー型の I/O フェンシングはクラスタでデータ整
合性を保証します。
SCSI-3 PR をサポートしていない仮想化環境では、
Storage Foundation Cluster File System High
Availability は非 SCSI-3 の I/O フェンシングをサポー
トします。
p.19 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンで
の Storage Foundation Cluster File System High
Availability 用 I/O フェンシングについて」 を参照して
ください。

マジョリティベースの I/O フェンシング

マジョリティベースの I/O フェンシングでは、クラスタ環
境でデータ破損に対する保護およびデータの整合性
を提供するのにコーディデーションポイントを必要とし
ません。
追加のサーバーやコーディネーションポイントとして使
用できる共有 SCSI-3 ディスクがない場合はマジョリ
ティベースの I/O フェンシングを使用します。

p.29 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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メモ: I/O フェンシングを使ってスプリットブレインの状態からクラスタを保護することを推奨
します。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参照して
ください。

Veritas SORT (Services and Operations Readiness
Tools) について
Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) は、最も時間のかかる管
理タスクの一部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンター
をさらに効率的に管理し、Veritas 製品を最大限に活用できるようになります。
SORT によって実行できるようになる操作は、次のとおりです。
次のインストールまたは
■
アップグレードのための準
備
■

■

■

リスクの管理

効率の向上

製品のインストールとアップグレートの必要条件（オペレーティング
システムバージョン、メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含む）
を一覧表示する。
Veritas 製品をインストールまたはアップグレードする準備ができて
いるかどうかを判断するためにシステムを分析する。
中央リポジトリから最新のパッチ、マニュアル、高可用性エージェン
トをダウンロードする。
ハードウェア、ソフトウェア、データベース、オペレーティングシステ
ムの最新の互換性リストにアクセスする。

■

中央リポジトリにあるパッチ、アレイ固有のモジュール (ASL、APM、
DDI、DDL)、高可用性エージェントの変更について自動電子メー
ル通知を取得する。
システムと環境におけるリスクを識別して軽減する。

■

何百もの Veritas エラーコードの説明と解決策を表示する。

■

製品のバージョンとプラットフォームに基づいてパッチを検索して
ダウンロードする。
インストール済みの Veritas 製品とライセンスキーを一覧表示す
る。
環境をチューニングして最適化する。

■

■

■

メモ: SORT の機能の一部はすべての製品で使用できません。 SORT へは追加料金な
しでアクセスできます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
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https://sort.veritas.com

データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定につ
いて
ノードに障害が起きた場合、SFCFSHA は修正アクションを実行し、変更後のメンバー
シップが反映されるように、そのコンポーネントを設定します。 実際のノードに障害が発
生していないのに、障害があるノードと同じ現象が見られる場合、上記の修正アクション
はスプリットブレインの状況を引き起こします。
そのようなスプリットブレインの状況の原因となるシナリオの例を次に示します。
■

プライベートネットワークの障害
2 ノードクラスタ内のシステムにノード障害が発生すると、システムはプライベート相互
接続を介したノード間のハートビート送信を停止します。 次に、存在するノードが修
正アクションを実行します。 実際のノードではなくプライベート相互接続に障害が起
きた場合も同じ現象が起こり、これによって各ノードは自分の接続相手が切断された
と判断します。 このような場合は、両方のノードが無秩序にデータストレージを制御し
ようとするため、通常はデータの破損につながります。

■

ハングアップしたように見えるシステム
システムで処理が集中しているために応答していないように見える場合、他のノード
からシステム停止を宣言される可能性があります。 この宣言は、「中断」および「再開」
機能をサポートするハードウェアを使用しているノードにも発生する場合があります。
中断機能を使用してノードを PROM レベルに落としてから処理を再開すると、他の
ノードからシステム停止を宣言される場合があります。 そのシステムが後で復旧して
書き込み処理を再開しても、他のノードからはシステム停止を宣言される場合があり
ます。

I/O フェンシングは、クラスタ内で通信エラーが発生した場合にデータ破損を防止する機
能です。 SFCFSHA は I/O フェンシングを使って、スプリットブレインに伴うリスクを除去
します。 I/O フェンシングは、アクティブなクラスタのメンバーへの書き込みアクセスを許
可します。 メンバー以外からのストレージへのアクセスはブロックするため、稼動中のノー
ドでも障害の原因になることはありません。
Veritas InfoScale Enterprise をインストールし、SFCFSHA を設定した後で、データ整
合性が確保されるように SFCFSHA の I/O フェンシングを設定する必要があります。
p.29 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの Storage Foundation
Cluster File System High Availability 用 I/O フェンシングについて
従来の I/O フェンシング実装では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）
またはコーディネータディスクがコーディネーションポイントになっていて、CVM（Cluster
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Volume Manager）と Veritas I/O フェンシングモジュールによって SCSI-3 PR（SCSI-3
Persistent Reservation）ベースの保護がデータディスクに提供されます。 この SCSI-3
PR 保護によって、接続を失ったノードからの I/O 操作が、テイクオーバー済みの残りの
サブクラスタにアクセスできなくなります。
I/O フェンシングの動作について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。
SCSI-3 PR をサポートしない仮想化環境では、Storage Foundation Cluster File System
High Availability がデータディスクを適切に保護しようとします。 このような環境では、
Storage Foundation Cluster File System High Availability に非 SCSI-3 I/O フェンシ
ングを設定する必要があります。 非 SCSI-3 フェンシングでは、コーディネーションポイ
ントとして CP サーバーのみを使用したサーバーベースの I/O フェンシング、またはコー
ディネーションポイントを使わないマジョリティベースの I/O フェンシングを使います。この
ような環境をサポートするために、一部の設定を変更します。
p.105 の 「インストーラ を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェンシングの設定」
を参照してください。
p.158 の 「仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定」 を参照してください。

I/O フェンシングのコンポーネントについて
SFCFSHA の共有ストレージは、I/O フェンシングを有効にするために SCSI-3 Persistent
Reservation をサポートしている必要があります。SFCFSHA には、次の 2 タイプの共有
ストレージがあります。
■

データディスク - 共有データを格納します。
p.20 の 「データディスクについて」 を参照してください。

■

コーディネーションポイント - メンバーシップの変更時にグローバルロックとして機能し
ます。
p.21 の 「コーディネーションポイントについて」 を参照してください。

データディスクについて
データディスクはデータ保存用の標準ディスクデバイスで、物理ディスクまたは RAID 論
理ユニット（LUN）です。
これらのディスクは SCSI-3 PR をサポートし、標準の VxVM または CVM ディスクグルー
プの一部である必要があります。CVM では、ディスクグループベースでデータディスクが
フェンシングされます。 ディスクグループに追加されたディスクと、デバイスで検出された
新しいパスは、自動的にフェンシングされます。
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コーディネーションポイントについて
コーディネーションポイントが提供するロック機構によって、他のノードからのデータドライ
ブへのアクセスをブロックするノードが決定されます。 ノードは、ピアをデータドライブから
ブロックする前に、コーディネーションポイントから削除できる必要があります。SFCFSHA
は、vxfen がコーディネーションポイントの制御権を獲得しようとし、制御権を獲得したパー
ティションは除外されたノードによるデータディスクへのアクセスをフェンシングするときに
スプリットブレインを防ぎます。
メモ: クラスタのフェンシング設定には通常、3 つのコーディネーションポイントが必要で
す。ベリタス では、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサーバー
ベースフェンシングもサポートしていますが、この CP サーバーが単一障害点になる点に
注意してください。
コーディネーションポイントはディスクまたはサーバーあるいはその両方の場合がありま
す。
■

コーディネータディスク
コーディネーションポイントとして機能するディスクは、コーディネータディスクと呼ば
れます。 コーディネータディスクは、3 つの標準ディスクまたは LUN で、クラスタの設
定時に I/O フェンシングで使うために予約されています。 SFCFSHA の設定では、
コーディネータディスクを他の保存目的に使うことはありません。
コーディネータディスクは、Veritas Volume Manager の DMP（Dynamic
Multi-pathing）機能を使用するように設定できます。 DMP（Dynamic Multi-pathing）
を実行すると、コーディネータディスクは、パスのフェールオーバーを利用したり、DMP
機能の動的な追加および削除を利用することができます。 したがって、DMP デバイ
スを使うように I/O フェンシングを設定できます。 I/O フェンシングは、使用するディス
クデバイスで DMP ベースに基づく SCSI-3 ディスクポリシーを使います。
メモ: I/O フェンシングの dmp ディスクポリシーでは、ノードからコーディネータディス
クを参照するパスに単一のハードウェアパスと複数のハードウェアパスを使うことがで
きます。 いくつかのコーディネータディスクが複数のハードウェアパスを持ち、いくつ
かのコーディネータディスクが単一のハードウェアパスを持つ場合は、DMP ディスク
ポリシーのみをサポートします。 新しいインストールの場合は、ベリタス では単一の
ハードウェアパスでも IO フェンシングには DMP ディスクポリシーのみをサポートしま
す。
詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

■

コーディネーションポイントサーバー
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）はリモートシステムまたはクラスタ
で動作するソフトウェアソリューションです。 CP サーバーは SFHA クラスタノードが
次のタスクを実行できるようにすることによってアービトレーション機能を提供します。
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■

（データドライブへのアクセスが CP サーバーに登録された）アクティブな
SFCFSHA クラスタのメンバーになるための自己登録を行う

■

このアクティブな SFCFSHA クラスタのメンバーとして登録されている他のノード
を調べる

■

このアクティブな SFCFSHA クラスタから自己登録解除する

このアクティブな SFCFSHA クラスタのメンバーである他のノードを強制的に登録
解除する（獲得）
つまり、CP サーバーは既存の I/O フェンシングモジュール内で統合する別のアービ
トレーションメカニズムとして機能します。
■

メモ: CP サーバーでは、フェンシングアービトレーションのロジックは SFCFSHA ク
ラスタ上に残ったままです。
異なるオペレーティングシステムを実行する複数の SFCFSHA クラスタ では、同時
に CP サーバーにアクセスできます。 TCP/IP ベースの通信が CP サーバーと
SFCFSHA クラスタ の間で使用されます。

優先フェンシングについて
I/O フェンシングドライバは、コーディネーションポイントを使って VCS クラスタでのスプ
リットブレインを防止します。 デフォルトでは、フェンシングドライバはコーディネーション
ポイントの制御権を獲得するときに、ノード数が最大のサブクラスタを優先します。優先
フェンシング機能を使うことで、存続させるサブクラスタをフェンシングドライバがどのよう
に決定するかを指定できます。
優先フェンシングポリシーは、クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy を使って次
のように設定できます。
■

システムベース優先フェンシングポリシーを有効にして、処理能力の高いシステムを
優先します。

■

グループベース優先フェンシングポリシーを有効にして、優先度が高いアプリケーショ
ンのサービスグループを優先します。

■

サイトベース優先フェンシングポリシーを有効にして、優先順位の高いサイトを優先し
ます。

■

優先フェンシングポリシーを無効にして、デフォルトノード数ベースの制御権獲得ポリ
シーを使います。

詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。
p.109 の 「優先フェンシングポリシーの有効化と無効化」 を参照してください。
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2
SFCFSHA の設定

■

第2章 設定の準備

■

第3章 データ整合性のための SFCFSHA クラスタ設定の準備

■

第4章 SFCFSHA の設定

■

第5章 データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定

■

第6章 応答ファイルを使用した SFCFSHA 自動設定の実行

■

第7章 応答ファイルを使用した自動 I/O フェンシング設定の実行

■

第8章 データ整合性のための SFCFSHA クラスタの手動設定

2
設定の準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

I/O フェンシングの必要条件

I/O フェンシングの必要条件
ディスクベースのフェンシングまたはサーバーベースのフェンシングのどちらの設定を計
画しているかに応じて、コーディネーションポイントの必要条件を満たしていることを確認
してください。
■

コーディネータディスク
p.24 の 「I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバー
p.25 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境に Veritas InfoScale Enterprise をインストール
している場合は、非 SCSI-3 フェンシングを設定するための必要条件を確認します。
p.28 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングの必要条件」 を参照してください。

I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件
I/O フェンシングのコーディネータディスクが次の必要条件を満たすことを確認します。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、少なくとも 3 つの奇数のコーディネータ
ディスクが存在する必要があります。

■

コーディネータディスクが DMP デバイスに存在する必要があります。

■

各コーディネータディスクは物理的に個別のディスクまたは LUN を使う必要がありま
す。
ベリタス では、コーディネータディスクには、最小の LUN を使うことをお勧めします。
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■

各コーディネータディスクは、異なるディスクアレイに配置してください（可能な場合）。

■

コーディネータディスクは、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしている必要
があります。

■

コーディネータデバイスは iSCSI プロトコルを経由して接続できますが、DMP デバイ
スに存在し、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートする必要があります。

■

ベリタス では、コーディネータディスクに対してハードウェアベースのミラーリングを使
うことを推奨します。

■

コーディネータディスクはデータを格納するために使ったり、ユーザーデータを格納
するディスクグループに含めたりしないでください。

■

アレイベンダーが使う特殊なデバイスをコーディネータディスクとして使うことはできま
せん。 たとえば、EMC のゲートキーパーデバイスをコーディネータディスクとしては
使えません。

■

コーディネータディスクのサイズは少なくとも 128 MB にする必要があります。

CP サーバーの必要条件
Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 クラスタ（アプリケーショ
ンクラスタ）では、次の VCS と SFHA バージョンでホストされる CP サーバー（コーディ
ネーションポイントサーバー）をサポートします。
■

VCS 6.1 以降のシングルノードクラスタ

■

SFHA 6.1 以降のクラスタ

CP サーバーのアップグレードに関する注意事項
■

現在のリリースバージョンがバージョン 6.1 より前の場合は、CP サーバーの VCS や
SFHA をバージョン 7.2 にアップグレードします。

■

リリースバージョンが 6.1 以降の場合は CP サーバーをバージョン 7.2 にアップグ
レードする必要はありません。

■

バージョン 6.1 以降の CP サーバーは、バージョン 6.1 以降のアプリケーションクラ
スタと HTTPS ベースで通信できます。

■

バージョン 6.1 から 7.0 の CP サーバーは、バージョン 6.1 より前のアプリケーション
クラスタと IPM ベースで通信できます。

■

アプリケーションクラスタのリリースバージョンが 6.1 以降の場合は、HTTPS ベースの
通信に VIP を設定する必要があります。

CP サーバーをホストする VCS/SFHA クラスタの基本ハードウェア必要条件を満たして
いることを確認してください。
『Veritas InfoScale™ インストールガイド』を参照してください。
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メモ: ベリタス では、フェンシングに少なくとも 3 つのコーディネーションポイントを設定す
ることを推奨しますが、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサー
バーベースフェンシング設定もサポートされます。 このように CP サーバーが 1 つのフェ
ンシング設定では、そのコーディネーションポイントが、SFHA クラスタでホストされる高可
用性 CP サーバーである必要があります。
CP サーバーをインストールして構成する前に、この項で説明する次の CP サーバー必
要条件を満たしていることも確認してください。
■

ハードウェアの必要条件

■

オペレーティングシステムの必要条件

■

ネットワークの必要条件（および推奨事項）

■

セキュリティの必要条件

表 2-1 に、CP サーバーをホストするための追加の必要条件を示します。
表 2-1

CP サーバーのハードウェアの必要条件

必要なハードウェア

説明

ディスク領域

VCS クラスタまたは SFHA クラスタで CP サーバーをホストする
には、各ホストに次のファイルシステム領域が必要です。

■

/opt ディレクトリに 550 MB（さらに、言語パッケージに追加の
15 MB が必要）
/usr に 300 MB

■

/var に 20 MB

■

/etc に 10 MB（CP サーバーデータベース用）

■

ストレージ

CP サーバーが SFHA クラスタでホストされるとき、このクラスタの
ノード間に共有ストレージが存在する必要があります。

RAM

各 CP サーバーに少なくとも 512 MB が必要です。

ネットワーク

CP サーバーと SFCFSHA クラスタ（アプリケーションクラスタ）間
の TCP/IP 接続を提供できるネットワークハードウェア。

表 2-2 に、CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョンを示しま
す。 アプリケーションクラスタでは、これらのオペレーティングシステムを実行している CP
サーバーを使うことができます。
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表 2-2
CP サーバー

CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョン
オペレーティングシステムとバージョン

VCS シングルノードクラスタま CP サーバーでは、次のオペレーティングシステムがサポートさ
たは SFHA クラスタでホストされ れます。
る CP サーバー
■ Linux:
■ RHEL 6
■

RHEL 7

■

SLES 11

■

SLES 12

サポートされるオペレーティングシステムのレベルやサポートされ
るオペレーティングシステムのアーキテクチャなど、その他の詳細
も確認してください。
詳しくは『Veritas InfoScale 7.2 リリースノート』を参照してくださ
い。

以下は CP サーバーのネットワークの必要条件と推奨事項です。
■

アプリケーションクラスタから CP のサーバーへのネットワークアクセスの高可用性と
冗長性が実現されるようにすることをお勧めします。 ネットワーク接続には安全な LAN
または VPN が必要です。

■

CP サーバーは、これらのネットワークパス上のアプリケーションクラスタとの接続と通
信のために TCP/IP プロトコルを使います。 HTTPS プロトコルを介して通信が発生
した場合、CP サーバーは 443 番の TCP ポートを使ってアプリケーションクラスタか
らのメッセージに応答準備します。 443 番の TCP ポートは CP サーバーを設定する
ときに変更できるデフォルトポートです。
CP サーバーにアクセスするために複数のネットワークパスを設定することをお勧めし
ます。 あるネットワークパスにエラーが発生しても、CP サーバーは再起動を必要とせ
ず、他のすべての利用可能な仮想 IP アドレスで応答準備し続けます。

■

CP サーバーは HTTPS プロトコルを介してアプリケーションクラスタと通信するときは
インターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）のみをサポートします。

■

CP サーバーを特定のネットワーク設定内に配置するときは、各種アプリケーションク
ラスタノードから CP サーバーへのホップ数を考慮に入れる必要があります。 ベスト
プラクティスとして、各種アプリケーションクラスタノードから CP サーバーへのホップ
数とネットワーク遅延を等しくすることをお勧めします。 これにより、結果として I/O フェ
ンシングのシナリオになるイベントが発生した場合に、CPS とさまざまなノードの間の
ホップ数またはネットワーク遅延の違いによるバイアスがないことが保証されます。

SFCFSHA クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー間の通信のため、次のサ
ポートマトリックスを確認してください。
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アプリケーションクラスタと CP サーバー間の安全な通信の確立については、『Storage
Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。

非 SCSI-3 I/O フェンシングの必要条件
サポートされる非 SCSI-3 フェンシング用仮想環境
■

AMD Opteron または Intel Xeon EM64T（x86_64）上の VMware Server ESX 4.0、
5.0、5.1 および 5.5
ゲスト OS: サポート対象の Linux オペレーティングシステムのリストについては、
『Veritas InfoScale リリースノート』を参照してください。

SCSI-3 PR をサポートしない仮想環境でフェンシングを設定するには、次の必要条件を
満たしていることも確認してください。
■

Storage Foundation Cluster File System High Availability のクラスタ属性 UseFence
が SCSI3 に設定されている必要があります。

■

サーバーベース I/O フェンシングの場合、すべてのコーディテーションポイントは CP
サーバーである必要があります。
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3
データ整合性のための
SFCFSHA クラスタ設定の
準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

I/O フェンシング設定の計画について

■

CP サーバーの設定

I/O フェンシング設定の計画について
インストーラを使って SFCFSHA を設定した後に、データ整合性のためにクラスタの I/O
フェンシングを設定する必要があります。 リリースバージョン 7.2（HTTPS ベースの通信）
のアプリケーションクラスタは、リリースバージョン 6.1 以降の CP サーバーのみをサポー
トします。
ディスクベースの I/O フェンシング、サーバーベースの I/O フェンシング、マジョリティベー
スの I/O フェンシングを設定できます。 クラスタ化に VCS を使う複数のクラスタが企業環
境にある場合、サーバーベースの I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントは、CP サーバーのみ、また
は CP サーバーとコーディネータディスクの組み合わせとして追加できます。
ベリタスでは、SFHA クラスタでホストされる 1 つの高可用性 CP サーバーを単一コー
ディネーションポイントとして使用するサーバーベースフェンシングもサポートしています。
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警告: 単一コーディネーションポイント（CP サーバー）を使うサーバーベースフェンシン
グ設定では、コーディネーションポイントが単一点障害になります。 このような設定では、
SFHA クラスタ内の CP サーバーのフェールオーバー中はアービトレーション機能は使
用できません。 そのため、CP サーバーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケー
ションクラスタでネットワーク分割が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンしま
す。 1 つの CP サーバーベースのフェンシングは、テスト環境でのみ使用することをお勧
めします。
コーディネーションポイントを使用してクラスタを保護しない場合はマジョリティフェンシン
グ機構を使用します。 小さなクラスタ環境を使用していてフェンシングの設定のために追
加のディスクやサーバーに投資したいと思わない場合にマジョリティモードの I/O フェン
シングを設定することをお勧めします。
メモ: マジョリティベース I/O フェンシングは高可用性の点でサーバーベースまたはディ
スクベースの I/O よりも堅牢性が低いです。 マジョリティベースフェンシングモードでは、
ごくたまにクラスタが利用不可能になる場合があります。
SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境に Storage Foundation Cluster File System
High Availability をインストールしている場合、非 SCSI-3 フェンシングを設定できます。
p.32 の 図 3-2 を参照してください。
図 3-1 は Storage Foundation Cluster File System High Availability クラスタで I/O
フェンシングを設定するための概念的なフローチャートを説明します。
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I/O フェンシング設定のワークフロー

図 3-1

SFCFS を
インストールして設定する
ディスク
ベースのフェンシ
ング（scsi3
モード）を設定
する

3 つの
ディスク

I/O
フェンシングのコー
ディネーションポイ
ントがあるか?

サーバー
ベースのフェンシン
グ（カスタマイズさ
れたモード）を設定
する

少なくとも
1 つのサーバー

準備タスク

準備タスク

vxdiskadm または vxdisksetup
ユーティリティ

既存の CP サーバーの特定

ディスクを VxVM
ディスクとして初期化する
vxfenadm と vxfentsthdw
ユーティリティ

ディスクが I/O フェンシングに
準拠していることを確認する

TCP/IP 接続を CP サーバーと VCS
クラスタとの間で確立する
（または）
CP サーバーを設定する

CP サーバーシステムに VCS または
SFHA をインストールして設定する
TCP/IP 接続を CP サーバーと VCS
クラスタとの間で確立する

設定タスク
次のいずれかの方法を使う

Installer -fencing を実行し、
オプション 2 を選択し、
画面の指示に従う
または

作成した応答ファイルの値を
編集し、それらを installer
-responsefile コマンドで使う
または

CP サーバーがクラスタ化されている場合、
CP サーバーのために共有ストレージを設定する
-configcps を実行して画面の指示に従うか、
または手動で CP サーバーを設定する
コーディネーションポイントとして機能するディ
スクが対象

ディスクを VxVM ディスクとして初期化し、
I/O フェンシングに準拠していることを確認する

設定タスク
次のいずれかの方法を使う

手動でディスクベースの I/O
フェンシングを設定する

Installer -fencing を実行し、オプション
1 を選択し、画面の指示に従う
または

コーディネーションポイントなし
設定タスク
Installer -fencing を実行し、
オプション 3 を選択し、
画面の指示に従う

作成した応答ファイルの値を編集し、それらを
installer -responsefile コマンドで使う
または

手動でサーバーベースの I/O フェンシングを
設定する
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図 3-2 は、SCSI-3 PR をサポートしていない仮想環境の Storage Foundation Cluster
File System High Availability クラスタに非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための
概要フローチャートです。
図 3-2

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するためのワークフロー

SFCFS が非 SCSI3
準拠の仮想環境にあ
るか?
CP サーバーとの
サーバーベースのフェンシ
ング（カスタマイズされた
モード）を設定する

準備タスク
既存の CP サーバーの特定
TCP/IP 接続を CP サーバーと
SFCFS クラスタとの間で確立する
（または）
CP サーバーを設定する

マジョリティベースの
フェンシングを設定する
（コーディネーションポイント
なし）

設定タスク
Installer -fencing
を実行し、オプション
3 を選択し、
N と入力してストレージが SCSI3
準拠ではないことを確認し、
画面の指示に従う

CP サーバーシステムに VCS または
SFHA をインストールして設定する
TCP/IP 接続を CP サーバーと
VCS クラスタとの間で確立する
CP サーバーがクラスタ化されて
いる場合、CP サーバーのために
共有ストレージを設定する
-configcps を実行して画面の
指示に従うか、または手動で
CP サーバーを設定する

設定タスク
次のいずれかの方法を使う
Installer -fencing を実行し、オプション
1 を選択し、n と入力してストレージが
SCSI3 準拠ではないことを確認し、
画面の指示に従う
または
作成した応答ファイルの値を編集し、
それらをInstallvcs -responsefile
コマンドで使う
または
非 SCSI3 サーバーベース I/O
フェンシングを手動で設定する

準備タスクを実行した後、次のいずれかの方法を使って I/O フェンシングを設定できま
す。
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インストーラ を使う

p.83 の 「インストーラ を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を
参照してください。
p.92 の 「インストーラを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」
を参照してください。
p.105 の 「インストーラ を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェンシ
ングの設定」 を参照してください。
p.107 の 「インストーラ を使ったマジョリティベース I/O フェンシングの設定」
を参照してください。

応答ファイルを使う

p.125 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイ
ルの変数」 を参照してください。
p.132 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイ
ルの変数」 を参照してください。
p.135 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。
p.137 の 「マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応答ファイ
ルの変数」 を参照してください。
p.124 の 「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」 を参照してくださ
い。

設定ファイルを手動で編集する

p.139 の 「ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してくだ
さい。
p.144 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してくだ
さい。
p.158 の 「仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定」 を参照して
ください。
p.164 の 「マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定 」 を参照して
ください。

また、1 つの I/O フェンシング設定から別の設定への移行もできます。
詳しくは、『Storage Foundation High Availability 管理者ガイド』を参照してください。

サーバーベースの I/O フェンシングを使った標準的な SFCFSHA クラス
タ設定
図 3-3 は、SFCFSHA クラスタ（2 つのノードがある）、単一の CP サーバー、2 つのコー
ディネータディスクを使って設定を表示します。 SFCFSHA クラスタ内のノードは、LLT リ
ンクに接続されて LLT リンクを使って互いに通信します。
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CP サーバー、SFCFSHA クラスタ、コーディネータディスク

図 3-3

CP サーバー

TCP/IP
コーディネータ
ディスク

コーディネータ
ディスク

ファイバーチャネル
クライアント
クラスタ

LLT リンク
ノード1

ノード2

アプリケーション
ストレージ

推奨される CP サーバーの設定
以下は CP サーバーの推奨設定です。
■

複数のアプリケ−ションクラスタが、3 つの CP サーバーをコーディネーションポイント
として使う
p.35 の 図 3-4 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、単一の CP サーバーと、コーディネータディスク
（2）の単一または複数ペアをコーディネーションポイントとして使う
p.36 の 図 3-5 を参照してください。

■

複数のアプリケ−ションクラスタが、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイント
として使う
この単一コーディネーションポイントフェンシング設定では、SFHA クラスタ上でコー
ディネーションポイントとして設定されている高可用性 CP サーバーを使う必要があり
ます。
p.36 の 図 3-6 を参照してください。
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警告: 単一 CP サーバーフェンシング設定では、SFHA クラスタ内の CP サーバー
のフェールオーバー中はアービトレーション機能は使用できません。そのため、CP
サーバーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケーションクラスタでネットワーク
分割が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンします。
3 つのコーディネーションポイントを使う CP サーバー設定が推奨されていますが、3 つ
を超えるコーディネーションポイントを I/O フェンシングで使うことができます。使用する
コーディネーションポイントの合計数が奇数になるようにしてください。複数のアプリケ−
ションクラスタが共通の CP サーバーのコーディネーションポイント一式を共有する設定
では、CP サーバー同様アプリケ−ションクラスタも、汎用一意識別子（UUID）を使ってア
プリケ−ションクラスタを識別します。
図 3-4 は、複数のアプリケ−ションクラスタに接続されている 3 つの CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケ−ションクラスタに接続している 3 つの CP サーバー

図 3-4

シングルノード VCS
クラスタでホストされる CP サーバー
（SFHA クラスタでもホストできる）

TCP/IP

パブリックネットワーク

TCP/IP

アプリケーションクラスタ
（アプリケーションに高可用性を提供するために、VCS、
SFHA、SFCFS、または SF Oracle RAC
を実行するクラスタ）

図 3-5 は、複数のアプリケ−ションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使っ
ており、さらに、それぞれのアプリケ−ションクラスタも 2 つのコーディネータディスクを使っ
ている設定を示しています。
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アプリケ−ションクラスタごとに 2 つのコーディネータディスクを使って
いる単一の CP サーバー

図 3-5

シングルノード VCS クラスタでホストされる CP サーバー
（SFHA クラスタでもホストできる）

TCP/IP

パブリックネ
ットワーク

TCP/IP

ファイバーチャネル
コーディネータディスク

コーディネータディスク

アプリケーションクラスタ
（アプリケーションに高可用性を提供するために、VCS、
SFHA、SFCFS、または SF Oracle RAC
を実行するクラスタ）

ファイバー
チャネル
パブリック
ネットワーク
TCP/IP

図 3-6 は、複数のアプリケ−ションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケ−ションクラスタに接続している単一の CP サーバー

図 3-6

SFHA クラスタ上でホストされる
CP サーバー

パブリック
ネットワーク

TCP/IP
TCP/IP

アプリケーションクラスタ
(アプリケーションに高可用性を提供するために VCS、SFHA、SFCFS、または SF Oracle RAC を
実行するクラスタ)

p.337 の 「サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図」 を参照してくださ
い。
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CP サーバーの設定
表 3-1 に、CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用に設定するためのタスク
の一覧を示します。
表 3-1

CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用設定するための
タスク

タスク

参照

CP サーバー設定を計画する

p.37 の 「CP サーバー設定の計画」 を参照して
ください。

CP サーバーをインストールする

p.38 の 「インストーラを使った CP サーバーの
インストール」 を参照してください。

CP サーバークラスタをセキュアモードで設定す p.39 の 「セキュアモードでの CP サーバークラ
る
スタの設定」 を参照してください。
CP サーバーデータベース用の共有ストレージ p.40 の 「CP サーバーデータベースの共有スト
を設定する
レージの設定」 を参照してください。
CP サーバーを設定する

p.40 の 「 インストーラプログラムを使った CP
サーバーの設定」 を参照してください。
p.49 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照して
ください。
p.128 の 「応答ファイルを使用した CP サーバー
の設定」 を参照してください。

CP サーバー設定を確認する

p.54 の 「CP サーバーの設定の確認」 を参照
してください。

CP サーバー設定の計画
CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用に設定するときは、以下の計画手順
に従ってください。
CP サーバー設定を計画するには

1

CP サーバーをシングルノード VCS クラスタでホストするか、または SFHA クラスタ
でホストするかを決定します。
CP サーバーを高可用にするために、SFHA クラスタで CP サーバーをホストするこ
とをお勧めします。

2

SFHA クラスタで CP サーバーをホストする場合は、次の情報を確認します。 CP
サーバーを設定するときは、次の意思決定を行い、前提条件を満たしてください。
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3

■

CP サーバーを設定するときに、共有ストレージを CP サーバーデータベース用
に設定する必要があります。

■

SFCFSHA クラスタ（アプリケーションクラスタ）のサーバーベースフェンシングを、
1 つのコーディネーションポイント（CP サーバー）で設定するか、または 3 つ以
上のコーディネーションポイントで設定するかを決定します。
3 つ以上のコーディネーションポイントを使うことをお勧めします。

CP サーバーのハードウェアとネットワークを設定します。
p.25 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

4

CP サーバー設定のために次の情報を用意します。
■

CP サーバーの名前
CP サーバーの名前に特殊文字を使用してはいけません。 CP サーバーの名
前には英数字、下線文字、ハイフンを含めることができます。

■

CP サーバーのポート番号
CP サーバーが使用する TCP/IP ポートを割り当てます。
有効なポート範囲は 49152 から 65535 です。 HTTPS ベースの通信のデフォ
ルトポート番号は 443 です。

■

CP サーバーの仮想 IP アドレス、ネットワークインターフェース、ネットマスク、
ネットワークホスト
CP サーバーの仮想 IP アドレスには、複数のアドレスを設定できます。

インストーラを使った CP サーバーのインストール
次の手順を実行して、CP サーバーシステムに Veritas InfoScale Enterprise をインス
トールして VCS または SFHA を設定します。
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CP サーバーシステムに Veritas InfoScale Enterprise をインストールして VCS また
は SFHA を設定するには
◆

CP サーバーで 1 つのシステムを使うか複数のシステムを使うかに応じて、次のタス
クを実行します。

CP サーバー設定で 1 つ シングルノード VCS クラスタを作成するために、Veritas InfoScale Enterprise または Veritas
のシステムを使う場合
InfoScale Availability をインストールして VCS を設定します。
CP サーバーにインストールする手順については、『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照
してください。
VCS の設定については、『Cluster Server 設定およびアップグレードガイド』を参照してください。
CP サーバーの設定に進みます。
p.40 の 「 インストーラプログラムを使った CP サーバーの設定」 を参照してください。
p.49 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照してください。
CP サーバー設定で複数 SFHA クラスタを作成するために、Veritas InfoScale Enterprise をインストールして SFHA を設
のシステムを使う場合
定します。 これにより CP サーバーが高可用性になります。
SFHA をインストールする手順については、『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照してく
ださい。
SFHA の設定については、『Storage Foundation and High Availability 設定およびアップグレー
ドガイド』を参照してください。
CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定に進みます。

セキュアモードでの CP サーバークラスタの設定
CP サーバーと SFHA クラスタ（CP サーバークライアント）間で IPM ベース（Veritas
Product Authentication Service）のセキュリティで保護された通信が必要な場合にの
み、CP サーバーのセキュリティを設定する必要があります。ただし IPM ベースの通信
は、CP サーバーがリリース 6.1 より前のアプリケーションクラスタをサポートすることを可
能にします。
この手順では、CP サーバークラスタでの HAD 通信を保護します。
メモ: VCS の設定時にセキュアモードで CP サーバークラスタを設定している場合は、こ
のセクションをスキップしてください。
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CP サーバークラスタをセキュアモードで設定するには
◆

インストーラを次のように実行すると、CP サーバークラスタがセキュアモードで設定
されます。
# /opt/VRTS/install/installer

-security

CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定
CP サーバークラスタに SFHA を設定した場合は、次の手順を実行して CP サーバー
データベース用の共有ストレージを設定します。
SFHA クラスタ用の CP サーバーを設定すると、インストーラは CP サーバーデータベー
ス用の共有ストレージを設定できます。
CP サーバーデータベース用のミラーボリュームを作成し、VxFS ファイルシステムタイプ
を使うことをお勧めします。
CP サーバーデータベースの共有ストレージを設定するには

1

ディスクが含まれているディスクグループを作成します。 ミラーボリュームを作成する
には、2 つのディスクが必要です。
次に例を示します。
# vxdg init cps_dg

2

disk1 disk2

ディスクグループ上にミラーボリュームを作成します。
次に例を示します。
# vxassist -g cps_dg make cps_vol volume_size layout=mirror

3

ボリューム上にファイルシステムを作成します。
CP サーバー設定ユーティリティは、vxfs ファイルシステムタイプのみをサポートしま
す。 代替のファイルシステムを使う場合は、CP サーバーを手動で設定する必要が
あります。
CP サーバーが動作しているオペレーティングシステムに合わせて、次のコマンドを
入力します。
Linux

# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/cps_dg/cps_volume

インストーラプログラムを使った CP サーバーの設定
インストーラプログラムの configcps オプションを使用して CP サーバーを設定します。
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次のいずれかの手順を実行します。
シングルノード VCS クラ p.41 の 「シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場
スタの CP サーバーの場 合」 を参照してください。
合:
SFHA クラスタの CP
サーバーの場合:

p.45 の 「SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには」 を参照して
ください。

シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場合

1

VRTScps RPM がノードにインストールされていることを確認します。

2

configcps オプションを指定して、インストーラプログラムを実行します。
# /opt/VRTS/install/installer

3

-configcps

インストーラがクラスタ情報を調べ、クラスタに CP サーバーを設定するかどうかを確
認するメッセージを表示します。
y を入力して、CP サーバーを設定することを確認します。

4

コーディネーションポイントサーバーを設定する方法に基づいてオプションを選択し
ます。

1) Configure Coordination Point Server on single node VCS system
2) Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
3) Unconfigure Coordination Point Server

5

オプション [1-3、q] 1 を入力します。
これにより、インストーラが次の設定前チェックを実行します。
■

シングルノード VCS クラスタがサポート対象プラットフォームで動作しているかど
うかを確認します。
CP サーバーを設定する前に、CP サーバーには VCS がインストールおよび設
定されている必要があります。

インストーラは、CP サーバー固有のライセンスとして識別されるライセンスを自動的
にインストールします。 それは VCS のライセンスがノードにあってもインストールさ
れます。 CP サーバー固有のキーを使用することにより、シングルノードの VCS ラ
イセンスを使う必要はなくなります。 これはまた VOM（Veritas Operations Manager）
が、シングルノードのコーディネーションポイント（CP）サーバーのライセンスを、VCS
ライセンスとしてではなく、CP サーバー固有のライセンスとして識別できるようにしま
す。
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6

シングルノードに CP サーバー固有のライセンスがある場合にのみ VCS エンジン
を再起動してください。
A single node coordination point server will be configured and
VCS will be started in one node mode, do you want to
continue? [y,n,q] (y)

7

CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信は、リリース 6.1.0 以降の HTTPS
プロトコルによって保護されます。
CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: [b]

8

cps1

HTTPS ベースのセキュリティ保護された通信が可能な CP サーバーに対する有効
な仮想 IP アドレスを入力してください。 1 つの CP サーバーに複数の仮想 IP アド
レスを設定できます。 HTTPS ベースの通信では、IPv4 アドレスのみがサポートさ
れます。
Enter Virtual IP(s) for the CP server for HTTPS,
separated by a space: [b] 10.200.58.231 10.200.58.232
10.200.58.233

メモ: CP サーバーの仮想 IP アドレスと CP サーバーの NIC インターフェースの IP
アドレスが IP ネットワークの同じサブネットに属すること確認してください。 これは、
クライアントノードと CP サーバー間での通信に必要です。

9

それぞれの仮想 IP アドレスに対応する CP サーバーのポート番号を入力するか、
Enter キーを押してデフォルト値（443）を受け入れます。

Enter the default port '443' to be used for all the
virtual IP addresses for HTTPS communication or assign the
corresponding port number in the range [49152, 65535] for
each virtual IP address. Ensure that each port number is
separated by a single
space: [b] (443) 54442 54443 54447

10 CP サーバーデータベースの絶対パスを入力するか、または Enter キーを押してデ
フォルト値（/etc/VRTScps/db）を受け入れます。
Enter absolute path of the database: [b] (/etc/VRTScps/db)
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11 CP サーバー設定情報を確認します。
CP Server configuration verification:
------------------------------------------------CP Server Name: cps1
CP Server Virtual IP(s) for HTTPS: 10.200.58.231, 10.200.58.232,
10.200.58.233
CP Server Port(s) for HTTPS: 54442, 54443, 54447
CP Server Database Dir: /etc/VRTScps/db
------------------------------------------------Is this information correct? [y,n,q,?]

(y)

12 設定処理に進み、vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf configuration file
Successfully created directory /etc/VRTScps/db on node

13 このクラスタの CP サーバーサービスグループ（CPSSG）を設定します。
Enter how many NIC resources you want to configure (1 to 2): 2

設定する各 NIC リソースごとに、次の質問に答えます。

14 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 1: eth0
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 2: eth1

15 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.231 (1 to
2): 1
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.232 (1 to
2): 2
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16 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
ベリタス recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure NIC resource
to be always online
Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device eth0
on system sys1? [y,n,q] y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for NIC eth0
on system sys1: 10.200.56.22
Do you want to add another Network Host? [y,n,q] n

17 仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。 IPv6 アドレスを入力する場合、プロン
プトでプレフィックスの詳細を入力してください。
HTTPS ベースの通信を使用する場合は IPv4 アドレスのみがサポートされます。
Enter the netmask for virtual IP for
HTTPS 192.169.0.220: (255.255.252.0)

18 コーディネーションポイントサーバーの設定の状態が表示されます。 設定プロセス
が完了した後、成功メッセージが表示されます。
For example:
Updating main.cf with CPSSG service group.. Done
Successfully added the CPSSG service group to VCS configuration.
Trying to bring CPSSG service group
ONLINE and will wait for upto 120 seconds
The ベリタス coordination point server is ONLINE
The ベリタス coordination point server has
been configured on your system.

19 CPSSG サービスグループが追加されたことを確認するため hagrp

-state コマン

ドを実行します。
For example:
# hagrp -state CPSSG
#Group Attribute System Value
CPSSG State.... |ONLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。 CP サー
バーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に vxcpserv プロセスと他のリソー
スが追加されます。
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CPSSG 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。
SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには

1

各ノードに VRTScps RPM がインストールされていることを確認します。

2

CP サーバークラスタノードにパスワードを要求しない ssh または rsh が設定されて
いることを確認します。

3

configcps オプションを指定して、インストーラプログラムを実行します。
# ./installer -configcps

4

CP サーバーを設定する必要があるシステムを指定します。

5

インストーラがクラスタ情報を調べ、クラスタに CP サーバーを設定するかどうかを確
認するメッセージを表示します。
y を入力して、CP サーバーを設定することを確認します。

6

コーディネーションポイントサーバーを設定する方法に基づいてオプションを選択し
ます。

1)
2)
3)

7

Configure Coordination Point Server on single node VCS system
Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
Unconfigure Coordination Point Server

SFHA クラスタに CP サーバーを設定する場合は、2 を入力します。
これにより、インストーラが次の設定前チェックを実行します。
■

8

SFHA クラスタがサポート対象プラットフォームで動作しているかどうかを確認し
ます。
CP サーバーを設定する前に、CP サーバーには SFHA がインストールおよび
設定されている必要があります。

CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信は、リリース 6.1.0 以降の HTTPS
によって保護されます。
CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: [b]

cps1
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9

CP サーバーの有効な仮想 IP アドレスを入力します。 1 つの CP サーバーに複数
の仮想 IP アドレスを設定できます。 HTTPS ベースの通信では、IPv4 アドレスのみ
がサポートされます。
Enter Virtual IP(s) for the CP server for HTTPS,
separated by a space: [b] 10.200.58.231 10.200.58.232
10.200.58.233

10 それぞれの仮想 IP アドレスに対応する CP サーバーのポート番号を入力するか、
Enter キーを押してデフォルト値（443）を受け入れます。
Enter the default port '443' to be used for all the virtual IP addresses
for HTTPS communication or assign the corresponding port number in the range [49152,
65535] for each virtual IP address. Ensure that each port number is separated by
a single space: [b] (443) 65535 65534 65537

11 データベースの絶対パスを入力します。
CP Server uses an internal database to store the client information.
As the CP Server is being configured on SFHA cluster, the database should reside
on shared storage with vxfs file system. Please refer to documentation for
information on setting up of shared storage for CP server database.
Enter absolute path of the database: [b] /cpsdb

12 CP サーバー設定情報を確認します。
CP Server configuration verification:
CP Server Name: cps1
CP Server Virtual IP(s) for HTTPS: 10.200.58.231, 10.200.58.232,
10.200.58.233
CP Server Port(s) for HTTPS: 65535, 65534, 65537
CP Server Database Dir: /cpsdb
Is this information correct? [y,n,q,?] (y)

13 設定処理に進み、vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf configuration file
Copying configuration file /etc/vxcps.conf to sys0....Done
Creating mount point /cps_mount_data on sys0. ... Done
Copying configuration file /etc/vxcps.conf to sys0. ... Done
Press Enter to continue.
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14 このクラスタの CP サーバーサービスグループ（CPSSG）を設定します。
Enter how many NIC resources you want to configure (1 to 2): 2
Answer the following questions for each NIC resource that you want to configure.

15 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 1: eth0
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 2: eth1

16 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.231 (1 to
2): 1
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.232 (1 to
2): 2

17 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
ベリタス recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure NIC resource
to be always online

Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device eth0
on system sys1? [y,n,q] y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for NIC eth0
on system sys1: 10.200.56.22

Do you want to add another Network Host? [y,n,q] n
Do you want to apply the same NetworkHosts for all systems? [y,n,q] (y)

18 仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。 IPv6 アドレスを入力する場合、プロン
プトでプレフィックスの詳細を入力してください。
HTTPS ベースの通信を使用する場合は IPv4 アドレスのみがサポートされます。

Enter the netmask for virtual IP for
HTTPS 192.168.0.111: (255.255.252.0)
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19 CP サーバーデータベースのディスクグループを設定します。 既存のディスクグルー
プを選択するか、または新しいディスクグループを作成できます。
ベリタス recommends to use the disk group that has at least
two disks on which mirrored volume can be created.
Select one of the options below for CP Server database disk group:
1)
2)

Create a new disk group
Using an existing disk group

Enter the choice for a disk group: [1-2,q]

2

20 CP サーバーデータベースのディスクグループとして 1 つのディスクグループを選
択します。
Select one disk group as CP Server database disk group: [1-3,q]
3
1) mycpsdg
2) cpsdg1
3) newcpsdg

21 CP サーバーデータベースボリュームを選択します。
既存のボリュームを使用することも、CP サーバーデータベースの新しいボリューム
を作成することもできます。 新たに作成されたディスクグループを選択した場合は、
CP サーバーデータベースの新しいボリュームを作成することしか選択できません。
Select one of the options below for CP Server database volume:
1) Create a new volume on disk group newcpsdg
2) Using an existing volume on disk group newcpsdg

22 ボリューム [1-2,q] 2 を選択します。
23 いずれか 1 つのボリュームを CP サーバーデータベースボリューム [1-1,q] 1 として
選択します。
1) newcpsvol

24 VCS 設定ファイルが更新された後、成功メッセージが表示されます。
For example:
Updating main.cf with CPSSG service group .... Done
Successfully added the CPSSG service group to VCS configuration.
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25 セキュアクラスタの場合、インストーラは /cpsdb/CPSERVER へのソフトリンク
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER を作成し、/cpsdb/CPSERVER にすで

に資格情報が存在するかどうかを確認します。 存在しない場合は
/cpsdb/CPSERVER ディレクトリに資格情報が作成され、存在する場合は既存の資
格情報を再利用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 reuse these credentials? [y,n,q] (y)

26 設定プロセスが完了した後、成功メッセージが表示されます。
For example:
Trying to bring CPSSG service group ONLINE and will wait for upto 120 seconds
The ベリタス Coordination Point Server is ONLINE
The ベリタス Coordination Point Server has been configured on your system.

27 CPSSG サービスグループが追加されたことを確認するため hagrp

-state コマン

ドを実行します。

For example:
# hagrp -state CPSSG
#Group Attribute System Value
CPSSG State cps1 |ONLINE|
CPSSG State cps2 |OFFLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。 CP
サーバーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に vxcpserv プロセスと他の
リソースが追加されます。
CPSSG 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。

CP サーバーの手動設定
手動で CP サーバーを設定するには、次の手順を実行します。
HTTPS ベースの通信による CP サーバーを設定するには、CP サーバーとそのクライア
ントノードのための証明書を手動で生成する必要があります。
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表 3-2

CP サーバーを手動で設定するためのタスク

タスク

参照

HTTPS 通信のために CP p.50 の 「HTTPS ベースの通信のための手動による CP サーバーの
サーバーを手動で設定す 設定」 を参照してください。
る
p.51 の 「CP サーバーのための手動によるキーと証明書の生成」 を
参照してください。
p.54 の 「CP サーバーの設定の完了」 を参照してください。

HTTPS ベースの通信のための手動による CP サーバーの設定
HTTPS ベースモードで CP サーバーを手動で設定するには、次の手順を実行します。
手動で CP サーバーを設定するには

1

次のコマンドを使って、CP サーバークラスタの各ノードで VCS を停止します。
# hastop -local

2

任意のノードに CPSSG サービスグループを追加するには、main.cf ファイルを編
集します。サンプル main.cf の CPSSG サービスグループを例として使います。
p.296 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
設定に従って CPSSG サービスグループの下のリソースをカスタマイズします。

3

次のコマンドを使って main.cf ファイルを検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

検証に成功した場合は、他のすべてのクラスタノードにこの main.cf をコピーします。

4

/etc/vxcps/vxcps.conf.sample に用意されたサンプル設定ファイルを使って
/etc/vxcps.conf ファイルを作成します。

CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信のセキュリティを有効にすることを
推奨します。
CP サーバーを HTTPS モードに設定した場合は次の手順に従います。
■

/etc/vxcps.conf ファイルを編集して vip_https に HTTPS 通信で必要な

仮想 IP アドレスを設定します。
■

/etc/vxcps.conf ファイルを編集して port_https に HTTPS 通信で使用さ

れるポートを設定します。

5

手動で CP サーバーのキーと証明書を生成します。
p.51 の 「CP サーバーのための手動によるキーと証明書の生成」 を参照してくださ
い。
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CP サーバーのための手動によるキーと証明書の生成
CP サーバーは HTTPS プロトコルを使用してクライアントノードとの安全な通信を確立し
ます。 HTTPS は通信の安全な手段であり、SSL/TLS プロトコルを使用して確立された
安全な通信チャネルを介して行われます。
HTTPS は x509 規格の証明書を使用し、PKI（Public Key Infrastructure）に基づいて
CP サーバーとクライアント間の安全な通信を確立します。 PKI と同様、CP サーバーと
そのクライアントには CA（認証局）によって署名された固有の証明書一式があります。
サーバーとそのクライアントは証明書を信頼します。
すべての CP サーバーはそれ自体、およびそのすべてのクライアントノードに対する証
明局として機能します。 CP サーバーには固有の CA キーと CA 証明書、およびサー
バーの専用キーから生成されたサーバー証明書があります。 サーバー証明書は CP
サーバーの UUID（汎用一意識別子）に対して発行されます。 CP サーバーが応答する
すべての IP アドレスまたはドメイン名は CP サーバーのサーバー証明書にある Subject
Alternative Name セクションで言及されています。
キーまたは証明書を作成するには CP サーバーに OpenSSL ライブラリがインストール
されている必要があります。 OpenSSL がインストールされていないと、キーおよび証明
書を作成できません。 SSL が起動したときにどのキーまたは証明書を CP サーバーで
使用するかを決める設定ファイルが vxcps.conf ファイルによって指定されます。 設定値
は ssl_conf_file に保存されており、デフォルト値は /etc/vxcps_ssl.properties
です。
手動で CP サーバーのキーと証明書を生成するには

1

CP サーバーにセキュリティファイル用のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /var/VRTScps/security/keys /var/VRTScps/security/certs

2

VIP を含む OpenSSL 構成ファイルを生成します。
CP サーバーはこれらの VIP のクライアントノードからの要求に応答します。 サー
バー証明書には VIP、FQDN、CP サーバーのホスト名が含まれます。 クライアント
はこれらの値のいずれかを使用することによって CP サーバーにアクセスできます。
ただし、クライアントノードが IP アドレスを使って CP サーバーと通信することを推奨
します。
設定例では次の値を使用します。
■

設定ファイル名: https_ssl_cert.conf

■

VIP: 192.168.1.201

■

FQDN: cpsone.company.com

■

ホスト名: cpsone
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設定ファイルの [alt_names] セクションで使用されている IP アドレス、VIP、FQDN
値はサンプル値です。 サンプル値を任意の設定値に置き換えます。 設定ファイル
のその他の値は変更しないでください。

[req]
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req
[req_distinguished_name]
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_default = US
localityName = Locality Name (eg, city)
organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section)
commonName = Common Name (eg, YOUR name)
commonName_max = 64
emailAddress = Email Address
emailAddress_max = 40
[v3_req]
keyUsage = keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = cpsone.company.com
DNS.2 = cpsone
DNS.3 = 192.168.1.201

3

CA 証明書を作成するのに使用される 4096 ビット CA キーを生成します。
キーは /var/VRTScps/security/keys/ca.key に格納する必要があります。
キーは偽証明書の作成に誤用され、セキュリティが損なわれる可能性があるので、
root ユーザーだけが CA キーにアクセスできるようにしてください。
# /usr/bin/openssl genrsa -out /var/VRTScps/security/keys/ca.key
4096
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4

自己署名の CA 証明書を作成します。
# /usr/bin/openssl req -new -x509 -days days -sha256 -key
/var/VRTScps/security/keys/ca.key -subj ¥
'/C=countryname/L=localityname/OU=COMPANY/CN=CACERT' -out ¥
/var/VRTScps/security/certs/ca.crt

ここで、days は希望する証明書の有効日数、countryname は国名、localityname
は市、CACERT は証明書の名前です。

5

CP サーバーの 2048 ビットの専用キーを生成します。
キーは /var/VRTScps/security/keys/server_private key に格納する必要
があります。
# /usr/bin/openssl genrsa -out ¥
/var/VRTScps/security/keys/server_private.key 2048

6

サーバー証明書の CSR（Certificate Signing Request）を生成します。
証明書の CN（Certified Name）は CP サーバーの UUID です。
# /usr/bin/openssl req -new -sha256 -key
/var/VRTScps/security/keys/server_private.key ¥
-config https_ssl_cert.conf -subj ¥
'/C=CountryName/L=LocalityName/OU=COMPANY/CN=UUID' ¥
-out /var/VRTScps/security/certs/server.csr

ここで、countryname は国名、localityname は市、 UUID は CN です。

7

CA のキー証明書を使ってサーバー証明書を生成します。
# /usr/bin/openssl x509 -req -days days -sha256 -in
/var/VRTScps/security/certs/server.csr ¥
-CA /var/VRTScps/security/certs/ca.crt -CAkey ¥
/var/VRTScps/security/keys/ca.key ¥
-set_serial 01 -extensions v3_req -extfile https_ssl_cert.conf ¥
-out /var/VRTScps/security/certs/server.crt

ここで、days は希望する証明書の有効日数、https_ssl_cert.conf は設定ファイル
名です。
CP サーバーに必要なキーと証明書の作成が完了しました。
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8

root ユーザー以外のユーザーがキーおよび証明書を見ることができないようにして
ください。

9

CP サーバーの設定を完了します。
p.54 の 「CP サーバーの設定の完了」 を参照してください。

CP サーバーの設定の完了
サービスグループを検証し、VCS を起動するには次の手順に従います。

1

すべてのクラスタノードで VCS を起動します。
# hastart

2

CP サーバーサービスグループ（CPSSG）がオンラインであることを確認します。
# hagrp -state CPSSG

次のような出力が表示されます。
# Group Attribute
CPSSG State

System
cps1.example.com

Value
|ONLINE|

CP サーバーの設定の確認
CP サーバー設定を確認するには、次の手順を実行します。
CP サーバー設定を確認するには

1

次の設定ファイルが CP サーバー設定処理で指定した情報で更新されていることを
確認します。
■

/etc/vxcps.conf（CP サーバーの設定ファイル）

■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf（VCS 設定ファイル）

■

/etc/VRTScps/db（シングルノードクラスタの CP サーバーデータベースのデフォ
ルトの場所）
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■

2

/cps_db（マルチノードクラスタの CP サーバーデータベースのデフォルトの場
所）

cpsadm コマンドを実行して、vxcpserv プロセスが設定された仮想 IP をリスニング

しているかどうかを確認します。
アプリケーションクラスタに HTTPS ベースの通信が設定されている場合、HTTP 通
信に割り当てるポート番号を提供する必要はありません。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名です。
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4
SFCFSHA の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品インストーラを使って SFCFSHA を設定するタスクの概要

■

ソフトウェアの設定の開始

■

設定するシステムの指定

■

クラスタ名の設定

■

プライベートハートビートリンクの設定

■

クラスタの仮想 IP の設定

■

セキュアモードでの SFCFSHA の設定

■

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

■

VCS ユーザーの追加

■

SMTP 電子メール通知の設定

■

SNMP トラップ通知の設定

■

グローバルクラスタの設定

■

SFCFSHA 設定の完了

■

システム上のライセンスの確認と更新

■

SFDB の設定
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製品インストーラを使って SFCFSHA を設定するタスクの概要

製品インストーラを使って SFCFSHA を設定するタスク
の概要
表 4-1 は、スクリプトベースインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System
High Availability の設定に必要な手順の一覧です。
表 4-1

スクリプトベースのインストーラを使って SFCFSHA を設定するタス
ク

タスク

参照

ソフトウェアの設定の開始

p.57 の 「ソフトウェアの設定の開始」 を参照して
ください。

Storage Foundation Cluster File System High p.58 の 「設定するシステムの指定」 を参照して
Availability を設定するシステムの指定
ください。
基本クラスタの設定

p.59 の 「クラスタ名の設定」 を参照してくださ
い。
p.59 の 「プライベートハートビートリンクの設定」
を参照してください。

クラスタの仮想 IP アドレスの設定（オプション）

p.65 の 「クラスタの仮想 IP の設定」 を参照して
ください。

セキュアモードでのクラスタの設定（オプション） p.68 の 「セキュアモードでの SFCFSHA の設
定」 を参照してください。
VCS ユーザーの追加（クラスタをセキュアモード p.73 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してく
で設定しなかった場合は必須）
ださい。
SMTP 電子メール通知の設定（オプション）

p.74 の 「SMTP 電子メール通知の設定」 を参
照してください。

SNMP 電子メール通知の設定（オプション）

p.76 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照し
てください。

グローバルクラスタの設定（オプション）

p.77 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照し
てください。

ソフトウェアの設定の完了

p.78 の 「SFCFSHA 設定の完了」 を参照して
ください。

ソフトウェアの設定の開始
製品インストーラを使って Storage Foundation Cluster File System High Availability
を設定できます。
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メモ: Storage Foundation Cluster File System High Availability を再設定する場合
は、インストーラを起動する前に hastop コマンドまたは hagrp -offline コマンドを使っ
て VCS が制御しているすべてのリソースを停止する必要があります。
製品インストーラを使って Storage Foundation Cluster File System High
Availability を設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

インストーラを使用して設定を開始します。
# /opt/VRTS/install/installer -configure

インストーラは、著作権情報を表示して製品インストールプログラムを起動し、ログが
作成されるディレクトリを指定します。

3

設定するコンポーネントを選択します。

4

インストーラの質問に答えて、設定を続行します。

設定するシステムの指定
インストーラから、Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定す
るシステムの名前を尋ねるメッセージが表示されます。 インストーラは、指定されたシステ
ムの初期チェックを実行します。
設定するシステムの名前を指定するには

1

Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定するシステムの
名前を入力します。
Enter the operating_system system names separated
by spaces: [q,?] (sys1) sys1 sys2

2

インストーラが指定したシステムをチェックしたら、その出力を確認します。
インストーラは、次のタスクを行います。
■

インストーラを実行しているローカルノードがリモートノードと通信できることをチェッ
クする
ssh バイナリが検出されると、インストーラは ssh がパスワードやパスフレーズを
要求せずに動作できることを確認します。 ssh バイナリがリモートノードと通信で
きない場合、インストーラは rsh バイナリを試します。 ssh と rsh の両方のバイナ
リが失敗した場合、インストーラは ssh または rsh バイナリの設定を支援するメッ
セージを表示します。

■

システムがサポートされているオペレーティングシステムで動作していることを確
認する

58

第 4 章 SFCFSHA の設定
クラスタ名の設定

3

■

Veritas InfoScale Enterprise をインストールしているかどうかを確認する

■

Veritas InfoScale Enterprise7.2 をインストールしていない場合は終了する

I/O フェンシング設定についての出力を確認し、フェンシングを有効モードで設定す
るかどうかを確認します。
Do you want to configure I/O Fencing in enabled mode? [y,n,q,?]
(y)

p.29 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

クラスタ名の設定
インストーラのメッセージが表示されたら、クラスタの情報を入力します。
クラスタを設定するには

1

インストーラによって表示される設定の指示を確認します。

2

一意のクラスタ名を入力します。
Enter the unique cluster name: [q,?] clus1

プライベートハートビートリンクの設定
LLT が使うプライベートハートビートリンクを設定します。
VCS では、イーサネット上での LLT、UDP（User Datagram Protocol）上での LLT、
RDMA 上での LLT を使うことができます。ハードウェア必要条件のために UDP 上での
LLT を使う必要がある場合以外は、処理効率を高めるためイーサネット上での LLT また
は RDMA 上での LLT を使うようにハートビートリンクを設定することをお勧めします。UDP
上での LLT を設定する場合は、必ず前提条件を満たしてください。
集約リンクの一部であるリンクを使って LLT ハートビートを設定しないでください。たとえ
ば、link1、link2 を集約して集約リンク aggr1 を作成できます。ハートビートリンクとして
aggr1 を使うことはできますが、link1 または link2 は使わないでください。
p.345 の 「LLT での UDP 層の使用」 を参照してください。
p.361 の 「RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例 」 を参照してください。
次の手順は、LLT ハートビートリンクの設定に役立ちます。
プライベートハートビートリンクを設定するには

1

イーサネット上での LLT、UDP 上での LLT、RDMA 上での LLT のどれを設定する
かに応じて、インストーラプロンプトで次のいずれかのオプションを選択します。
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■

オプション 1: イーサネット上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する（イ
ンストーラの質問に答えます）
インストーラプロンプトでイーサネット上での LLT を設定するためのハートビート
リンク詳細を入力します。
手順 2 へ進みます。

■

オプション 2: UDP 上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する（インストー
ラの質問に答えます）
ハートビートリンクとして使う NIC ごとに IP アドレスが設定されていることを確認
します。インストーラプロンプトで UDP 上での LLT を設定するためのハートビー
トリンク詳細を入力します。NIC の IP アドレスをまだ設定していない場合は、NIC
の IP アドレスを検出することもできます。
手順 3 へ進みます。

■

オプション 3: RDMA 上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する（インス
トーラの質問に答えます）
ハートビートリンクとして使う RDMA の有効な NIC ごとに IP アドレスが設定され
ていることを確認します。インストーラプロンプトで RDMA 上での LLT を設定す
るためのハートビートリンク詳細を入力します。RNIC の IP アドレスをまだ設定し
ていない場合は、RNIC の IP アドレスを検出することもできます。
手順 4 へ進みます。

■

オプション 4: イーサネット上での LLT の設定を自動的に検出する
インストーラがハートビートリンク詳細を自動的に検出し、イーサネット上での LLT
を設定できるようにします。各システムの間を接続しているすべてのリンクが自動
的に検出されます。
インストーラがハートビートリンクの検出と設定を自動的に実行できるように、NIC
がアクティブになっていることを確認してください。
手順 7 へ進みます。

60

第 4 章 SFCFSHA の設定
プライベートハートビートリンクの設定

メモ: オプション 4 は、設定がシングルノード設定のときは該当しません。

2

オプション 1 を選択した場合、プライベートハートビートリンクのネットワークインター
フェースカード詳細を入力します。
ネットワークインターフェースカードが自動的に検出されて、一覧表示されます。
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェースカード（通常は
eth0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] eth1
eth1 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on sys1.
Are you sure you want to use eth1 for the first private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] eth2
eth2 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on sys1.
Are you sure you want to use eth2 for the second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)
Do you want to configure an additional low priority heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n)

61

第 4 章 SFCFSHA の設定
プライベートハートビートリンクの設定

3

オプション 2 を選択した場合、プライベートハートビートリンクの NIC 詳細を入力し
ます。この手順では、NIC の名前として private_NIC1 や private_NIC2 などを使っ
ています。

Enter the NIC for the first private heartbeat link on sys1:
[b,q,?]
private_NIC1
Some configured IP addresses have been found on
the NIC private_NIC1 in sys1,
Do you want to choose one for the first private heartbeat link?
[y,n,q,?] (y)
Please select one IP address:
1) 192.168.0.1/24
2) 192.168.1.233/24
b) Back to previous menu
Please select one IP address: [1-2,b,q,?] (1)
Enter the UDP port for the first private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] (50000)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on sys1:
[b,q,?]
private_NIC2
Some configured IP addresses have been found on the
NIC private_NIC2 in sys1,
Do you want to choose one for the second
private heartbeat link? [y,n,q,?] (y)
Please select one IP address:
1) 192.168.1.1/24
2) 192.168.2.233/24
b) Back to previous menu
Please select one IP address: [1-2,b,q,?] (1) 1
Enter the UDP port for the second private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] (50001)
Would you like to configure a third private heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n)
Do you want to configure an additional low-priority heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n) y
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Enter the NIC for the low-priority heartbeat link on sys1: [b,q,?]
private_NIC0
Some configured IP addresses have been found on
the NIC private_NIC0 in sys1,
Do you want to choose one for the low-priority
heartbeat link? [y,n,q,?] (y)
Please select one IP address:
1) 10.200.59.233/22
2) 192.168.3.1/22
b) Back to previous menu
Please select one IP address: [1-2,b,q,?] (1) 2
Enter the UDP port for the low-priority heartbeat link on sys1:
[b,q,?] (50010)

4

オプション 3 を選択した場合、RDMA を設定するための相互接続のタイプを選択し
ます。

1)
2)
b)

Converged Ethernet (RoCE)
InfiniBand
Back to previous menu

Choose the RDMA interconnect type [1-2,b,q,?] (1) 2

必要な OS ファイル、RDMA に必要なドライバ、NIC の IP アドレスなどの詳細が表
示されます。
InfiniBand ネットワークを使って RDMA の有効な NIC に割り当てられた IP アドレ
スのサンプル出力です。RoCE では、RDMA NIC の値が eth0、eth1 のように表さ
れることに注意してください。

System
RDMA NIC
IP Address
=================================================================
sys1
ib0
192.168.0.1
sys1
ib1
192.168.3.1
sys2
ib0
192.168.0.2
sys2
ib1
192.168.3.2
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5

オプション 3 を選択した場合、プライベートハートビートリンクの NIC 詳細を入力し
ます。この手順では、InfiniBand ネットワーク上の RDMA を使います。相互接続の
タイプとして RoCE を選択すると、RDMA NIC はイーサネット（eth）として表されま
す。

Enter the NIC for the first private heartbeat
link (RDMA) on sys1: [b,q,?] <ib0>
Do you want to use address 192.168.0.1 for the
first private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the port for the first private heartbeat
link (RDMA) on sys1: [b,q,?] (50000) ?
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link (RDMA) on
sys1:
[b,q,?] (ib1)
Do you want to use the address 192.168.3.1 for the second
private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the port for the second private heartbeat link (RDMA) on
sys1:
[b,q,?] (50001)
Do you want to configure an additional low-priority heartbeat
link?
[y,n,q,b,?] (n)
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6

同じ NIC の詳細を他のシステムでプライベートハートビートリンクを設定するために
使うかどうかを選択します。
Are you using the same NICs for private heartbeat links on all
systems? [y,n,q,b,?] (y)

入力した NIC の詳細を sys1 で使用する場合は、同じ NIC が各システムで利用可
能であることを確かめます。次に、プロンプトで y を入力します。
一部のシステムで NIC のデバイス名が異なっていたら、n を入力します。プログラム
のプロンプトに従って、各システムに NIC の詳細を入力します。
UDP 上での LLT と RDMA 上での LLT の場合は、他のシステムで同じ NIC を使
う場合にも、他のシステムの NIC ごとに一意の IP アドレスを入力する必要がありま
す。

7

オプション 4 を選択した場合は、各システムの NIC とネットワークリンクの検出とリン
ク優先度の設定が自動的に行われます。
ハートビートリンクの検出に失敗するか、高優先度リンクの検出に失敗した場合は、
オプション 1 またはオプション 2 を選択し、ハートビートリンクを手動で設定してくだ
さい。
オプション 1 の場合は手順 2、オプション 2 の場合は手順 3、オプション 3 の場合
は手順 4 を参照してください。

8

一意のクラスタ ID を入力します。
Enter a unique cluster ID number between 0-65535: [b,q,?] (60842)

クラスタ ID 60842 が別のクラスタによって使用されている場合、クラスタを設定する
ことはできません。 インストーラはクラスタ ID が重複していないことを判断するため
に検査を実行します。 検査処理が 1 分かからずに終了します。
Would you like to check if the cluster ID is in use by another
cluster? [y,n,q] (y)

9

インストーラが表示する要約された情報を確認します。

クラスタの仮想 IP の設定
Cluster Manager（Java コンソール）または Veritas InfoScale Operations Manager へ
の接続や、RemoteGroup リソースでの指定に使うクラスタの仮想 IP を設定できます。
Cluster Manager 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。
RemoteGroup 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。
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クラスタの仮想 IP を設定するには

1

クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を確認します。

2

仮想 IP を設定するかどうか確認するメッセージが表示された場合は、y と入力しま
す。

3

最初のシステムで検出されたパブリック NIC を使うかどうかを指定します。
次のいずれかを実行します。
■

検出された NIC を使う場合は、Enter キーを押します。

■

別の NIC を使う場合は、使う NIC の名前を入力して、Enter キーを押します。

Active NIC devices discovered on sys1: eth0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on sys1:
[b,q,?](eth0)

4

すべてのノードで同じパブリック NIC を使うかどうかを指定します。
次のいずれかを実行します。
■

すべてのノードで同じパブリック NIC を使う場合は、y を入力します。

■

一意の NIC を使う場合は、n を入力して、各ノードの NIC を入力します。

Is eth0 to be the public NIC used by all systems
[y,n,q,b,?] (y)

5

クラスタの仮想 IP アドレスを入力します。
IPv4 アドレスか IPv6 アドレスのどちらかを入力できます。
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IPv4 の場合:

■

仮想 IP アドレスを入力します。
Enter the Virtual IP address for the Cluster:
[b,q,?] 192.168.1.16

■

デフォルトのネットマスクを受け入れるか、または別のネットマスクを入
力します。
Enter the netmask for IP 192.168.1.16: [b,q,?]
(255.255.240.0)

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: eth0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

IPv6 の場合:

■

仮想 IP アドレスを入力します。
Enter the Virtual IP address for the Cluster:
[b,q,?] 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10

■

入力した仮想 IPv6 アドレスの接頭辞を入力します。 次に例を示しま
す。
Enter the Prefix for IP
2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10: [b,q,?] 64

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: eth0
IP: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10
Prefix: 64
Is this information correct? [y,n,q] (y)

セキュアクラスタの信頼関係を設定する場合は、次のトピックを参照してください。
p.68 の 「ノード別のセキュアクラスタノードの設定」 を参照してください。
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セキュアモードでの SFCFSHA の設定
SFCFSHA をセキュアモードで設定することにより、システム間のすべての通信が暗号化
され、ユーザーがセキュリティ資格情報の照合によって確認されます。 SFCFSHA のユー
ザー名とパスワードは、クラスタがセキュアモードで実行されているときには使用されませ
ん。
SFCFSHA をセキュアモードで設定するには

1

SFCFSHA をセキュアモードでインストールして設定するには、次のコマンドを実行
します。
# ./installer -security

2

インストーラで製品の処理が停止される前に次の質問が表示されます。
■

■

■

3

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y,n,q,?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

設定後、クラスタがセキュアモードで動作していることを確認するには、次のコマンド
を実行します。
# haclus -value SecureClus

コマンドはクラスタがセキュアモードであれば 1、それ以外は 0 を返します。

ノード別のセキュアクラスタノードの設定
パスワードを要求しない ssh またはパスワードを要求しない rsh をサポートしない環境で
は、-security オプションを使ってクラスタのセキュアモードを有効にすることはできませ
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ん。代わりに、-securityonenode オプションを使って、ノード別にセキュアクラスタを設
定することができます。さらに、fips モードのセキュリティを有効にするには、
-securityonenode とともに -fips オプションを使用します。
表 4-2 に、セキュアクラスタを設定するときに必要となるタスクの一覧を示します。
表 4-2

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

タスク

参照

1 つのノードでセキュリティを設定 p.69 の 「最初のノードの設定」 を参照してください。
する
残りのノードでセキュリティを設定 p.70 の 「残りのノードの設定」 を参照してください。
する
手動設定の手順を完了する

p.71 の 「セキュアクラスタ設定の完了」 を参照してください。

最初のノードの設定
クラスタの 1 つのノードで、次の手順を実行します。
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最初のノードでセキュリティを設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installer -securityonenode

インストーラにより、クラスタ、ノードとサービスグループについての情報の一覧が表
示されます。 VCS が設定されていないか、または VCS がクラスタのすべてのノー
ドで実行されていないと、セキュリティの設定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。 次に、設定するノードを確認するメッセージが表示されます。
VCS is not running on all systems in this cluster. All VCS systems
must be in RUNNING state. Do you want to continue? [y,n,q] (n) y
1) Perform security configuration on first node and export
security configuration files.
2) Perform security configuration on remaining nodes with
security configuration files.
Select the option you would like to perform [1-2,q.?] 1

警告: 最初のノードを設定すると、クラスタユーザーに関するすべての VCS 設定が
削除されます。/opt/VRTSvcs/bin/hauser コマンドを使って、クラスタユーザーを
手動で作成できます。

3

ノードでのセキュアな設定が完了します。 セキュリティ設定ファイルの場所が指定さ
れ、クラスタの他のノードにこれらのファイルをコピーするかどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。 ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所も指定されま
す。

4

インストーラで指定された場所からクラスタ内の他のノードの一時ディレクトリに、セ
キュリティ設定ファイルをコピーします。

残りのノードの設定
クラスタの残りの各ノードで、次の手順を実行してください。
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クラスタの残りの各ノードでセキュリティを設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ -securityonenode

インストーラにより、クラスタ、ノードとサービスグループについての情報の一覧が表
示されます。 VCS が設定されていないか、または VCS がクラスタのすべてのノー
ドで実行されていないと、セキュリティの設定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。 次に、設定するノードを確認するメッセージが表示されます。 2
と入力します。
VCS is not running on all systems in this cluster. All VCS systems
must be in RUNNING state. Do you want to continue? [y,n,q] (n) y
1) Perform security configuration on first node and export
security configuration files.
2) Perform security configuration on remaining nodes with
security configuration files.
Select the option you would like to perform [1-2,q.?]
Enter the security conf file directory: [b]

2

ノードでのセキュアな設定が完了します。 ログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の場所が指定されます。

セキュアクラスタ設定の完了
次の手順を手動で実行し、設定を完了してください。
セキュアクラスタ設定を完了するには

1

最初のノードで、ClusterService サービスグループを除くすべてのサービスグルー
プをフリーズします。
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -makerw
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -list Frozen=0
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -freeze groupname -persistent
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -dump -makero

2

最初のノードで、VCS エンジンを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -all -force
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3

すべてのノードで、CmdServer を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer -stop

4

すべてのユーザーにアクセス権を付与するには、クラスタ定義で SecureClus=1 と
DefaultGuestAccess=1 を追加または変更します。
次に例を示します。
全員に読み取りアクセス権を付与するには、次のコマンドを実行します。

Cluster clus1 (
SecureClus=1
DefaultGuestAccess=1
)

または
ルートにのみアクセス権を付与するには、次のコマンドを実行します。
Cluster clus1 (
SecureClus=1
)

または
特定のユーザーグループにアクセス権を付与するには、SecureClus=1 と
GuestGroups={} をクラスタ定義に追加するか、変更します。
次に例を示します。

cluster clus1 (
SecureClus=1
GuestGroups={staff, guest}
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5

最初のノードで /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを変更し、GCO
が設定されている場合は -secure を WAC アプリケーション定義に追加します。
次に例を示します。

Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = {"/opt/VRTSvcs/bin/wac
-secure"}
RestartLimit = 3
)

6

すべてのノードに、/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

7

最初のノードで、VCS を起動します。 次に、残りのノードで VCS を起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastart

8

すべてのノードで、CmdServer を起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer

9

最初のノードで、サービスグループをアンフリーズします。
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -makerw
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -list Frozen=1
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -unfreeze groupname -persistent
# /opt/VRTSvcs/bin/haconf -dump -makero

VCS ユーザーの追加
セキュア VCS クラスタを有効にしている場合は、VCS ユーザーを今すぐに追加する必
要はありません。それ以外の場合は、この時点で、VCS ユーザーを追加できます。
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VCS ユーザーを追加するには

1

VCS ユーザーを追加するために必要な情報を確認します。

2

必要に応じて、Admin ユーザーのパスワードをリセットします。
Do you wish to accept the default cluster credentials of
'admin/password'? [y,n,q] (y) n
Enter the user name: [b,q,?] (admin)
Enter the password:
Enter again:

3

ユーザーを追加するには、プロンプトで y と入力します。
Do you want to add another user to the cluster? [y,n,q] (y)

4

ユーザーの名前、パスワード、権限のレベルを入力します。
Enter the user name: [b,q,?] smith
Enter New Password:*******
Enter Again:*******
Enter the privilege for user smith (A=Administrator, O=Operator,
G=Guest): [b,q,?] a

5

ユーザーの追加を完了したら、プロンプトで n と入力します。
Would you like to add another user? [y,n,q] (n)

6

新しく追加されたユーザーの概略を見直し、その情報を確認します。

SMTP 電子メール通知の設定
SMTP 電子メールサービスにイベント通知を送信するように VCS を設定することを選択
できます。SMTP サーバー名と、通知先のユーザーの電子メールアドレスを指定する必
要があります。通知はインストールの後でも設定できます。
詳しくは『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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SMTP 電子メール通知を設定するには

1

SMTP 電子メール通知を設定するために必要な情報を確認します。

2

SMTP 通知を設定するかどうかを指定します。
SMTP の通知を設定しない場合は、次の設定オプションにスキップできます。
p.76 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

3

SMTP 通知を設定するための情報を指定します。
次の情報を指定します。
■

SMTP サーバーのホスト名を入力します。
Enter the domain-based hostname of the SMTP server
(example: smtp.yourcompany.com): [b,q,?] smtp.example.com

■

各受信者の電子メールアドレスを入力します。
Enter the full email address of the SMTP recipient
(example: user@yourcompany.com): [b,q,?] ozzie@example.com

■

各受信者に送信するメッセージの最小セキュリティレベルを入力します。
Enter the minimum severity of events for which mail should be
sent to ozzie@example.com [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?] w

4

必要に応じて、SMTP 受信者を追加します。
■

別の SMTP 受信者を追加する場合は、y と入力し、プロンプトで必要な情報を
指定します。
Would you like to add another SMTP recipient? [y,n,q,b] (n) y
Enter the full email address of the SMTP recipient
(example: user@yourcompany.com): [b,q,?] harriet@example.com
Enter the minimum severity of events for which mail should be
sent to harriet@example.com [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?] E

■

追加しない場合は、n と入力します。
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Would you like to add another SMTP recipient? [y,n,q,b] (n)

5

SMTP 通知情報を確認します。
SMTP Address: smtp.example.com
Recipient: ozzie@example.com receives email for Warning or
higher events
Recipient: harriet@example.com receives email for Error or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)

SNMP トラップ通知の設定
SNMP 管理コンソールにイベント通知を送信するように VCS を設定することを選択でき
ます。 通知先の SNMP 管理コンソールの名前と、メッセージの重要度レベルを指定す
る必要があります。
通知はインストールの後でも設定できます。
詳しくは『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
SNMP トラップ通知を設定するには

1

VCS の SNMP 通知機能を設定するために必要な情報を確認します。

2

SNMP 通知を設定するかどうかを指定します。
このオプションをスキップすると、有効な HA/DR のライセンスがインストールされて
いれば、このクラスタをグローバルなクラスタとして設定するオプションが表示されま
す。HA/DR のライセンスをインストールしなかった場合、インストーラは入力された
設定内容に従って SFCFSHA を設定します。
p.77 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

SNMP トラップ通知を設定するための情報を指定します。
次の情報を指定します。
■

SNMP トラップデーモンのポートを入力します。
Enter the SNMP trap daemon port: [b,q,?] (162)

■

SNMP コンソールのシステム名を入力します。
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] sys5

■

各コンソールに送信するメッセージの最小セキュリティレベルを入力します。
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Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to sys5 [I=Information, W=Warning, E=Error,
S=SevereError]: [b,q,?] E

4

必要に応じて、SNMP コンソールを追加します。
■

別の SNMP コンソールを追加する場合は、y を入力し、プロンプトで必要な情
報を指定します。
Would you like to add another SNMP console? [y,n,q,b] (n) y
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] sys4
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to sys4 [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?] S

■

追加しない場合は、n と入力します。
Would you like to add another SNMP console? [y,n,q,b] (n)

5

SNMP 通知情報を確認します。
SNMP Port: 162
Console: sys5 receives SNMP traps for Error or
higher events
Console: sys4 receives SNMP traps for SevereError or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)

グローバルクラスタの設定
グローバルクラスタを設定して、別の場所にあるクラスタをリンクし、広域フェールオーバー
とディザスタリカバリを有効にすることができます。 インストーラによりグローバルクラスタの
基本情報が VCS 設定ファイルに追加されます。 グローバルクラスタを設定するには、追
加の設定タスクを実行する必要があります。
Storage Foundation Cluster File System High Availability グローバルクラスタを設定
するための手順について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
Storage Foundation Cluster File System High Availability グローバルクラスタを設定
する手順については、適切な『Veritas InfoScale インストールガイド』を参照してくださ
い。
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メモ: レプリケートされたデータのクラスタまたはキャンパスクラスタを設定する HA/DR ラ
イセンスをインストールした場合は、このインストーラオプションをスキップします。
グローバルクラスタオプションを設定するには

1

グローバルクラスタオプションを設定するために必要な情報を確認します。

2

グローバルクラスタオプションを設定するかどうかを指定します。
このオプションを省略する場合は、インストーラはユーザーが入力した設定の詳細に
基づいた VCS の設定に進みます。

3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を入力します。
インストーラは、NIC、仮想 IP アドレス、ネットマスク値を入力するように要求します。
仮想 IP アドレスとして IPv6 アドレスも入力できます。

SFCFSHA 設定の完了
SFCFSHA の設定情報を入力した後、設定プロセスを完了するために SFCFSHA プロ
セスを停止するように求めるメッセージが表示されます。インストーラは設定ファイルの作
成を続け、各システムにコピーします。また、設定の終了時にクラスタのクラスタ UUID 値
も設定します。 正常に SFCFSHA を設定した後、インストーラは SFCFSHA とその関連
プロセスを再起動します。
SFCFSHA 設定を完了するには

1

次のプロンプトが表示された場合は、Enter キーを押します。
Do you want to stop InfoScale Enterprise
(y)

2

processes now? [y,n,q,?]

インストーラが各種プロセスを停止し設定を実行したら、出力を確認します。その後、
インストーラは SFCFSHA とその関連プロセスを再起動します。
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3

ベリタスにインストール情報を送信する場合は、プロンプトで y を入力します。
Would you like to send the information about this installation
to us to help improve installation in the future?
[y,n,q,?] (y) y

4

インストーラが Storage Foundation Cluster File System High Availability を正常
に設定した後、インストーラが作成する概略ファイル、ログファイルおよび応答ファイ
ルの場所を書き留めておきます。
これらのファイルが提供する有用な情報は、現在の設定だけでなく、今後の設定に
も役立ちます。
summary ファイル

クラスタとそこに設定されたリソースを説明します。

ログファイル

設定全体の詳細を表示します。

response ファイル

他のシステムでセキュアなインストールや無人インストールを実行する
ために使える設定情報が含まれています。
p.112 の 「応答ファイルを使った SFCFSHA の設定」 を参照してくださ
い。

NIC 設定の確認
すべての NIC に PERSISTENT_NAME が正しく設定されているかどうかは、インストー
ラによってすべてのノードで検証されます。
ネットワークデバイスに永続的なインターフェース名が正しく設定されていない場合、次
のメッセージが表示されます。
PERSISTENT_NAME is not set for all the NICs.
You need to set them manually before the next reboot.

すべての NIC に PERSISTENT_NAME を設定してください。
警告: ネットワークインターフェース名が設定ファイル内の名前と異なることが検出された
場合、インストーラは終了します。

システム上のライセンスの確認と更新
Veritas InfoScale Enterprise をインストールした後に、vxlicrep プログラムを使ってライ
センス情報を確認できます。 デモライセンスは永続ライセンスに更新できます。
p.80 の 「ライセンス情報の確認方法」 を参照してください。
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p.80 の 「製品ライセンスの更新」 を参照してください。

ライセンス情報の確認方法
vxlicrep プログラムを使うと、システムのライセンス情報を表示できます。
ライセンス情報を確認するには

1

vxlicrep プログラムのある /sbin フォルダに移動し、次のコマンドを入力します。
# vxlicrep

2

次の情報を判断するために次の出力を見直します。
■

ライセンスキー

■

ライセンスのタイプ

■

適用対象の製品

■

有効期限（設定されている場合）デモのキーには有効期限があります。永続キー
とサイトのキーには有効期限がありません。

製品ライセンスの更新
./installer -license コマンドまたは vxlicinstupgrade -k を使って、各ノードに

Veritas InfoScale Enterprise ライセンスキーを追加できます。すでに Veritas InfoScale
Enterprise をインストールして SFCFSHA を設定し、デモライセンスを使っている場合
は、デモライセンスを更新できます。
p.81 の 「Veritas InfoScale Enterprise デモライセンスから永続ライセンスへの更新」 を
参照してください。
installer コマンドを使って製品ライセンスを更新するには

1

各ノードで、次のコマンドを使ってライセンスキーを入力します。
# ./installer -license

2

プロンプトでライセンス番号を入力します。

vxlicinst コマンドを使って製品ライセンスを更新するには
◆

各ノードで、次のコマンドを使ってライセンスキーを入力します。
# vxlicinstupgrade -k license key
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Veritas InfoScale Enterprise デモライセンスから永続ライセン
スへの更新
Storage Foundation Cluster File System High Availability デモキーライセンスの有効
期限が切れた場合、vxlicinstupgrade(1) プログラムを使って永続ライセンスに更新
できます。
デモキーを更新するには

1

クラスタ内の各ノードに root としてログインする権限があることを確認します。

2

クラスタ内のすべてのノードで Storage Foundation Cluster File System High
Availability を停止します。
# hastop -all -force

実行中のアプリケーションは停止しません。

3

各ノードで次のコマンドを使って永続ライセンスキーを入力します。
# vxlicinstupgrade -k license key

4

Storage Foundation Cluster File System High Availability の起動前に、デモライ
センスがすべてのクラスタノードで更新されていることを確認してください。
# vxlicrep

5

各ノードで Storage Foundation Cluster File System High Availability を起動しま
す。
# hastart

SFDB の設定
デフォルトでは、vxdbd デーモンが設定されていない SFDB ツールは無効になっていま
す。 /opt/VRTS/bin/sfae_config status コマンドを使用して、SFDB ツールが有効
になっているか無効になっているかを確認できます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。 この手順を実行し
た後、システムの再起動時にデーモンが開始されるように、システムスタートアップに
エントリが作成されています。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config enable
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SFDB ツールを無効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行します。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config disable

詳しくは、『Veritas InfoScale™ Storage and Availability Management for Oracle
Databases』のマニュアルを参照してください。
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5
データ整合性のための
SFCFSHA クラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストーラ を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

■

インストーラを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

■

インストーラ を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェンシングの設定

■

インストーラ を使ったマジョリティベース I/O フェンシングの設定

■

優先フェンシングポリシーの有効化と無効化

インストーラ を使ったディスクベース I/O フェンシングの
設定
インストーラ の -fencing オプションを使って I/O フェンシングを設定できます。

インストーラ を使ったディスクベースの I/O フェンシングの設定
メモ: I/O フェンシングの設定を完了させるには、インストーラで Storage Foundation
Cluster File System High Availability を停止して起動します。 インストーラが正常に
Storage Foundation Cluster File System High Availability を停止できるように、クラス
タ内のフリーズした VCS サービスグループを必ずアンフリーズします。
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インストーラ を使ってディスクベースの I/O フェンシングを設定するには

1

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

インストーラ は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

2

クラスタ内のいずれかのシステムのホスト名を入力してください。

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 が適切
に設定されているかどうかをチェックします。

4

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 2 を入力
して、ディスクベース I/O フェンシングを設定します。

1. Configure Coordination Point client based fencing
2. Configure disk based fencing
3. Configure majority based fencing
4. Configure fencing in disabled mode
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-4,q.?] 2

5

6

設定プログラムにより、VxVM がすでに開始および動作しているかどうかがチェック
されたら、その出力を確認します。
■

チェックに失敗した場合、この手順を繰り返す前に、VxVM を設定して有効にし
ます。

■

チェックにパスした場合、プログラムはコーディネータディスクグループの情報を
要求します。

既存のディスクグループを使うか、またはコーディネータディスクグループとして設定
する新しいディスクグループを作成するかどうかを選択します。
プログラムにより、利用可能なディスクグループ名が列挙され、新しいディスクグルー
プを作成するためのオプションが表示されます。 次のいずれかを実行します。
■

既存のディスクグループを使うには、プロンプトでディスクグループに対応する番
号を入力します。
プログラムは、選択したディスクグループに奇数のディスクがあり、3 つ以上のディ
スクがあるかどうかを確認します。

■

新しいディスクグループを作成するには、次の手順を実行します。

84

第 5 章 データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定
インストーラ を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

7

■

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk group）］ オプショ
ンに対応する番号を入力します。
プログラムは、クラスタ内の CDS ディスク形式の利用可能なディスクをリスト
し、コーディネータディスクとして使われる最低 3 つの奇数のディスクを選択
するよう求めます。
ベリタス では、ディスクベース I/O フェンシングのコーディネーションポイント
として 3 つのディスクを使うことをお勧めします。

■

利用可能な VxVM CDS ディスクが必要条件を下回っている場合、インストー
ラは VxVM ディスクとして他のディスクを初期化したいかどうか尋ねます。
VxVM ディスクとして初期化するディスクを選択してから、新しいディスクグ
ループを作成するために使用します。

■

コーディネータディスクとして使うディスクに対応する番号を入力します。

■

ディスクグループ名を入力します。

選択したコーディネータディスクが I/O フェンシングの条件を満たすことを検証しま
す。
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが SCSI-3 PR と互換性があることを
検証してから、この設定プログラムに戻る必要があります。
p.87 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

8

条件を確認した後、プログラムは、指定した情報でコーディネータディスクグループ
を作成します。

9

インストーラが概略を示した I/O フェンシング設定情報を確認します。

10 設定プログラムが次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

各ノードで VCS と I/O フェンシングを停止します。

■

ディスクベース I/O フェンシングを設定し、I/O フェンシングプロセスを開始しま
す。

■

必要に応じて、VCS の設定ファイル main.cf を更新します。

■

/etc/vxfenmode ファイルを、日時がサフィックスとして付けられたファイル
/etc/vxfenmode-date-time にコピーします。 このバックアップファイルは、今後
フェンシングの設定に失敗した場合に使用できます。

■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新します。

■

I/O フェンシング機能を使うよう Storage Foundation Cluster File System High
Availability が正常に設定されていることを確認するには、各ノードで VCS を起
動します。

11 設定プログラムがログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示したら、そ
の出力を確認します。
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12 コーディネーションポイントエージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)

13 コーディネーションポイントエージェントのサービスグループの名前を入力します。
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen) vxfen

14 レベル 2 の監視の頻度を設定します。
Do you want to set LevelTwoMonitorFreq? [y,n,q] (y)

15 レベル 2 の監視の頻度の値を決定します。
Enter the value of the LevelTwoMonitorFreq attribute: [b,q,?] (5)

インストーラはコーディネーションポイントエージェントを追加し、主要な設定ファイル
を更新します。

16 コーディネーションポイントの自動更新を有効にします。
Do you want to enable auto refresh of coordination points
if registration keys are missing
on any of them? [y,n,q,b,?] (n)

p.155 の 「コーディネーションポイントを監視するための CoordPoint エージェントの設定」
を参照してください。

VxVM ディスクとしてのディスクの初期化
次の手順を実行して VxVM ディスクとしてディスクを初期化します。
ディスクを VxVM ディスクとして初期化するには

1

オペレーティングシステムによって認識されている新しい外部ディスクまたは LUN
を一覧表示します。 各ノードで、次のコマンドを入力します。
# fdisk -l

2

VxVM ディスクとしてディスクを初期化するには、次のいずれかの方法を使います。
■

対話形式の vxdiskadm ユーティリティを使って、ディスクを VxVM ディスクとし
て初期化します。
詳しくは『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

■

vxdisksetup コマンドを使って、ディスクを VxVM ディスクとして初期化します。
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# vxdisksetup -i device_name

次の例では、CDS 形式を指定しています。
# vxdisksetup -i sdr format=cdsdisk

コーディネータディスクとして使う各ディスクに対して、このコマンドを繰り返しま
す。

I/O フェンシング用の共有ディスクの確認
SFCFSHA の設定を準備するときに設定した共有ストレージが I/O フェンシングの必要
条件を満たしていることを確認してください。vxfentsthdw ユーティリティを使用して共有
ディスクをテストできます。2 つのノードには ssh 通信（デフォルト）または rsh 通信が確
立されている必要があります。ディスク（LUN）が SCSI-3 Persistent Reservation をサ
ポートするどうかを確認するには、2 つのノードが同じディスクに同時アクセスできる必要
があります。共有ディスクの名前は各ノードで異なる可能性があるため、シリアル番号を
チェックしてディスクの ID を確認します。-i オプションを指定して vxfenadm コマンドを
使います。このコマンドオプションは、LUN の同じシリアル番号が LUN へのすべてのパ
スで返されることを確認します。
コーディネータディスクとして動作しているディスクを必ずテストしてください。
vxfentsthdw ユーティリティには、多数のディスクをテストするのに適した追加オプション
があります。ディスクグループをテストするオプション（-g）、ファイルに記述されたディスク
をテストするオプション（-f）などを確認してください。また、-r オプションを使うと、データ
を破棄せずにディスクをテストできます。
『Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参照して
ください。
そのディスクが SCSI-3 をサポートしているかを調べるには、次のタスクを行います。
■

ASL（Array Support Library）を確認する
p.87 の 「ASL（Array Support Library）の確認」 を参照してください。

■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
p.88 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する」 を参照してく
ださい。

■

SCSI-3 の共有ディスクをテストする
p.89 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。

ASL（Array Support Library）の確認
追加しようとしているアレイの ASL（Array Support Library）がインストールされていること
を確認します。
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ASL（Array Support Library）を確認するには

1

追加しようとしているアレイの ASL（Array Support Library）がインストールされてい
ない場合は、入手して各ノードにインストールしてから次の手順に進みます。
追加するサポート対象のストレージデバイスの ASL は、ディスクアレイベンダーまた
は ベリタス のテクニカルサポートから入手できます。

2

ディスクアレイの ASL を各ノードにインストールします。 各ノードで次のコマンドを実
行し、その出力を検証して、ASL がインストールされたことを確認します。
次に出力例を示します。
# vxddladm listsupport all

LIBNAME
VID
PID
=============================================================
libvxhitachi.so
HITACHI
DF350, DF400, DF400F,
DF500, DF500F
libvxxp1281024.so
HP
All
libvxxp12k.so
HP
All
libvxddns2a.so
DDN
S2A 9550, S2A 9900,
S2A 9700
libvxpurple.so
SUN
T300
libvxxiotechE5k.so XIOTECH
ISE1400
libvxcopan.so
COPANSYS
8814, 8818
libvxibmds8k.so
IBM
2107

3

すべてのディスクドライブとその属性をスキャンし、VxVM デバイスリストを更新し、
DMP を新しいデバイスで再設定します。 次のように入力します。
# vxdisk scandisks

ディスクの追加と設定の方法について、詳しくは Veritas Volume Manager のマニュ
アルを参照してください。

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
vxfentsthdw ユーティリティを使用して、共有データストレージまたはコーディネータディ
スクとして使うディスクをテストする前に、システムが同じディスクを参照することを確認す
る必要があります。
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ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認するには

1

データ用の共有ストレージが、Veritas InfoScale Enterprise がインストールされて
いる 2 つのノードと接続されていることを確認します。

2

テスト中に、どちらのノードも同じディスクに接続されることを確認します。 ディスクの
シリアル番号を確認するには、vxfenadm コマンドを使います。
# vxfenadm -i diskpath

詳しくは vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
ノード A では /dev/sdx のパスで、ノード B は /dev/sdy パスで、EMC のディスクに
アクセスできるとします。
ノード A からは、次のように入力します。
# vxfenadm -i /dev/sdx
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/sdy パスを使って、同等のコマンドをノード B で入力すると、同じシリアル番号
情報が表示されます。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように、出力が異なる
場合があります。
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では、/dev/sdx ディスクを使います。
ディスクの準備が整っていることを示すメッセージが表示されない場合、テストは失敗で
す。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性があります。失敗
は不良ディスクが原因の場合もあります。
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失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを取り除いて交換します。vxfentsthdw
ユーティリティは、ディスクが I/O フェンシング用として使用できることを、次のようなメッ
セージで示します。
The disk /dev/sdx is ready to be configured for I/O Fencing on
node sys1

コーディネータディスクを交換する方法について詳しくは、『Storage Foundation Cluster
File System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
vxfentsthdw ユーティリティを使ってディスクをテストするには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します
p.303 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。

3

このスクリプトは、テストによってディスク上のデータが上書きされることを警告します。
概要と警告を確認してから、プロセス続行を確定してノードの名前を入力します。
警告: -r オプションを使わないと、テストによってディスク上のデータが上書きされ、
破壊されます。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: sys1
Enter the second node of the cluster: sys2

4

ユーティリティが検査を実行してその活動が報告されたら、出力を確認します。

5

各ノードのディスクが I/O フェンシングを実行できる状態であれば、各ノードでユー
ティリティが正常終了を報告します。たとえば、ユーティリティにより、ノード sys1 に
次のメッセージが表示されます。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys1
ALL tests on the disk /dev/sdx have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O fencing on node
sys1

6

検証するディスクごとに vxfentsthdw ユーティリティを実行します。
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メモ: dmp ディスクデバイスのみがコーディネーターディスクとして使用できます。

インストーラ を使ってディスクベースのフェンシングの既存のコーディネー
ションポイント上のキーまたは登録を更新する
次のシナリオでは、コーディネーションポイント上の登録を更新する必要があります。
■

CoordPoint エージェントが既存のコーディネーションポイントのいずれかで発生した
登録の喪失について通知する場合。

■

クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コー
ディネーションポイント上の登録の計画更新を行う場合。

登録の喪失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破損、その他の原因により発生する場
合があります。コーディネーションポイントがクラスタノードの登録を失うと、ネットワーク分
割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合があります。
警告: コーディネーションポイントの更新が完了する前にノードがメンバーシップから除外
された場合、キーの更新によりクラスタでパニックが発生する場合があります。
インストーラ を使って、ディスクベースの I/O フェンシングの既存のコーディネーションポ
イント上の登録を更新するには

1

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

インストーラ は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
モしてください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 が適切
に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイント上の登録またはキーの更新に対応する数字を入力しま
す。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-6,q]

4

フェンシングモジュールが使うディスクグループの構成に、コーディネーションディス
クとして現在使われているディスクと同じディスクが含まれていることを確認します。
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5

コーディネーションポイントを検証します。
For example,
Disk Group: fendg
Fencing disk policy: dmp
Fencing disks:
emc_clariion0_62
emc_clariion0_65
emc_clariion0_66

この情報は正しいですか。[y,n,q] (y).
Successfully completed the vxfenswap operation

コーディネーションディスク上のキーが更新されます。

6

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報を送信しますか。
[y,n,q,?] (y).

7

概略ファイルを表示しますか。 [y,n,q] (n).

インストーラを使ったサーバーベース I/O フェンシングの
設定
インストーラ を使って Storage Foundation Cluster File System High Availability クラ
スタでサーバーベースの I/O フェンシングを設定できます。
サーバーベースのフェンシングでは、次のようなコーディネーションポイントを設定に追加
できます。
■

CP サーバーと SCSI-3 対応コーディネータディスクの組み合わせ

■

CP サーバーのみ
1 つの高可用性 CP サーバーを単一コーディネーションポイントとして使うサーバー
ベースフェンシングもサポートされます。

p.29 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
p.34 の 「推奨される CP サーバーの設定」 を参照してください。
ここでは、次の手順の例を取り上げます。
CP サーバーとコーディネータ
ディスクの組み合わせ

p.93 の 「Storage Foundation Cluster File System High
Availability クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定する
には（1 つの CP サーバーと 2 つのコーディネータディスク）」 を
参照してください。
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1 つの CP サーバー

p.97 の 「Storage Foundation Cluster File System High
Availability クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定する
には」 を参照してください。

Storage Foundation Cluster File System High Availability クラスタでサーバー
ベースのフェンシングを設定するには（1 つの CP サーバーと 2 つのコーディネータディ
スク）

1

2

サーバーベースの設定モデルに応じて、次のことを確認します。
■

CP サーバーが設定されていて、Storage Foundation Cluster File System
High Availability クラスタからアクセスできる。 Storage Foundation Cluster File
System High Availability クラスタは、アプリケーションクラスタまたはクライアン
トクラスタとも呼ばれます。
p.37 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

■

コーディネーションディスクが SCSI3-PR 対応であることが確認されている。
p.87 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

インストーラ は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 が適切
に設定されているかどうかをチェックします。

4

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-3,b,q] 1

5

ストレージが SCSI3-PR をサポートすることを確認し、次のプロンプトで「y」を入力し
ます。
Does your storage environment support SCSI3 PR? [y,n,q] (y)

6

プロンプトで、コーディネーションポイントに関する次の詳細を指定します。
■

サーバーとディスク両方を含むコーディネーションポイントの合計数を入力しま
す。 この数は 3 以上にしてください。
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Enter the total number of co-ordination points including both
Coordination Point servers and disks: [b] (3)
■

コーディネーションポイント間のコーディネータディスクの合計数を入力します。
Enter the total number of disks among these:
[b] (0) 2

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数
を入力します。
How many IP addresses would you like to use to communicate
to Coordination Point Server #1?: [b,q,?] (1) 1

■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を入力します。 イ
ンストーラでは、すべてのアプリケーションクラスタノードのように、これらの値が
同一であると想定します。
Enter the Virtual IP address or fully qualified host name #1
for the HTTPS Coordination Point Server #1:
[b] 10.209.80.197

各 CP サーバーに設定する仮想 IP アドレスの数に関する情報が表示されます。
■

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port that the coordination point server
10.209.80.197
would be listening on or accept the default port
suggested: [b] (443)

8

プロンプトで、次のコーディネータディスク関連詳細を指定します。
■

インストーラが表示する利用可能なディスクの一覧からコーディネータディスクを
選択します。 選択するディスクがすべての Storage Foundation Cluster File
System High Availability（アプリケーションクラスタ）ノードから利用可能である
ことを確認してください。
インストーラからディスクの選択を要求される回数は、手順 6 で指定した情報に
よって異なります。 たとえば、2 つのコーディネータディスクを設定するように選
択した場合は、インストーラから 1 つ目のディスクと 2 つ目のディスクを選択する
ように要求されます。
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Select disk number 1 for co-ordination point
1) sdx
2) sdy
3) sdz
Please enter a valid disk which is available from all the
cluster nodes for co-ordination point [1-3,q] 1
■

手順 1 でディスクが SCSI-3 PR 対応かどうかをまだ確認していない場合は、す
ぐに確認します。
別のウィンドウでディスクを検証してからこの設定手順に戻ることを推奨するメッ
セージが表示されます。
続行する場合は Enter キーを押して、プロンプトでディスクの選択を確認します。

■

コーディネータディスクのディスクグループ名を入力するか、またはデフォルトを
受け入れます。
Enter the disk group name for coordinating disk(s):
[b] (vxfencoorddg)

9

フェンシング設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.209.80.197 ([10.209.80.197]:443)
SCSI-3 disks:
1. sdx
2. sdy
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: dmp

ディスクとディスクグループが初期化され、Storage Foundation Cluster File System
High Availability（アプリケーションクラスタ）ノードのディスクグループがデポートされ
ます。

10 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}
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11 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が
確立されるので、出力を確認してください。 それから、各アプリケーションクラスタノー
ドで適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.209.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.209.80.197 .......... Done
Registering client node sys1 with Coordination Point Server 10.209.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 ....
Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 ..
Done
Registering client node sys2 with Coordination Point Server 10.209.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 ....
Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197
..Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys1 .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys2 ......... ........................ Done

p.294 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

12 各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動
され、I/O フェンシング設定が完了したら、出力を確認してください。

13 Storage Foundation Cluster File System High Availability（アプリケーションクラ
スタ）で CP エージェントを設定します。 コーディネーションポイントエージェントは、
コーディネーションポイントの登録を監視します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)
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14 さらに、コーディネーションポイントエージェントは、誤ってコーディネータディスクグ
ループからディスクが削除された場合など、コーディネータディスクグループ構造の
変更も監視できます。 この詳細な監視の頻度は、LevelTwoMonitorFreq 属性で調
整できます。 たとえば、この属性を 5 に設定すると、エージェントはコーディネータ
ディスクグループ構造を 5 回の監視サイクルごとに監視します。
LevelTwoMonitorFreq 属性を適用できるようにするには、コーディネータディスクグ
ループの一部としてディスクが存在する必要があります。
Enter the value of the LevelTwoMonitorFreq attribute: (5)

15 コーディネーションポイントの自動更新を有効にします。
Do you want to enable auto refresh of coordination points
if registration keys are missing
on any of them? [y,n,q,b,?] (n)

16 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。

17 次を使ってフェイシング設定を確認します。
# vxfenadm -d

18 コーディネーションポイントのリストを確認します。
# vxfenconfig -l

Storage Foundation Cluster File System High Availability クラスタでサーバー
ベースのフェンシングを設定するには

1

CP サーバーが設定されていて、Storage Foundation Cluster File System High
Availability クラスタからアクセス可能であることを確認します。 Storage Foundation
Cluster File System High Availability クラスタは、アプリケーションクラスタまたはク
ライアントクラスタとも呼ばれます。

2

p.37 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

3

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

インストーラ は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。
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4

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 が適切
に設定されているかどうかをチェックします。

5

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,q] 1

6

ストレージが SCSI3-PR をサポートすることを確認し、次のプロンプトで「y」を入力し
ます。
Does your storage environment support SCSI3 PR? [y,n,q] (y)

7

コーディネーションポイントの合計数として 1 を入力します。
Enter the total number of co-ordination points including both
Coordination Point servers and disks: [b] (3) 1

設定を進める前に、インストーラの警告を注意して読んでください。

8

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数
を入力します。
How many IP addresses would you like to use to communicate
to Coordination Point Server #1? [b,q,?] (1) 1

■

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を入力します。 インス
トーラでは、すべてのアプリケーションクラスタノードのように、これらの値が同一
であると想定します。
Enter the Virtual IP address or fully qualified host name
#1 for the Coordination Point Server #1:
[b] 10.209.80.197

各 CP サーバーに設定する仮想 IP アドレスの数に関する情報が表示されます。
■

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port in the range [49152, 65535] which the
Coordination Point Server 10.209.80.197
would be listening on or simply accept the default
port suggested: [b] (443)
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9

フェンシング設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 1
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.209.80.197 ([10.209.80.197]:443)

10 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}

11 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が
確立されるので、出力を確認してください。 それから、各アプリケーションクラスタノー
ドで適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
このような単一 CP サーバーフェンシング設定では、/etc/vxfenmode ファイルに
エントリ single_cp=1 も設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.209.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.209.80.197 .......... Done
Registering client node sys1 with Coordination Point Server 10.209.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 ....
Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 ..
Done
Registering client node sys2 with Coordination Point Server 10.209.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 ....
Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 ..
Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys1 .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys2 ......... ........................ Done

p.294 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

12 各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動
され、I/O フェンシング設定が完了したら、出力を確認してください。
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13 Storage Foundation Cluster File System High Availability（アプリケーションクラ
スタ）で CP エージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on the
client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)

14 コーディネーションポイントの自動更新を有効にします。
Do you want to enable auto refresh of coordination points
if registration keys are missing
on any of them? [y,n,q,b,?] (n)

15 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。

インストーラ を使ってサーバーベースのフェンシングの既存のコーディ
ネーションポイント上のキーまたは登録を更新する
次のシナリオでは、コーディネーションポイント上の登録を更新する必要があります。
■

CoordPoint エージェントが既存のコーディネーションポイントのいずれかで発生した
登録の喪失について通知する場合。

■

クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コー
ディネーションポイント上の登録の計画更新を行う場合。

登録の喪失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破損、その他の原因により発生する場
合があります。コーディネーションポイントがクラスタノードの登録を失うと、ネットワーク分
割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合があります。
警告: コーディネーションポイントの更新が完了する前にノードがメンバーシップから除外
された場合、キーの更新によりクラスタでパニックが発生する場合があります。
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インストーラ を使って、サーバーベースの I/O フェンシングの既存のコーディネーション
ポイント上の登録を更新するには

1

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

インストーラ は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
モしてください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 が適切
に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイント上の登録またはキーを更新するよう提案するオプションに
対応する数字を入力します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,q] 6

4

/etc/vxfentab ファイルにフェンシングモジュールによって現在使われているコー

ディネーションポイントサーバーと同じサーバーが含まれていることを確認します。
また、/etc/vxfendg ファイルに記されているディスクグループに、コーディネーショ
ンディスクと同じである、フェンシングモジュールによって現在使われているディスク
が含まれていることを確認します。

5

コーディネーションポイントを検証します。
For example,
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.198.94.146 ([10.198.94.146]:443)
2. 10.198.94.144 ([10.198.94.144]:443)
SCSI-3 disks:
1. emc_clariion0_61
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: dmp
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6

この情報は正しいですか。[y,n,q] (y)

Updating client cluster information on Coordination Point Server
IPaddress
Successfully completed the vxfenswap operation

コーディネーションディスク上のキーが更新されます。

7

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報を送信しますか。
[y,n,q,?] (y).

8

概略ファイルを表示しますか。 [y,n,q] (n).

インストーラ を使ったサーバーベースのフェンシングに対する既存のコー
ディネーションポイントの順序の設定
この項では、サーバーベースのフェンシングに対する既存のコーディネーションポイント
の順序を設定する理由、利点、注意事項および手順について説明します。

既存のコーディネーションポイントの順序の決定について
ネットワークパーティション中にコーディネーションポイントが競争に参加する順序を指定
できます。ネットワークパーティションのシナリオでは、I/O フェンシングは vxfentab ファ
イルに設定された順序に基づき、メンバーシップのアービトレーションについてコーディ
ネーションポイントに問い合わせようとします。
I/O フェンシングは、シーケンスの最初のコーディネーションポイントに接続できない場
合、2 番目のコーディネーションポイントに移ります。クラスタのパニックを避けるため、生
存するサブクラスタはコーディネーションポイントの大多数に対して勝利する必要がありま
す。しがたって、競争に勝利する可能性の高いコーディネーションポイントから始め、その
可能性の最も低いコーディネーションポイントで終わる順序にする必要があります。
コーディネーションポイントサーバーとコーディネーションディスクが混在するフェンシング
構成では、コーディネーションディスクの前にコーディネーションポイントサーバーまたは
その逆を指定できます。
メモ: ディスクベースのフェンシングは、既存のコーディネーションポイントの順序の設定
をサポートしません。
コーディネーションポイントの順序を決定する際の注意事項
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■

競争中にクラスタでメンバーシップを取得できる可能性、すなわちネットワークパーティ
ションに対して制御を取得する可能性に基づきコーディネーションポイントを選択しま
す。その結果、パーティションを保存できるようになります。

■

順序の 1 番目には、競争に勝利する可能性の最も高いコーディネーションポイントを
指定する必要があります。順序の 2 番目は、それよりも勝利の可能性が比較的低い
コーディネーションポイントを指定する必要があります。最後に勝利の可能性が最も
低いコーディネーションポイントを指定して順序の決定を完了します。

インストーラ を使って既存のコーディネーションポイントの順序を
設定する
既存のコーディネーションポイントの順序を設定するには

1

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

インストーラ は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
モしてください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 が適切
に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイントの順番を設定するよう提案するオプションに対応する数
字を入力します。
次に例を示します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,q] 7

Installer will ask the new order of existing coordination points.
Then it will call vxfenswap utility to commit the
coordination points change.

警告: コーディネーションポイントの変更が完了する前に、いずれかのノードがクラス
タメンバーシップから除外されると、クラスタでパニックが発生する場合があります。
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4

コーディネーションポイントの現在の順序を確認します。
Current coordination points order:
(Coordination disks/Coordination Point Server)
Example,
1) /dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65,/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66,
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62
2) [10.198.94.144]:443
3) [10.198.94.146]:443
b) Back to previous menu

5

[1-3,b,q] 3 1 2 のように数字と順序を区切るスペースを使ってコーディネーションポ
イントの新しい順序を入力します。
New coordination points order:
(Coordination disks/Coordination Point Server)
Example,
1) [10.198.94.146]:443
2) /dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65,/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66,
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62
3) [10.198.94.144]:443

6

この情報は正しいですか。[y,n,q] (y).

Preparing vxfenmode.test file on all systems...
Running vxfenswap...
Successfully completed the vxfenswap operation

7

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報を送信しますか。
[y,n,q,?] (y).

8

概略ファイルを表示しますか。 [y,n,q] (n).
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9

/etc/vxfenmode ファイルで指定された vxfen_honor_cp_order の値が 1 に設

定されていることを確認します。

For example,
vxfen_mode=customized
vxfen_mechanism=cps
port=443
scsi3_disk_policy=dmp
cps1=[10.198.94.146]
vxfendg=vxfencoorddg
cps2=[10.198.94.144]
vxfen_honor_cp_order=1

10

vxfenconfig -l コマンドの出力でコーディネーションポイントの順序が更新されて

いることを確認します。

For example,
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
single_cp=0
[10.198.94.146]:443 {e7823b24-1dd1-11b2-8814-2299557f1dc0}
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65 60060160A38B1600386FD87CA8FDDD11
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66 60060160A38B1600396FD87CA8FDDD11
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62 60060160A38B16005AA00372A8FDDD11
[10.198.94.144]:443 {01f18460-1dd2-11b2-b818-659cbc6eb360}

インストーラ を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O
フェンシングの設定
SCSI-3 PR 対応ストレージをサポートしていない仮想環境に Veritas InfoScale Enterprise
をインストールした場合は、非 SCSI-3 フェンシングを設定できます。
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SCSI 3 PR 非対応の設定で インストーラ を使って I/O フェンシングを設定するには

1

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

インストーラ は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 が適切
に設定されているかどうかをチェックします。

3

サーバーベースのフェンシングの場合、プログラムで表示される I/O フェンシングの
設定オプションを確認します。 1 を入力して、サーバーベース I/O フェンシングを設
定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster
[1-7,q] 1

4

n を入力して、ストレージ環境が SCSI-3 PR をサポートしていないことを確認しま
す。
Does your storage environment support SCSI3 PR?
[y,n,q] (y) n

5

プロンプトで、非 SCSI-3 I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。

6

サーバーベースのフェンシングの場合、設定で使う CP サーバーコーディネーショ
ンポイントの数を入力します。

7

サーバーベースのフェンシングの場合、CP サーバーごとに次の詳細を入力します。
■

仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を入力します。

■

CP サーバーが接続の応答を準備するポートアドレスを入力します。
デフォルト値は 443 です。 異なるポートアドレスを入力できます。 有効な値は
49152 から 65535 です。

これらの値は、高可用性アプリケーションをホストする SFCFSHA クラスタ ノードか
らは同じ値と見なされます。

8

サーバーベースのフェンシングの場合、指定した CP サーバー情報を確認します。

9

SFCFSHA クラスタ設定情報を確認します。
次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

サーバーベースのフェンシングの場合に限り、各 CP サーバーの CP サーバー
設定ファイルを次の詳細で更新します。
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■

■

CP サーバーに SFCFSHA クラスタ の各ノードを登録します。

■

CP サーバーに CP サーバーユーザーを追加します。

■

CP サーバーユーザーに SFCFSHA クラスタ を追加します。

SFCFSHA クラスタ の各ノードで次の設定ファイルを更新します。
■

/etc/vxfenmode ファイル

■

/etc/vxenviron ファイル

■

/etc/sysconfig/vxfen ファイル

■

/etc/llttab ファイル

■

/etc/vxfentab (サーバーベースのフェンシングのみ)

10 各ノードの Storage Foundation Cluster File System High Availability を停止し、
各ノードの I/O フェンシングを開始し、VCS 設定ファイル main.cf を更新し、非
SCSI-3 フェンシングを使用して Storage Foundation Cluster File System High
Availability を再起動したら、出力を確認します。
サーバーベースのフェンシングの場合、SFCFSHA クラスタ に CP エージェントを
設定することを確認します。

11 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを確認します。
12 I/O フェンシングが正常に設定された後、インストーラによって作成されるサマリー、
ログ、および応答ファイルの場所を書き留めます。
これらのファイルが提供する有用な情報は、現在の設定のみでなく今後の設定にも
役立ちます。

インストーラ を使ったマジョリティベース I/O フェンシング
の設定
インストーラ を使うと、クラスタにマジョリティベースのフェンシングを設定できます。
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マジョリティベース I/O フェンシングを設定するには、次の手順を実行します。

1

-fencing オプションを指定して インストーラ を起動します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ

-fencing

version は特定のリリースバージョンです。インストーラ は著作権情報を表示して起
動し、クラスタ情報を検証します。
メモ: 設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場
所に注目してください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。プログラムにより、スク
リプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信できることと、SFCFSHA
が適切に設定されているかどうかがチェックされます。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 3 を入力
して、マジョリティベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,b,q] 3

メモ: インストーラでは、次の質問が表示されます。Does your storage environment
support SCSI3 PR? [y,n,q,?] ストレージ環境が SCSI3 PR をサポートしている場
合は「y」を入力します。他の値を入力すると、インストーラによって非 SCSI3 フェン
シングが設定されます（NSF）。

4

それから、各アプリケーションクラスタノードで適切な詳細情報を使ってファイル
/etc/vxfenmode が設定されます。

Updating /etc/vxfenmode file on sys1 ................... Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys2 ................... Done

5

各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動
され、I/O フェンシング設定が完了したら、出力を確認してください。

6

設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。

7

フェンシング設定を確認します。
#

vxfenadm -d
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優先フェンシングポリシーの有効化と無効化
I/O フェンシング設定で優先フェンシング機能を有効化または無効化できます。
優先フェンシングを有効にして、システムベース制御権獲得ポリシー、グループベース制
御権獲得ポリシーまたはサイトベースポリシーを使うことができます。優先フェンシングを
無効にした場合、I/O フェンシング設定ではデフォルトの数ベースの制御権獲得ポリシー
が使われます。
マジョリティベース I/O フェンシングでは優先フェンシングは適用されません。
p.22 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。
I/O フェンシング設定で優先フェンシングを有効にするには

1

クラスタが I/O フェンシング設定を使って動作していることを確認します。
# vxfenadm -d

2

クラスタレベル属性 UseFence の値が SCSI3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence

3

システムベース制御権獲得ポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。
■

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を System に設定します。
# haclus -modify PreferredFencingPolicy System

■

クラスタ内の各ノードにシステムレベル属性 FencingWeight の値を設定します。
たとえば、2 ノードクラスタの sys1 に sys2 の 5 倍の重みを割り当てる場合は、
次のコマンドを実行します。
# hasys -modify sys1 FencingWeight 50
# hasys -modify sys2 FencingWeight 10

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

■

フェンシングノードの重みを確認します。
# vxfenconfig -a
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4

グループベース制御権獲得ポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。
■

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を Group に設定します。
# haclus -modify PreferredFencingPolicy Group

■

各サービスグループのグループレベル属性 Priority の値を設定します。
たとえば、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify service_group Priority 1

親サービスグループには、子サービスグループと同等以下の優先度を割り当て
るようにしてください。 親サービスグループと子サービスグループが異なるサブ
クラスタでホストされている場合は、子サービスグループをホストするサブクラスタ
が優先されます。
■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

5

サイトベース制御権獲得ポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。
■

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を Site に設定します。
# haclus -modify PreferredFencingPolicy Site

■

各サイトのサイトレベル属性 Preference の値を設定します。
For example,
# hasite -modify Pune Preference 2

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump –makero

6

フェンシングドライバに現在設定されているノードフェンシングの重みを表示するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -a
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I/O フェンシング設定で優先フェンシングを無効にするには

1

クラスタが I/O フェンシング設定を使って動作していることを確認します。
# vxfenadm -d

2

クラスタレベル属性 UseFence の値が SCSI3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence

3

優先フェンシングを無効にしてデフォルトの制御権獲得ポリシーを使うには、クラス
タレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を Disabled に設定します。
# haconf -makerw
# haclus -modify PreferredFencingPolicy Disabled
# haconf -dump -makero
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6
応答ファイルを使用した
SFCFSHA 自動設定の実
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SFCFSHA の設定

■

SFCFSHA を設定するための応答ファイル変数

■

SFCFSHA を設定するための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った SFCFSHA の設定
一般に、あるクラスタで SFCFSHA の設定を実行した後にインストーラによって生成され
た応答ファイルは、他のクラスタで SFCFSHA を設定するために使えます。
応答ファイルを使って SFCFSHA を設定するには

1

SFCFSHA を設定するシステムに Veritas InfoScale Availability または Enterprise
RPM がインストールされていることを確認します。

2

SFCFSHA を設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
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3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
オプション機能を設定するには、オプション機能に関連するすべての応答ファイル
の変数に適切な値を定義する必要があります。
p.113 の 「SFCFSHA を設定するための応答ファイル変数」 を参照してください。

4

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。 次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installer -responsefile
/tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

SFCFSHA を設定するための応答ファイル変数
表 6-1 に、SFCFSHA を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示しま
す。
表 6-1

SFCFSHA の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

RPMがすでにインストールされている
場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して SFCFSHA を設定
します。

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{activecomponent}

リスト

設定するコンポーネントを定義します。
SFCFSHA の場合、この値は
SFCFSHA72 です。
（必須）

CFG{keys}{keyless}
CFG{keys}{license}

リスト

CFG{keys}{keyless} はシステム
に登録されるキーレスキーのリストで
す。
CFG{keys}{license} はシステム
に登録されるユーザー定義のキーの
リストです。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

操作のために製品を定義します。
Veritas InfoScale Enterprise の場
合、値は ENTERPRISE72 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。 デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所に
も、応答ファイルと概略ファイルをコ
ピーします。
（オプション）
CFG{uploadlogs}

スカラー

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがベリタスの
Web サイトにアップロードされることを
示します。
値 0 は、インストールログがベリタスの
Web サイトにアップロードされないこと
を示します。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。 たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必要
があります。 同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラッ
プ通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。
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表 6-2 に、基本的な Storage Foundation Cluster File System High Availability クラ
スタを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数の一覧を示します。
表 6-2

基本的な Storage Foundation Cluster File System High Availability
クラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{donotreconfigurevcs}

スカラー

VCS を再設定する必要があるかどう
かを定義します。
（オプション）

CFG{donotreconfigurefencing}

スカラー

フェンシングを再設定する必要がある
かどうかを定義します。
（オプション）

CFG{vcs_clusterid}

スカラー

クラスタを重複なく識別する 0 から
65535 の整数です。
（必須）

CFG{vcs_clustername}

スカラー

クラスタ名を定義します。
（必須）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

シングルノードクラスタを設定するとき
に LLT と GAB を起動するかどうかを
示します。 値は 0（起動しない）または
1（起動する）のいずれかです。
（必須）

CFG{fencingenabled}

スカラー

Storage Foundation Cluster File
System High Availability 設定で、フェ
ンシングを有効にするかどうかを定義
します。
有効な値は 0 または 1 です。
（必須）

表 6-3 に、イーサネット上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数を一覧で示します。
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表 6-3

イーサネット上でのプライベート LLT の設定に固有の応答ファイル
変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_lltlink#}

スカラー

各システムのプライベートハートビート
リンクに使う NIC を定義します。 各シ
ステムには、LLT リンクが 2 つ以上必
要です（lltlink1 と lltlink2）。LLT リンク
は最大 4 つまで設定できます。

{"system"}

システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（必須）
CFG{vcs_lltlinklowpri#}

スカラー

{"system"}

優先度の低いハートビートリンクを定
義します。 一般的に、パブリックネット
ワークリンクでは lltlinklowpri を使い、
通信を多層化します。
プライベート NIC のメディア速度を変
更する場合は、LLT パフォーマンスを
向上させるために低速度の低優先度
リンクとして NIC を設定できます。 例:
lltlinklowpri1、lltlinklowpri2 など。
システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（オプション）

表 6-4 に、UDP 上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 6-4

UDP 上での LLT の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{lltoverudp}=1

スカラー

UDP 上での LLT を使ってハートビー
トリンクを設定するかどうかを示します。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_address}

スカラー

ハートビートリンクが node1 で使う IP
アドレス（IPv4 または IPv6）を格納し
ます。

{<sys1>}

4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
CFG

スカラー

{vcs_udplinklowpri<n>_address}
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う IP アドレス（IPv4 または IPv6）
を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplink<n>_port}

スカラー

{<sys1>}

ハートビートリンクが node1 で使う
UDP ポート（16 ビットの整数値）を格
納します。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplinklowpri<n>_port} スカラー
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う UDP ポート（16 ビットの整数
値）を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_netmask}

スカラー

ハートビートリンクが node1 で使うネッ
トマスク（IPv6 の接頭辞）を格納しま
す。

{<sys1>}

4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
CFG
スカラー
{vcs_udplinklowpri<n>_netmask}
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使うネットマスク（IPv6 の接頭辞）を
格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

表 6-5 に、Storage Foundation Cluster File System High Availability クラスタの仮想
IP を設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数の一覧を示します。
表 6-5

Storage Foundation Cluster File System High Availability クラス
タの仮想 IP の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_csgnic}

スカラー

システムで使う NIC デバイスを定義し
ます。 すべてのシステムで同じ NIC
を使う場合は、「all」をシステム値として
入力できます。

{system}

（オプション）
CFG{vcs_csgvip}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスを定義しま
す。
（オプション）

CFG{vcs_csgnetmask}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスのネットマス
クを定義します。
（オプション）

表 6-6 に、セキュアモードの Storage Foundation Cluster File System High Availability
クラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数の一覧を示します。
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表 6-6

セキュアモードでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability クラスタの設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_eat_security}

スカラー

クラスタがセキュア有効モードになって
いるかどうかを指定します。

CFG{opt}{securityonenode}

スカラー

securityonenode オプションが使われ
ていることを指定します。

CFG{securityonenode_menu}

スカラー

セキュアクラスタを 1 つずつ設定する
ために選択するメニューオプションを
指定します。
■

■

CFG{secusrgrps}

リスト

1 - 最初のノードを設定してくださ
い
2 - 他のノードを設定してください

クラスタへの読み取りアクセスを持つ
ユーザーグループを定義します。
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{rootsecusrgrps}

スカラー

クラスタのみへの読み取りアクセスを、
ルートおよび他の VCS オブジェクトに
対する明示的特権を付与されたユー
ザーまたはユーザーグループに定義
します。
（オプション）

CFG{security_conf_dir}

スカラー

設定ファイルが配置されるディレクトリ
を指定します。

CFG{opt}{security}

スカラー

セキュリティオプションが使われている
ことを指定します。

CFG{defaultaccess}

スカラー

全員に読み取りアクセス権を許可する
ことをユーザーが選択するかどうかを
定義します。
オプションまたは必須: オプション

CFG{vcs_eat_security_fips}

スカラー

有効になっているセキュリティが FIPS
準拠であることを指定します。

表 6-7 に、VCS ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数を
一覧で示します。

119

第 6 章 応答ファイルを使用した SFCFSHA 自動設定の実行
SFCFSHA を設定するための応答ファイル変数

表 6-7

VCS ユーザーの設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userenpw}

リスト

エンコードされた VCS ユーザーパス
ワードの一覧です。
リストの値は「Administrators
Operators Guests」のように指定でき
ます。

メモ: vcs_userenpw リストの値の順
序は vcs_username リストの値の順序
と一致する必要があります。
（オプション）
CFG{vcs_username}

リスト

VCS ユーザー名の一覧です。
（オプション）

リスト

CFG{vcs_userpriv}

VCS ユーザーの権限の一覧です。

メモ: vcs_userpriv リストの値の順序
は vcs_username リストの値の順序と
一致する必要があります。
（オプション）

表 6-8 に、SMTP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 6-8

SMTP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtpserver}

スカラー

Web 通知で使う、ドメイン名を含んだ
SMTP サーバー名を定義します（例:
smtp.example.com）。
（オプション）

CFG{vcs_smtprecp}

リスト

SMTP 電子メール受信者のメールア
ドレスの一覧です（例:
user@example.com）。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtprsev}

リスト

SMTP 電子メール受信者が受け取る
メッセージのエラーレベルを定義しま
す（Information、Warning、Error、
SevereError）。 エラーレベルの順序
は、SMTP 電子メール受信者のアドレ
スの順序と一致する必要があります。
（オプション）

表 6-9 に、SNMP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 6-9

SNMP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpport}

スカラー

SNMP トラップ情報を送信するポート
を定義します（デフォルト = 162）。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcons}

リスト

SNMP コンソールシステム名の一覧
です。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcsev}

リスト

SNMP コンソールが受け取るメッセー
ジのエラーレベルを定義します
（Information、Warning、Error、
SevereError）。 エラーレベルの順序
は、SNMP コンソールシステム名の順
序と一致する必要があります。
（オプション）

表 6-10 に、Storage Foundation Cluster File System High Availability グローバルク
ラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数の一覧を示します。
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表 6-10

Storage Foundation Cluster File System High Availability グロー
バルクラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_gconic}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP の NIC を定義します。 すべ
てのシステムで同じ NIC を使う場合
は、「all」をシステム値として入力でき
ます。

{system}

（オプション）
CFG{vcs_gcovip}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスを定義します。
（オプション）

CFG{vcs_gconetmask}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスのネットマスクを定
義します。
（オプション）

SFCFSHA を設定するための応答ファイルのサンプル
SFCFSHA を設定するための応答ファイルの例を次に示します。
##############################################
#Auto generated sfcfsha responsefile #
##############################################

our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{rsh}=1;
$CFG{opt}{trace}=0;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw( sys1 sys2 ) ];
$CFG{activecomponent}=[ qw(SFCFSHA72) ];
$CFG{fencingenabled}=0;
$CFG{vm_newnames_file}{sys1}=0;
$CFG{vm_restore_cfg}{sys1}=0;
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$CFG{vm_newnames_file}{sys2}=0;
$CFG{vm_restore_cfg}{sys2}=0;
$CFG{vcs_clusterid}=127;
$CFG{vcs_clustername}="uxrt6_lin";
$CFG{vcs_username}=[ qw(admin operator) ];
$CFG{vcs_userenpw}=[ qw(JlmElgLimHmmKumGlj
bQOsOUnVQoOUnTQsOSnUQuOUnPQtOS) ];
$CFG{vcs_userpriv}=[ qw(Administrators Operators) ];
$CFG{vcs_lltlink1}{sys1}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys1}="eth2";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys2}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys2}="eth2";
$CFG{vcs_enabled}=1;
$CFG{opt}{logpath}="/opt/VRTS/install/logs/installer-xxxxxx/";
1;
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応答ファイルを使用した自
動 I/O フェンシング設定の
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

応答ファイルを使用した CP サーバーの設定

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイル

■

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

過半数ベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定
通常、I/O フェンシングの設定を実行した後にインストーラで生成される応答ファイルを
使って Storage Foundation Cluster File System High Availability の I/O フェンシング
を設定できます。
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応答ファイルを使って I/O フェンシングを設定するには

1

Storage Foundation Cluster File System High Availability が設定されていること
を確認します。

2

ディスクベースとサーバーベースのどちらの I/O フェンシングを設定するかどうかに
基づいて、準備タスクが完了したことを確認します。
p.29 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

3

I/O フェンシングを設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
p.128 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」
を参照してください。
p.134 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイ
ル」 を参照してください。
p.136 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」 を参照
してください。
p.137 の 「過半数ベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」 を
参照してください。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.125 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.132 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。
p.135 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
p.137 の 「マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。

5

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/インストーラ
-responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 7-1 では、SFCFSHA にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な
情報を指定する応答ファイルの変数を示します。
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表 7-1

ディスクベースの I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。

■

1 — Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
2 —コーディネータディスクベースの
I/O フェンシング
3—無効化ベースの I/O フェンシング

■

4 —オンラインのフェンシング移行

■

5 —既存のコーディネーションポイント
のキーまたは登録の更新
6 —既存のコーディネーションポイント
の順序の変更
7 —マジョリティベースのフェンシング

■

■

■

■

（必須）
CFG{fencing_dgname}

スカラー

I/O フェンシングのディスクグループを指定
します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。 新しいディスクグループを作成
する場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。
CFG{fencing_newdg_disks}

リスト

I/O フェンシング用の新しいディスクグルー
プの作成に使うディスクを指定します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。 新しいディスクグループを作成
する場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。
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変数

リスト/スカ
ラー

CFG{fencing_cpagent_monitor_freq} スカラー

説明
コーディネーションポイントエージェントが
コーディネータディスクグループ構造の変
更を監視する頻度を指定します。

メモ: コーディネーションポイントエージェ
ントは、誤ってコーディネータディスクグルー
プからディスクが削除された場合など、コー
ディネータディスクグループ構造の変更も
監視できます。 この詳細な監視の頻度は、
LevelTwoMonitorFreq 属性で調整できま
す。 たとえば、この属性を 5 に設定すると、
エージェントはコーディネータディスクグ
ループ構造を 5 回の監視サイクルごとに
監視します。 LevelTwoMonitorFreq 属性
が設定されていないと、エージェントはコー
ディネータディスクグループへの変更を監
視しません。 0 はコーディネータディスクグ
ループ構造を監視しないことを意味します。
CFG {fencing_config_cpagent}

スカラー

コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使うかどうかに応じ
て、「1」または「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使わない場合は、
「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使う場合は、「1」を
入力します。

CFG {fencing_cpagentgrp}

スカラー

コーディネーションポイントのエージェント
のリソースが含まれるサービスグループの
名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィール
ドに値「0」が指定されている場合は、この
フィールドは今は使われません。
CFG{fencing_auto_refresh_reg}

スカラー

CP サーバーのいずれかで登録キーが欠
落している場合に、コーディネーションポイ
ントの変数の自動更新を有効にします。
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ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの例
ディスクベースの I/O フェンシングの応答ファイル変数とその定義を確認してください。
p.125 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。

# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{fencing_config_cpagent}=1;
$CFG{fencing_auto_refresh_reg}=1;
$CFG{fencing_cpagent_monitor_freq}=5;
$CFG{fencing_cpagentgrp}="vxfen";
$CFG{fencing_dgname}="fencingdg1";
$CFG{fencing_newdg_disks}=[ qw(emc_clariion0_155
emc_clariion0_162 emc_clariion0_163) ];
$CFG{fencing_option}=2;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="AVAILABILITY72";
$CFG{prod}="ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw(sys1sys2)];
$CFG{vcs_clusterid}=32283;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
1;

応答ファイルを使用した CP サーバーの設定
生成された応答ファイルを使用して CP サーバーを設定できます。
シングルノード VCS クラスタの場合:
◆

responsefile オプションを指定して installer コマンドを実行し、単一ノードの
VCS クラスタで CP サーバーを設定します。
# /opt/VRTS/install/installer -responsefile '/tmp/sample1.res'
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SFHA クラスタの場合:
◆

responsefile オプションを指定して installer コマンドを実行し、SFHA クラスタで
CP サーバーを設定します。
# /opt/VRTS/install/installer -responsefile '/tmp/sample1.res'

CP サーバーを設定するための応答ファイル変数
表 7-2 では、CP サーバーを設定するための応答ファイル変数について説明します。
表 7-2

CP サーバーを設定するための応答ファイル変数を記述します

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{configcps}

スカラー

この変数は、CP サーバーの設定タスクを実
行します。

CFG{cps_singlenode_config}

スカラー

この変数は、CP サーバーをシングルノード
VCS クラスタで設定するかどうかを示します。

CFG{cps_sfha_config}

スカラー

この変数は、CP サーバーを SFHA クラスタ
で設定するかどうかを示します。

CFG{cps_unconfig}

スカラー

この変数は、CP サーバーを設定解除するか
どうかを示します。

CFG{cpsname}

スカラー

この変数は、CP サーバーの名前を指定しま
す。

CFG{cps_db_dir}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの絶
対パスを指定します。

CFG{cps_reuse_cred}

スカラー

この変数は、CP サーバーで既存の資格情
報を再利用するかどうかを示します。

CFG{cps_https_vips}

リスト

この変数は、HTTPS ベースの通信用に設
定された CP サーバーの仮想 IP アドレスを
示します。

CFG{cps_https_ports}

リスト

この変数は、HTTPS ベースの通信用に設
定された CP サーバーの仮想 IP アドレスの
ポート番号を示します。

CFG{cps_nic_list}{cpsvip<n>}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのシステムの
NIC を示します。

CFG{cps_netmasks}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのサブネットマ
スクを示します。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{cps_prefix_length}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのプレフィック
スの長さを示します。

CFG{cps_network_hosts}{cpsnic<n>} リスト

この変数は、NIC リソースのネットワークホス
トを示します。

CFG{cps_vip2nicres_map}{<vip>} スカラー

この変数は、仮想 IP アドレスに関連付けら
れた NIC リソースを示します。

CFG{cps_diskgroup}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの
ディスクグループを示します。

CFG{cps_volume}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースのボ
リュームを示します。

CFG{cps_newdg_disks}

リスト

この変数は、CP サーバーデータベースの新
しいディスクグループの作成に使用するディ
スクを示します。

CFG{cps_newvol_volsize}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの新
しいボリュームのボリュームサイズを示します。

CFG{cps_delete_database}

スカラー

この変数は、設定解除において CP サー
バーのデータベースを削除するかどうかを示
します。

CFG{cps_delete_config_log}

スカラー

この変数は、設定解除において CP サー
バーの設定ファイルとログファイルを削除す
るかどうかを示します。

CFG{cps_reconfig}

スカラー

この変数は、CP サーバーを再設定するかど
うかを定義します。

シングルノード VCS クラスタで CP サーバーを設定するためのサンプル
応答ファイル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.129 の 表 7-2 を参照してください。

# Configuration Values:
#
our %CFG;
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$CFG{cps_db_dir}="/etc/VRTScps/db";
$CFG{cps_https_ports}=[ 443 ];
$CFG{cps_https_vips}=[ "192.168.59.77" ];
$CFG{cps_netmasks}=[ "255.255.248.0" ];
$CFG{cps_network_hosts}{cpsnic1}=
[ "10.200.117.70" ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip1}=[ "en0" ];
$CFG{cps_singlenode_config}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"192.168.59.77"}=1;
$CFG{cpsname}="cps1";
$CFG{opt}{configcps}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{opt}{redirect}=1;
$CFG{prod}="AVAILABILITY72";
$CFG{systems}=[ "linux1" ];
$CFG{vcs_clusterid}=23172;
$CFG{vcs_clustername}="clus72";
1;

SFHA クラスタで CP サーバーを設定するためのサンプル応答ファイル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.129 の 表 7-2 を参照してください。

#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{cps_db_dir}="/cpsdb";
$CFG{cps_diskgroup}="cps_dg1";
$CFG{cps_https_ports}=[ qw(50006 50007) ];
$CFG{cps_https_vips}=[ qw(10.198.90.6 10.198.90.7) ];
$CFG{cps_netmasks}=[ qw(255.255.248.0 255.255.248.0 255.255.248.0)
];
$CFG{cps_network_hosts}{cpsnic1}=[ qw(10.198.88.18) ];
$CFG{cps_network_hosts}{cpsnic2}=[ qw(10.198.88.18) ];
$CFG{cps_newdg_disks}=[ qw(emc_clariion0_249) ];
$CFG{cps_newvol_volsize}=10;
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$CFG{cps_nic_list}{cpsvip1}=[ qw(eth0 eth0) ];
$CFG{cps_sfha_config}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"10.198.90.6"}=1;
$CFG{cps_volume}="volcps";
$CFG{cpsname}="cps1";
$CFG{opt}{configcps}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=49604;
$CFG{vcs_clustername}="sfha2233";
1;

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
コーディネーションポイントおサーバーベースのフェンシングの応答ファイルを使って、
サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングを設定できます。
表 7-3 に、サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングに関連している応答
ファイルのフィールドを示します。
表 7-3

コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）ベースのフェン
シング応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_config_cpagent}

コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使うかどうかに応じ
て、「1」または「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使わない場合は、
「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使う場合は、「1」を
入力します。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_cpagentgrp}

コーディネーションポイントのエージェント
のリソースが含まれるサービスグループの
名前。

メモ: fencing_config_cpagent
フィールドに値「0」が指定されている場合
は、このフィールドは今は使われません。
CFG {fencing_cps}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮
想ホスト名。

CFG {fencing_reusedg}

この応答ファイルのフィールドは、カスタマ
イズされたフェンシング（CP サーバーと
コーディネータディスク）のフェンシング設
定に既存の DG 名を再利用するかどうか
を示します。
「1」または「0」のいずれかを入力します。
「1」を入力することは再利用することを示
し、「0」を入力することは再利用しないこと
を示します。
ミックスモードのフェンシング設定に既存
の DG 名を再利用する場合は、サイレン
トインストールを続ける前に、
「$CFG{fencing_reusedg}=0」または
「$CFG{fencing_reusedg}=1」といったテ
キスト行を手動で追加する必要がありま
す。

CFG {fencing_dgname}

カスタマイズされたフェンシングで使われ
る、少なくとも 1 つのディスクが使われる
ディスクグループの名前。

CFG {fencing_disks}

存在する場合は、コーディネーションポイ
ントとして使われるディスク。

CFG {fencing_ncp}

CP サーバーとディスクの両方を含む、使
用するコーディネーションポイントの合計
数。

CFG {fencing_ndisks}

使用するディスクの数。

CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完
全修飾ホスト名。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_cps_ports}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完
全修飾ホスト名が応答準備するポート。

CFG{fencing_option}

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。

■

1 — Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
2 —コーディネータディスクベースの
I/O フェンシング
3—無効化ベースの I/O フェンシング

■

4 —オンラインのフェンシング移行

■

5 —既存のコーディネーションポイント
のキーまたは登録の更新
6 —既存のコーディネーションポイント
の順序の変更
7 —マジョリティベースのフェンシング
（必須）

■

■

■

■

CFG{fencing_auto_refresh_reg}

CP サーバーのいずれかで登録キーが欠
落している場合にこの変数を有効にしま
す。

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサ
ンプル応答ファイル
サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.200.117.145"}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_dgname}="vxfencoorddg";
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_37 emc_clariion0_13) ];
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.200.117.145"}=443;
$CFG{fencing_reusedg}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
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$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファ
イルの変数
表 7-4 に、非 SCSI-3 I/O フェンシングに関連している応答ファイルのフィールドを示し
ます。
p.19 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの Storage Foundation Cluster
File System High Availability 用 I/O フェンシングについて」 を参照してください。
表 7-4

非 SCSI-3 I/O フェンシング用応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

CFG{non_scsi3_fencing}

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するかどうかを定義し
ます。
有効な値は 1 または 0 です。 非 SCSI-3 I/O フェンシン
グを設定する場合は 1 を入力します。

CFG {fencing_config_cpagent}

コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使うかどうかに応じて、「1」または「0」を入力しま
す。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使わない場合は、「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使う場合は、「1」を入力します。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_cpagentgrp}

コーディネーションポイントのエージェントのリソースが含ま
れるサービスグループの名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィールドに値「0」
が指定されている場合は、このフィールドは今は使われま
せん。この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_cps}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_ncp}

使われるコーディネーションポイント（CP サーバーのみ）
の合計数。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_cps_ports}

cps で示される、CP サーバーのポート。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG{fencing_auto_refresh_reg}

CP サーバーのいずれかで登録キーが欠落している場合
にこの変数を有効にします。

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファ
イルの例
非 SCSI-3 I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。

# Configuration Values:
# our %CFG;
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.198.89.251 10.198.89.252 10.198.89.253) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.251"}=[ qw(10.198.89.251) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.252"}=[ qw(10.198.89.252) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.253"}=[ qw(10.198.89.253) ];
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=0;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.251"}=443;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.252"}=443;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.253"}=443;
$CFG{non_scsi3_fencing}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
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$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;

マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 7-5 では、SFCFSHA にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な
情報を指定する応答ファイルの変数を示します。
表 7-5

マジョリティベース I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。

■

1 — Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
2 —コーディネータディスクベースの
I/O フェンシング
3 —無効ベースのフェンシング

■

4 —オンラインのフェンシング移行

■

5 —既存のコーディネーションポイント
のキーまたは登録の更新
6 —既存のコーディネーションポイント
の順序の変更
7 —マジョリティベースのフェンシング

■

■

■

■

（必須）

過半数ベースの I/O フェンシングを設定するための応答
ファイルの例
# Configuration Values:
# our %CFG;
$CFG{fencing_option}=7;
$CFG{config_majority_based_fencing}=1;
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$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=59082;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
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8
データ整合性のための
SFCFSHA クラスタの手動
設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定

■

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

■

仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定

■

マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定
表 8-1 に、I/O フェンシングの設定に含まれるタスクを示します。
表 8-1
タスク

参照

VxVM ディスクとしてのディスクの p.86 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照し
初期化
てください。
コーディネータディスクとして使う p.140 の 「コーディネータディスクとして使うディスクの特定」 を
ディスクの特定
参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディスク p.87 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照し
の確認
てください。
コーディネータディスクグループ
の設定

p.140 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照して
ください。
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タスク

参照

I/O フェンシングの設定ファイルの p.141 の 「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」 を参照して
作成
ください。
I/O フェンシングを使うための
p.142 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
Storage Foundation Cluster File 参照してください。
System High Availability 設定の
修正
コーディネーションポイントを監視 p.155 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するための CoordPoint エージェ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
ントの設定
I/O フェンシング設定の確認

p.144 の 「I/O フェンシング設定の確認」 を参照してください。

コーディネータディスクとして使うディスクの特定
VxVM ディスクとしてディスクを初期化していることを確認してください。
p.86 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
以下の手順を確認してから、コーディネータディスクとして使うディスクを識別してくださ
い。
コーディネータディスクを特定するには

1

各ノードのディスクを一覧表示します。
たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクが一覧表示されます。
# vxdisk -o alldgs list

2

コーディネータディスクとして使う SCSI-3 PR 互換共有ディスクを 3 つ選択します。
p.87 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

コーディネータディスクグループの設定
1 つのノードで、vxfencoorddg という名前のディスクグループを作成します。 このグルー
プには、3 つのディスクまたは LUN を配置する必要があります。 コーディネータディスク
グループのコーディネータ属性も設定する必要があります。 VxVM は、この属性を使っ
て、コーディネータディスクが他のディスクグループに再度割り当てられるのを防止しま
す。
コーディネータディスクグループを通常のディスクグループとして作成する場合は、コー
ディネータ属性を Volume Manager でオンにできます。
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ディスクグループの作成方法について詳しくは、『 Storage Foundation 管理者ガイド』
を参照してください。
次の手順の例では、各ディスクのデバイス名を sdx 、sdy 、sdz とします。
vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

いずれかのノードで、次のようにデバイス名を指定して、ディスクグループを作成しま
す。
# vxdg init vxfencoorddg sdx

2

sdy

sdz

コーディネータディスクグループのコーディネータ属性の値を「on」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

3

コーディネータディスクグループを次のようにデポートします。
# vxdg deport vxfencoorddg

4

ノードが再起動されるときに自動的にインポートされないように、-t オプションを使っ
てディスクグループをインポートします。
# vxdg -t import vxfencoorddg

5

ディスクグループをデポートします。 ディスクグループをデポートすることによって、
コーディネータディスクが他の目的に使われないようにします。
# vxdg deport vxfencoorddg

I/O フェンシングの設定ファイルの作成
コーディネータディスクグループを設定したら、次のタスクを実行して I/O フェンシングを
設定する必要があります。
■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfendg を作成する。

■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新する。
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I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# echo "vxfencoorddg" > /etc/vxfendg

「vxfencoorddg」テキストの引用符の間にはスペースを入れないでください。
このコマンドによって、ファイル /etc/vxfendg が作成されます。このファイルには、
コーディネータディスクグループの名前が記述されています。

2

すべてのクラスタノードで DMP ディスクポリシーの使用を /etc/vxfenmode ファイ
ルに指定します。
■

3

# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode

更新された /etc/vxfenmode 設定を調べるためには、いずれかのノードで次のコマ
ンドを入力します。次に例を示します。
# more /etc/vxfenmode

4

クラスタ内の各ノードで次のファイルを編集し、環境変数 VXFEN_START と
VXFEN_STOP の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/vxfen

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正
コーディネーションポイントの追加と I/O フェンシングの設定が終了したら、VCS 設定ファ
イル /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に UseFence = SCSI3 クラスタ属性を追加し
ます。
この属性を UseFence = None にリセットすると、VCS はサービスグループのフェール
オーバー中に I/O フェンシング機能を使いません。ただし、I/O フェンシングは、それぞ
れ無効にする必要があります。
I/O フェンシングを有効にするために VCS 設定を修正するには

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all
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3

High Availability がクリーンな状態で停止されていることを確認し、gabconfig -a
を実行します。
コマンドの出力で、ポート h がないことを確認します。

4

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中の場合は停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

5

すべてのノードで main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

6

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集します。
クラスタ属性のリストを変更するには、UseFence 属性を追加し、その値に SCSI3
を割り当てます。
cluster clus1(
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

フェンシング設定がディスクベースかサーバーベースかにかかわらず、クラスタレベ
ル属性 UseFence の値は SCSI3 に設定されます。

7

ファイルを保存して閉じます。

8

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

9

I/O フェンシングドライバと VCS を起動します。各ノードで次の手順を実行します。
■

I/O フェンシングドライバを起動します。
この vxfen 起動スクリプトは、vxfenconfig コマンドも呼び出します。このコマン
ドは、/etc/vxfentab に記述されたコーディネーションポイントを起動して使用で
きるように vxfen ドライバを設定します。
# /etc/init.d/vxfen start

■

main.cf が修正されるノードの VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart
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■

最初のノードの VCS が RUNNING 状態に達したら、他のすべてのノードの
VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

I/O フェンシング設定の確認
SCSI-3 ディスクポリシーが /etc/vxfenmode ファイルの設定を反映していることを、
vxfenadm 出力から確認します。
I/O フェンシング設定を確認するには

1

いずれかのノードで次のように入力します。
# vxfenadm -d

フェンシングモードが SCSI3 で、SCSI3 ディスクポリシーが dmp の場合、出力は
次のようになります。
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing
Fencing
Fencing
Cluster

Protocol Version: 201
Mode: SCSI3
SCSI3 Disk Policy: dmp
Members:

* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

2

指定したディスクがディスクベース I/O フェンシングで使われていることを検証しま
す。
# vxfenconfig -l

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定には、次のタスクが含まれます。
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表 8-2

サーバーベースの I/O フェンシングを手動設定するタスク

タスク

参照

CP サーバーを Storage
p.145 の 「CP サーバーを SFCFSHA クラスタ で使用するため
Foundation Cluster File System の手動による準備」 を参照してください。
High Availability クラスタで使用
するための準備
クライアントノードでのクライアント p.147 の 「クライアントノードにおけるクライアントキーと証明書
のキーと証明書の手動による生成 の手動による生成 」 を参照してください。
サーバーベースの I/O フェンシン p.149 の 「SFCFSHA クラスタ上での手動によるサーバーベー
グを設定するための I/O フェンシ スのフェンシングの設定」 を参照してください。
ングの設定ファイルの修正
I/O フェンシングを使うための
p.142 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
Storage Foundation Cluster File 参照してください。
System High Availability 設定の
修正
コーディネーションポイントを監視 p.155 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するためのコーディネーションポ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
イントエージェントの設定
サーバーベースの I/O フェンシン p.157 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証」
グの設定の確認
を参照してください。

CP サーバーを SFCFSHA クラスタ で使用するための手動による準備
CP サーバーを SFCFSHA クラスタ またはクラスタで使用するよう手動で準備するには、
この手順を使います。
表 8-3 には、この手順で使われるサンプル値を示します。
表 8-3

手順のサンプル値

CP サーバーの設定コンポーネント

サンプル名

CP サーバー

cps1

ノード #1 - SFCFSHA クラスタ

sys1

ノード #2 - SFCFSHA クラスタ

sys2

クラスタ名

clus1

クラスタの UUID

{f0735332-1dd1-11b2}
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SFCFSHA クラスタ で使用する CP サーバーを手動で準備するには

1

SFCFSHA クラスタ のクラスタ名と UUID を決定します。
たとえば、SFCFSHA クラスタ のノードの 1 つ（sys1）で次のコマンドを実行します。
# grep cluster /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
cluster clus1
# cat /etc/vx/.uuids/clusuuid
{f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a}

2

cpsadm のコマンドを使って、SFCFSHA クラスタ とノードが CP サーバーにあるか

どうかを調べます。
次に例を示します。
# cpsadm -s cps1.example.com -a list_nodes
ClusName UUID
Hostname(Node ID) Registered
clus1 {f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} sys1(0)
0
clus1 {f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} sys2(1)
0

出力にクラスタとノードが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加し
ます。
cpsadm コマンドについて詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System

High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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3

各 CP サーバーに SFCFSHA クラスタ とノードを追加します。
たとえば、CP サーバー（cps1.example.com）で次のコマンドを実行しクラスタを追
加します。
# cpsadm -s cps1.example.com -a add_clus¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2}
Cluster clus1 added successfully

CP サーバー（cps1.example.com）で次のコマンドを実行し、最初のノードを追加
します。
# cpsadm -s cps1.example.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h sys1 -n0
Node 0 (sys1) successfully added

CP サーバー（cps1.example.com）で次のコマンドを実行し、2 つ目のノードを追加
します。
# cpsadm -s cps1.example.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h sys2 -n1
Node 1 (sys2) successfully added

p.147 の 「クライアントノードにおけるクライアントキーと証明書の手動による生成 」 を参照
してください。

クライアントノードにおけるクライアントキーと証明書の手動による生成
HTTPS を使用して CP サーバーに接続しようとするクライアントノードには専用キーおよ
び CP サーバーの CA （認証局）によって署名された証明書が必要です。
クライアントはその専用キーと証明書を使用して CP サーバーとの接続を確立します。
キーと証明書はノードの事前定義済みの場所にある必要があります。 各クライアントには
1 つのクライアント証明書、および各 CP サーバーごとに 1 つの CA 証明書があります。
そのため証明書ファイルは特定の命名規則に従っている必要があります。 個別の証明
書名は、クライアントノードが特定の CP サーバーに接続するときに cpsadm コマンドが
どの証明書を使う必要があるのかを識別する上で助けになります。
証明書の名前は次のようにします。ca_cps-vip.crt および client _cps-vip.crt
ここで、cps-vip は /etc/vxfenmode ファイルにリストされている CP サーバーの VIP ま
たは FQHN です。 たとえば、サンプル VIP の 192.168.1.201 に対応する証明書名は
ca_192.168.1.201 です。
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クライアントノードで証明書を手動設定するには

1

証明書を格納するディレクトリを作成します。
# mkdir -p /var/VRTSvxfen/security/keys
/var/VRTSvxfen/security/certs

メモ: クライアントノードで openssl ユーティリティが利用できない場合もあるため、
SSH を使って CP サーバーにアクセスしてクライアントキーまたは証明書を CP サー
バーで生成し、各ノードに証明書をコピーすることを推奨します。

2

クライアントノードの専用キーを生成します。
# /usr/bin/openssl genrsa -out client_private.key 2048

3

クラスタのクライアント CSR を生成します。 CN はクライアントのクラスタの UUID で
す。
# /usr/bin/openssl req -new -key -sha256 client_private.key¥
-subj '/C=countryname/L=localityname/OU=COMPANY/CN=CLUS_UUID'¥
-out client_192.168.1.201.csr

ここで、countryname は国番号 、localityname は市、COMPANY は会社名、
CLUS_UUID は証明書の名前です。

4

CA キーと CA 証明書を使ってクライアント証明書を生成します。 CP サーバーから
このコマンドを実行します。
# /usr/bin/openssl x509 -req -days days -sha256 -in
client_192.168.1.201.csr¥
-CA /var/VRTScps/security/certs/ca.crt -CAkey¥
/var/VRTScps/security/keys/ca.key -set_serial 01 -out
client_192.168.10.1.crt

ここで、days は希望する証明書の有効日数、192.168.1.201 は CP サーバーの
VIP または FQHN です。
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5

クライアントキー、クライアント証明書、CA 証明書を各クライアントノードの次の場所
にコピーします。
クライアントキーは /var/VRTSvxfen/security/keys/client_private.key
にコピーします。 クライアントはすべてのクライアントノードで共通なので一度だけし
か生成する必要はありません。
クライアント証明書を
/var/VRTSvxfen/security/certs/client_192.168.1.201.crt にコピーしま

す。
CA 証明書を /var/VRTSvxfen/security/certs/ca_192.168.1.201.crt に
コピーします。
メモ: 証明書とキーをすべてのノードのこの手順で示した場所にコピーします。

6

クライアントノードが FQHN またはホスト名を使用して CP サーバーにアクセスする
必要がある場合は、生成した証明書のコピーを作成し、VIP を FQHN またはホスト
名で置き換えます。 これらの証明書をすべてのノードにコピーするようにしてくださ
い。

7

すべての CP サーバーに対して同じ手順を行います。

8

各クライアントノードにキーと証明書をコピーしたら、CP サーバーのクライアントキー
およびクライアント証明書を削除します。

SFCFSHA クラスタ上での手動によるサーバーベースのフェンシングの
設定
CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うようにクライアントまたはSFCFSHA
クラスタを設定するには、/etc/vxfenmode ファイルを編集する必要があります。
このファイルを編集して、設定に関する次の情報を指定する必要があります。
■

フェンシングモード

■

フェンシング機構

■

フェンシングのディスクポリシー（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

CP サーバー（1 つまたは複数）

■

コーディネータディスクグループ（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

コーディネーションポイントの順序設定
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メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクがコーディネーションポイントとして
使われる場合は常に、ディスクグループ（vxfencoorddg）を作成する必要があります。こ
のディスクグループを /etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。
p.140 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照してください。
カスタマイズされたフェンシングフレームワークによって /etc/vxfentab ファイルも生成
されます。このファイルには、コーディネーションポイント（/etc/vxfenmode ファイルに指
定されているディスクグループ内のすべての CP サーバーとディスク）が含まれています。
SFCFSHA クラスタ上でサーバーベースのフェンシングを手動で設定するには

1

テキストエディタを使って、クラスタの各ノードで次のファイルを編集します。
/etc/sysconfig/vxfen
VXFEN_START および VXFEN_STOP 環境変数の値を 1 に変更する必要があります。

2

テキストエディタを使って、設定の仕様を満たすように /etc/vxfenmode ファイルの
値を編集します。
■

サーバー型のフェンシング設定がその唯一のコーディネーションポイントとして
単一の高可用性 CP サーバーを使う場合は、必ず /etc/vxfenmode ファイル
に single_cp=1 エントリを追加してください。

■

ネットワーク分割のシナリオ中、vxfen モジュールがコーディネーションポイント
を特定の順序で使うようにする場合は、vxfen_honor_cp_order の値を 1 に設
定します。デフォルトではこのパラメータは無効です。

次のファイルの出力例に、/etc/vxfenmode ファイルの内容が示されています。
p.150 の 「サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファイルのサ
ンプル」 を参照してください。

3

/etc/vxfenmode ファイルを編集した後、vxfen init スクリプトを実行してフェンシン

グを開始します。
次に例を示します。
# /etc/init.d/vxfen start

サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファ
イルのサンプル
次は、サーバーベースのフェンシング用 vxfenmode サンプルファイルです。

#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
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#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
# vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
# fencing that should be used.
#
# available options:
# cps
- use a coordination point server with optional script
#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O fencing
# communicates with the coordination disks. This field is
# required only if customized coordinator disks are being used.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
#
scsi3_disk_policy=dmp
#
# vxfen_honor_cp_order determines the order in which vxfen
# should use the coordination points specified in this file.
#
# available options:
# 0 - vxfen uses a sorted list of coordination points specified
# in this file,
# the order in which coordination points are specified does not
matter.
#
(default)
# 1 - vxfen uses the coordination points in the same order they are
#
specified in this file
# Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
# each one in its own line. They can be all-CP servers,
# all-SCSI-3 compliant coordinator disks, or a combination of
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# CP servers and SCSI-3 compliant coordinator disks.
# Please ensure that the CP server coordination points
# are numbered sequentially and in the same order
# on all the cluster nodes.
#
# Coordination Point Server(CPS) is specified as follows:
#
# cps<number>=[<vip/vhn>]:<port>
#
# If a CPS supports multiple virtual IPs or virtual hostnames
# over different subnets, all of the IPs/names can be specified
# in a comma separated list as follows:
#
# cps<number>=[<vip_1/vhn_1>]:<port_1>,[<vip_2/vhn_2>]:<port_2>,
...,[<vip_n/vhn_n>]:<port_n>
#
# Where,
# <number>
# is the serial number of the CPS as a coordination point; must
# start with 1.
# <vip>
# is the virtual IP address of the CPS, must be specified in
# square brackets ("[]").
# <vhn>
# is the virtual hostname of the CPS, must be specified in square
# brackets ("[]").
# <port>
# is the port number bound to a particular <vip/vhn> of the CPS.
# It is optional to specify a <port>. However, if specified, it
# must follow a colon (":") after <vip/vhn>. If not specified, the
# colon (":") must not exist after <vip/vhn>.
#
# For all the <vip/vhn>s which do not have a specified <port>,
# a default port can be specified as follows:
#
# port=<default_port>
#
# Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for
# which a <port> is not specified. In other words, specifying
# <port> with a <vip/vhn> overrides the <default_port> for that
# <vip/vhn>. If the <default_port> is not specified, and there
# are <vip/vhn>s for which <port> is not specified, then port
# number 14250 will be used for such <vip/vhn>s.
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Example of specifying CP Servers to be used as coordination points:
port=57777
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,[cps1.company.com]
cps2=[192.168.0.25]
cps3=[cps2.company.com]:59999
In the above example,
- port 58888 will be used for vip [192.168.0.24]
- port 59999 will be used for vhn [cps2.company.com], and
- default port 57777 will be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
- if default port 57777 were not specified, port 14250
would be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
vxfendg=<coordinator disk group name>
Example:
vxfendg=vxfencoorddg
Examples of different configurations:
1. All CP server coordination points
cps1=
cps2=
cps3=
2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
coordinator disks
cps1=
vxfendg=
Note: The disk group specified in this case should have two disks
3. All SCSI-3 coordinator disks
vxfendg=
Note: The disk group specified in case should have three disks
cps1=[cps1.company.com]
cps2=[cps2.company.com]
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# cps3=[cps3.company.com]
# port=443

表 8-4 には、編集する必要のある vxfenmode パラメータが定義されています。
表 8-4

vxfenmode ファイルのパラメータ

vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
vxfen_mode

フェンシングの動作モード。このパラメータは、「customized」に設
定する必要があります。

vxfen_mechanism

フェンシング機構. このパラメータは、フェンシングに使われる機構
を定義します。3 つのコーディネーションポイントのいずれかが CP
サーバーである場合は、このパラメータを「cps」に設定する必要が
あります。

scsi3_disk_policy

DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定する場合、
「dmp」にします。

メモ: 設定されたディスクポリシーはすべてのノードに適用されま
す。
cps1、cps2、vxfendg

コーディネーションポイントのパラメータ。
CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは FQHN（アクセス可能など
ちらか）を入力します。
cps<number>=[virtual_ip_address/virtual_host_name]:port
ここで port はオプションです。ポートのデフォルト値は 443 です。
異なるサブネットに複数の仮想 IP アドレスまたはホスト名を設定し
た場合は、カンマで区切られた値で指定できます。次に例を示しま
す。
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,
[cps1.company.com]

メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクが使われる場
合は常に、ディスクグループ（vxfencoorddg）を作成し、それを
/etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。さらに、カス
タマイズされたフェンシングフレームワークによって、/etc/vxfentab
ファイルが生成されます。このファイルは、セキュリティの設定とコー
ディネーションポイント（/etc/vxfenmode ファイルに指定されている
ディスクグループ内のすべての CP サーバーとディスク）を指定し
ます。
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vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
port

CP サーバーがリスニングするデフォルトのポート。
それぞれの仮想 IP アドレスまたはホスト名にポート番号を指定しな
かった場合は、CP サーバーがそれぞれの仮想 IP アドレスまたは
ホスト名に使用するデフォルトのポート番号は 443 です。 このデ
フォルトのポート値はポートパラメータを使用して変更できます。

single_cp

single_cp パラメータの値 1 は、サーバー型のフェンシングが単一
の高可用性 CP サーバーをその唯一のコーディネーションポイント
として使うことを示します。
single_cp パラメータの値 0 は、サーバー型のフェンシングが少な
くとも 3 つのコーディネーションポイントを使うことを示します。

vxfen_honor_cp_order

値を 1 に設定すると、ネットワーク分割のシナリオ中、vxfen モジュー
ルはコーディネーションポイントを特定の順序で使います。
デフォルトではこのパラメータは無効です。デフォルト値は 0 です。

コーディネーションポイントを監視するための CoordPoint エージェント
の設定
次の手順は、コーディネーションポイントを監視するために CoordPoint エージェントを手
動で設定する方法を記述します。
CoordPoint エージェントは CP サーバーと SCSI-3 ディスクを監視できます。
エージェントについて詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System High
Availability 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。
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コーディネーションポイントを監視するために CoordPoint エージェントを設定するには

1

SFCFSHA クラスタが適切にインストールおよび設定されており、フェンシングが有
効になっていることを確認します。

2

次のコマンドを使って、パラレルサービスグループ vxfen を作成し、coordpoint リ
ソースを vxfen サービスグループに追加します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

3

haconf -makerw
hagrp -add vxfen
hagrp -modify vxfen SystemList sys1 0 sys2 1
hagrp -modify vxfen AutoFailOver 0
hagrp -modify vxfen Parallel 1
hagrp -modify vxfen SourceFile "./main.cf"
hares -add coordpoint CoordPoint vxfen
hares -modify coordpoint FaultTolerance 0
hares -override coordpoint LevelTwoMonitorFreq
hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq 5
hares -modify coordpoint Enabled 1
haconf -dump -makero

vxfen ディスクグループに Phantom リソースを設定します。

#
#
#
#

haconf -makerw
hares -add RES_phantom_vxfen Phantom vxfen
hares -modify RES_phantom_vxfen Enabled 1
haconf -dump -makero
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4

hares コマンドを使って、SFCFSHA クラスタ 上のエージェントの状態を確認しま

す。 次に例を示します。
# hares -state coordpoint

コマンドと出力の例を次に示します。
# hares -state coordpoint
# Resource
coordpoint
coordpoint

5

Attribute
State
State

System
Value
sys1
ONLINE
sys2
ONLINE

エージェントログを表示するために、エンジンログにアクセスします。 エージェントロ
グはエンジンログに書き込まれます。
エージェントログには、CoordPoint エージェントの詳しい監視情報（CoordPoint
エージェントがすべてのコーディネーションポイントにアクセスできているかどうか、ど
のコーディネーションポイントで、CoordPoint エージェントがキーが見つからないこ
とを報告しているのかを確認するための情報など）が含まれています。
エンジンログのデバッグログを表示するには、次のコマンドを使って、そのノードの
dbg レベルを変更します。
# haconf -makerw
# hatype -modify Coordpoint LogDbg 10
# haconf -dump -makero

これで、次の場所でエージェントログを表示できます。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
メモ: I/O フェンシングが過半数または無効モードに設定されている場合、Coordpoint
エージェントは常にオンライン状態です。 これらの両方のモードで、I/O フェンシン
グには監視するコーディネーションポイントがありません。 従って、Coordpoint エー
ジェントは常にオンライン状態にあります。

サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証
以下に説明する手順に従って、サーバーベースの I/O フェンシングの設定を検証しま
す。
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サーバーベースの I/O フェンシングの設定を検証するには

1

vxfenadm コマンドを実行して、I/O フェンシングの設定が成功したことを検証しま

す。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -d

メモ: サーバーベースの I/O フェンシングの設定の問題を解決するには、『Storage
Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参照してくださ
い。

2

vxfenconfig コマンドを実行して、I/O フェンシングが指定のコーディネーションポ

イントを使っていることを検証します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

出力に single_cp=1 が表示されている場合、アプリケーションクラスタで CP サー
バーがサーバーベースフェンシングの単一コーディネーションポイントとして使われ
ていることを示しています。

仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定
非 SCSI 3 PR 対応設定で I/O フェンシングを手動で設定するには

1

I/O フェンシングをコーディネーションポイントを使用しないマジョリティ型フェンシン
グモードまたはCP サーバーのみをコーディネーションポイントとして使用するサー
バー型フェンシングモードのいずれかに設定します。
p.144 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.164 の 「マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定 」 を参照してください。

2

Storage Foundation Cluster File System High Availability クラスタがオンライン
になっていることを確認し、フェンシングモードがカスタマイズモードまたはマジョリ
ティモードになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

3

クラスタ属性 UseFence が SCSI-3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence

4

各ノードで、次のように /etc/vxenviron ファイルを編集します。
data_disk_fencing=off
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5

各ノードで、次のように /etc/sysconfig/vxfen ファイルを編集します。
vxfen_vxfnd_tmt=25

6

各ノードで、次のように /etc/vxfenmode ファイルを編集します。
loser_exit_delay=55
vxfen_script_timeout=25

/etc/vxfenmode ファイルの例を参照してください。

7

各ノードで、LLT sendhbcap タイマーパラメータ値を次のように設定します。
■

次のコマンドを実行します。
lltconfig -T sendhbcap:3000

■

変更が再ブート後も永続的であるように、/etc/llttab ファイルに次の行を追加しま
す。
set-timer senhbcap:3000

8

任意ノードで、次のように VCS 設定ファイルを編集します。
■

VCS 設定ファイルを書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

DiskGroup タイプのリソースごとに、MonitorReservation 属性の値を 0 に、
Reservation 属性の値を NONE に設定します。
# hares -modify <dg_resource> MonitorReservation 0
# hares -modify <dg_resource> Reservation "NONE"

■

次のコマンドを実行して値を確認します。
# hares -list Type=DiskGroup MonitorReservation!=0
# hares -list Type=DiskGroup Reservation!="NONE"

リソースが出力されないはずです。
■

タイプレベルで Reservation 属性のデフォルト値を修正します。
# haattr -default DiskGroup Reservation "NONE"

■

VCS 設定ファイルを読み取り専用にします。
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# haconf -dump -makero

9

VCS 設定ファイル main.cf の UseFence 属性が SCSI-3 に設定されていることを
確認します。

10 これらの VxFEN の変更を有効にするため、VxFEN と依存モジュールを停止して
から再起動します。
■

各ノードで、次のコマンドを実行して VCS を停止します。
# /etc/init.d/vcs stop

■

すべてのサービスがオフラインになった後に、次のコマンドを実行して VxFEN
を停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

■

各ノードで、次のコマンドを実行して VxFEN と VCS を起動します。
# /etc/init.d/vxfen start
# /etc/init.d/vcs start

非 SCSI-3 フェンシングのサンプル /etc/vxfenmode ファイル
#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
# vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
# fencing that should be used.
#
# available options:
# cps
- use a coordination point server with optional script
#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
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#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O fencing
# communicates with the coordination disks. This field is
# required only if customized coordinator disks are being used.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
#
scsi3_disk_policy=dmp
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Seconds for which the winning sub cluster waits to allow for the
losing subcluster to panic & drain I/Os. Useful in the absence of
SCSI3 based data disk fencing loser_exit_delay=55
Seconds for which vxfend process wait for a customized fencing
script to complete. Only used with vxfen_mode=customized
vxfen_script_timeout=25

vxfen_honor_cp_order determines the order in which vxfen
should use the coordination points specified in this file.
available options:
0 - vxfen uses a sorted list of coordination points specified
in this file, the order in which coordination points are specified
does not matter.
(default)
1 - vxfen uses the coordination points in the same order they are
specified in this file

# Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

each one in its own line. They can be all-CP servers, all-SCSI-3
compliant coordinator disks, or a combination of CP servers and
SCSI-3 compliant coordinator disks.
Please ensure that the CP server coordination points are
numbered sequentially and in the same order on all the cluster
nodes.
Coordination Point Server(CPS) is specified as follows:
cps<number>=[<vip/vhn>]:<port>
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#
# If a CPS supports multiple virtual IPs or virtual hostnames
# over different subnets, all of the IPs/names can be specified
# in a comma separated list as follows:
#
# cps<number>=[<vip_1/vhn_1>]:<port_1>,[<vip_2/vhn_2>]:<port_2>,
# ...,[<vip_n/vhn_n>]:<port_n>
#
# Where,
# <number>
# is the serial number of the CPS as a coordination point; must
# start with 1.
# <vip>
# is the virtual IP address of the CPS, must be specified in
# square brackets ("[]").
# <vhn>
# is the virtual hostname of the CPS, must be specified in square
# brackets ("[]").
# <port>
# is the port number bound to a particular <vip/vhn> of the CPS.
# It is optional to specify a <port>. However, if specified, it
# must follow a colon (":") after <vip/vhn>. If not specified, the
# colon (":") must not exist after <vip/vhn>.
#
# For all the <vip/vhn>s which do not have a specified <port>,
# a default port can be specified as follows:
#
# port=<default_port>
#
# Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for which
a
# <port> is not specified. In other words, specifying <port> with
a
# <vip/vhn> overrides the <default_port> for that <vip/vhn>.
# If the <default_port> is not specified, and there are <vip/vhn>s
for
# which <port> is not specified, then port number 14250 will be used
# for such <vip/vhn>s.
#
# Example of specifying CP Servers to be used as coordination points:
# port=57777
# cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,[cps1.company.com]
# cps2=[192.168.0.25]
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

cps3=[cps2.company.com]:59999
In the above example,
- port 58888 will be used for vip [192.168.0.24]
- port 59999 will be used for vhn [cps2.company.com], and
- default port 57777 will be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
- if default port 57777 were not specified, port 14250 would be
used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
vxfendg=<coordinator disk group name>
Example:
vxfendg=vxfencoorddg
Examples of different configurations:
1. All CP server coordination points
cps1=
cps2=
cps3=
2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
coordinator disks
cps1=
vxfendg=
Note: The disk group specified in this case should have two disks
3. All SCSI-3 coordinator disks
vxfendg=
Note: The disk group specified in case should have three disks
cps1=[cps1.company.com]
cps2=[cps2.company.com]
cps3=[cps3.company.com]
port=443
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マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定
表 8-5

に、I/O フェンシングの設定に含まれるタスクを示します。

タスク

参照

I/O フェンシングの設定ファイルの作成

「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修
正」
I/O フェンシング設定の確認

「I/O フェンシング設定の確認」

I/O フェンシングの設定ファイルの作成
I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

すべてのクラスタノードで、次のコマンドを実行します。
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_majority /etc/vxfenmode

2

更新された /etc/vxfenmode 設定を調べるためには、いずれかのノードで次のコマ
ンドを入力します。
# cat /etc/vxfenmode

3

クラスタ内の各ノードで次のファイルを編集し、環境変数 VXFEN_START と
VXFEN_STOP の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/vxfen

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正
I/O フェンシングの設定が終了したら、VCS 設定ファイル
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に UseFence = SCSI3 クラスタ属性を追加します。
この属性を UseFence = None にリセットすると、VCS はサービスグループのフェール
オーバー中に I/O フェンシング機能を使いません。ただし、I/O フェンシングは、それぞ
れ無効にする必要があります。
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I/O フェンシングを有効にするために VCS 設定を修正するには

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

3

High Availability がクリーンな状態で停止されていることを確認し、gabconfig -a
を実行します。
コマンドの出力で、ポート h がないことを確認します。

4

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中の場合は停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

5

すべてのノードで main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

6

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集します。
クラスタ属性のリストを変更するには、UseFence 属性を追加し、その値に SCSI3
を割り当てます。
cluster clus1(
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

無効モードを除く任意のモードのフェンシング設定で、クラスタレベル属性 UseFence
の値は SCSI3 に設定されています。

7

ファイルを保存して閉じます。

8

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config
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9

rcp または他のユーティリティを使って、VCS 設定ファイルを sys1 などのノードから
残りのクラスタノードにコピーします。
たとえば、残りの各ノードで、次のように入力します。
# rcp sys1:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config

10 I/O フェンシングドライバと VCS を起動します。各ノードで次の手順を実行します。
■

I/O フェンシングドライバを起動します。
vxfen 起動スクリプトを実行すると、vxfen ドライバを設定する vxfenconfig コ
マンドも起動されます。
# /etc/init.d/vxfen start

■

main.cf が修正されるノードの VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

■

最初のノードの VCS が RUNNING 状態に達したら、他のすべてのノードの
VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

I/O フェンシング設定の確認
フェンシングモードが /etc/vxfenmode ファイルの設定を反映していることを、vxfenadm
出力から確認します。
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I/O フェンシング設定を確認するには
◆

いずれかのノードで次のように入力します。
# vxfenadm -d

フェンシングモードがマジョリティの場合は、次のような出力が表示されます。

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: MAJORITY
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node
0 in state
node
1 in state

8 (running)
8 (running)
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SFCFSHA のアップグレード

■

第9章 SFCFSHA のアップグレード計画

■

第10章 インストーラを使った SFCFSHA の完全アップグレードの実行

■

第11章 SFCFSHA のローリングアップグレードの実行

■

第12章 SFCFSHA の段階的アップグレードの実行

■

第13章 応答ファイルを使用した SFCFSHA 自動アップグレードの実行

■

第14章 Volume Replicator のアップグレード

■

第15章 VirtualStore のアップグレード

■

第16章 アップグレード後のタスクの実行

9
SFCFSHA のアップグレー
ド計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

アップグレードについて

■

サポートされているアップグレードパス

■

Oracle リソースを使って設定されたシステムで SFCFSHA を 7.2 にアップグレード
する場合の注意事項

■

SFCFSHA のアップグレードの準備

■

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メンテナンス、ローリングパッチ）と
個々のパッチの同時インストールまたは同時アップグレード

アップグレードについて
このリリースでは 6.0.1 以降バージョンからのアップグレードをサポートします。 既存のイ
ンストールが 6.0.1 より前のバージョンである場合、まずバージョン 6.0 にアップグレード
してから、このマニュアルで既に説明した手順に従って製品をアップグレードする必要が
あります。
インストーラは、次のタイプのアップグレードをサポートします。
■

完全アップグレード

■

応答ファイルを使った自動アップグレード

表 9-1 では、アップグレード後の製品のマッピングが記述されています。

第 9 章 SFCFSHA のアップグレード計画
アップグレードについて

表 9-1

アップグレード後の Veritas InfoScale 製品のマッピング

製品（6.2.x 以前）

製品 (7.0 以降)

コンポーネント (7.0 以降)

SFCFSHA(および High
Availability)

Veritas InfoScale Enterprise

SFCFSHA

SVS

Veritas InfoScale Enterprise

SFCFSHA

メモ: 7.0 以降では、既存の Veritas InfoScale 製品は同じ製品の新しいバージョンに
アップグレードします。たとえば、Veritas InfoScale Enterprise 7.1 はアップグレードして
Veritas InfoScale Enterprise 7.2 になります。
アップグレード中に、インストールプログラムにより次のタスクが実行されます。
1.

アップグレード前に製品を停止します。

2.

インストールされたパッケージをアップグレードし、追加のパッケージをインストール
します。
現在のインストールで恒久ライセンスキーを使用している場合は、ライセンスを 7.2
に更新することを促すメッセージが表示されます。更新を選択しない場合は引き続
き古いライセンスを使用できますが、製品の機能が古いライセンスの対応コンポーネ
ントに制限されます。たとえば、既存の SFCFSHA のインストールの恒久ライセンス
を更新しないことを選択した場合は、アップグレード後にインストーラによって
SFCFSHA コンポーネントが有効になります。 Veritas InfoScale Enterprise 製品
の他のコンポーネントの機能は利用できなくなります。 インストールでキーレスライセ
ンスが使用される場合、インストーラで全機能を備えた新製品に対する新しいキー
が登録されます。

3.

既存の設定をリストアします。
たとえば、設定に SFCFSHA のインストールが含まれる場合、インストーラで設定が
SFCFSHA にアップグレードされ、復元されます。 設定に複数のコンポーネントが
含まれる場合、インストーラでコンポーネントの設定がアップグレードされ、復元され
ます。

4.

設定されたコンポーネントを開始します。

メモ: ルートディスクがカプセル化されている場合、ルートディスクをカプセル解除する必
要はありません。 アップグレード後にシステムを再ブートします。
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サポートされているアップグレードパス
サポートされないオペレーティングシステムバージョンをお使いの場合、まずサポートされ
るバージョンのオペレーティングシステムにアップグレードします。 また、オペレーティン
グシステムのメジャーバージョン間のアップグレードはサポートされません。たとえば、
RHEL 6 から RHEL 7 へのアップグレードなどです。 オペレーティングシステムのメジャー
バージョン間の移行を計画している場合は、製品を再インストールする必要があります。
サポートされているオペレーティングシステムバージョンについては、『Veritas InfoScale
リリースノート』を参照してください。
表 9-2 に、RHEL または Oracle Linux 上でサポートされるアップグレードパスの一覧を
示します。
表 9-2

RHEL および Oracle Linux のサポート対象のアップグレードパス

アップグ
レード元の
製品バー
ジョン

現在の OS
バージョン

6.0.1

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
1、2、3
6、7、8
Oracle Linux 6
Update 1、2、3

アップグレード先 製品バージョン
の OS バージョン に

コンポーネントに

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

RHEL 7 Update
1、2
Oracle Linux 6
Update 6、7、8
Oracle Linux 7
Update 1、2

6.0.2

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
1、2
6、7、8
Oracle Linux 6
Update 1、2

RHEL 7 Update
1、2
Oracle Linux 6
Update 6、7、8
Oracle Linux 7
Update 1、2

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2
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アップグ
レード元の
製品バー
ジョン

現在の OS
バージョン

アップグレード先 製品バージョン
の OS バージョン に

6.0.3

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
1、2、3、4、5
6、7、8

コンポーネントに

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

Oracle Linux 6 RHEL 7 Update
Update 1、2、3、 1、2
4、5
Oracle Linux 6
Update 6、7、8
Oracle Linux 7
Update 1、2
6.0.5

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
1、2、3、4、5、6, 6、7、8
7,8
RHEL 7 Update
Oracle Linux 6 1、2
Update 1、2、3、
Oracle Linux 6
4、5、6、7、8
Update 6、7、8

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

Oracle Linux 7
Update 1、2
6.1

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
3、4、5、6
6、7、8
Oracle Linux 6
Update 3、4、5

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

RHEL 7 Update
1、2
Oracle Linux 6
Update 6、7、8
Oracle Linux 7
Update 1、2

6.1.1

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
3、4、5、6、7
6、7、8
Oracle Linux 6
Update 3、4、5

RHEL 7 Update
1、2
Oracle Linux 6
Update 6、7、8
Oracle Linux 7
Update 1、2

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2
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アップグ
レード元の
製品バー
ジョン

現在の OS
バージョン

アップグレード先 製品バージョン
の OS バージョン に

6.2

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
3、4、5、6
6、7、8
Oracle Linux 6
Update 3、4、5

RHEL 7 Update
1、2

RHEL 7

Oracle Linux 6
Update 6、7、8

Oracle Linux 7

コンポーネントに

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

Oracle Linux 7
Update 1、2
6.2.1

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
4、5、6、7
6、7、8
Oracle Linux 6
Update 4、5、6

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

RHEL 7 Update
1、2
Oracle Linux 6
Update 6、78
Oracle Linux 7
Update 1、2

6.2.1

RHEL 7、
Update 1

RHEL 6 Update
6、7、8

Oracle Linux 7
、Update 1

RHEL 7 Update
1、2

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

Oracle Linux 6
Update 6、7、8
Oracle Linux 7
Update 1、2
7.0、7.0.1

RHEL6 Update RHEL6 Update 4、 Veritas InfoScale SFCFSHA
4、5、6、7
5、6、7
Enterprise 7.2
RHEL 7、RHEL RHEL 7、RHEL 7
7 Update 1
Update 1、2
Oracle Linux 6 Oracle Linux 6
Update 4、5、6、 Update 4、5、6、7
7
Oracle Linux 7、
Oracle Linux 7、 Oracle Linux 7
Oracle Linux 7 Update 1、2
Update 1
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アップグ
レード元の
製品バー
ジョン

現在の OS
バージョン

7.1

RHEL 6 Update RHEL 6 Update
4、5、6、7、8
4、5、6、7、8
RHEL 7 GA
Update 1、2

アップグレード先 製品バージョン
の OS バージョン に

コンポーネントに

Veritas InfoScale SFCFSHA
Enterprise 7.2

RHEL 7 GA
Update 1、2

Oracle Linux 6 Oracle Linux 6
Update 4、5、6、 Update 6、7、8
7、8
Oracle Linux 7
Update 1、2

表 9-3 は、SLES のアップグレードでサポートされるアップグレードパスの一覧を示して
います。
表 9-3

SLES でのサポートされるアップグレードパス

アップグレー 現在の OS
ド元の製品 バージョン
バージョン

アップグレード先 製品バージョンに コンポーネントに
の OS バージョン

6.0.1、6.0.2、 SLES 11 SP1
6.0.3
SLES 11 SP2

SLES11 SP3、
SP4

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

6.0.4

SLES11 SP3、
SP4

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

SLES11 SP3、
SP4

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

SLES11 SP3、
SP4

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

SLES 11 SP2、 SLES11 SP3、
SP3、SP4
SP4

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

SLES 11 SP2
SLES 11 SP3

6.0.5

SLES 11 SP1
SLES 11 SP2
SLES 11 SP3
SLES 11 SP4

6.1、6.2

SLES 11 SP2
SLES 11 SP3

6.1.1
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アップグレー 現在の OS
ド元の製品 バージョン
バージョン
6.2.1

アップグレード先 製品バージョンに コンポーネントに
の OS バージョン

SLES 11 SP2、 SLES11 SP3、
SP3、SP4
SP4

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

SLES 12 SP0、 SLES 12
SP1
SLES 12 SP1
7.0

SLES11 SP3、
SLES12

SLES11 SP3、
SLES12 SP0、
SP1

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

7.0.1

SLES11 SP3、
SP4

SLES11 SP3、
SP4

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

Veritas InfoScale
Enterprise 7.2

SFCFSHA

SLES 12 SP0、 SLES 12 SP0、
SP1
SP1
7.1

SLES11 SP3、
SP4

SLES11 SP3、
SP4

SLES 12 SP0、 SLES 12 SP0、
SP1
SP1

Oracle リソースを使って設定されたシステムで
SFCFSHA を 7.2 にアップグレードする場合の注意事
項
Oracle リソースを使って設定されたシステムで SFCFSHA のアップグレードを計画して
いる場合は、アップグレードを開始する前に、MonitorOption 属性をゼロ（0）に設定し
ます。
Oracle の診断の有効化について詳しくは、『 Cluster Server Agent for Oracle インス
トール/設定ガイド』を参照してください。

SFCFSHA のアップグレードの準備
アップグレードする前に、システムとストレージを準備する必要があります。 次の手順を確
認してから、適切なタスクを実行してください。
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アップグレードの準備
アップグレードを実行する前に次のタスクを完了してください。
■

システムのアップグレードに関する最新情報については、『Veritas InfoScale 7.2 リ
リースノート』を確認してください。

■

詳しいことは、ベリタステクニカルサポート Web サイトで確認してください。
https://www.veritas.com/support/en_US.html

■

アップグレードを実行する管理者は、root アクセス権限を持ち、オペレーティングシス
テムの管理について十分に理解している必要があります。

■

すべてのユーザーがログアウトしていて、すべての主要なユーザーアプリケーション
が適切に停止されていることを確認します。

■

アップグレードするシステムに有効なバックアップがあることを確認します。
p.177 の 「バックアップの作成」 を参照してください。

■

アップグレードするために十分なファイルシステム領域があることを確認します。 RPM
をコピーする場所を特定します。たとえば、ルートファイルシステムに十分な領域があ
る場合は /packages/Veritas、/var ファイルシステムに十分な領域がある場合は
/var/tmp/packages にします。
/tmp にはファイルを置かないでください。システムの再起動時に削除されます。

また、アップグレードスクリプトを実行するまでアクセスできないファイルシステムには、
ファイルを保存しないでください。
アップグレードスクリプトへの変更が必要なければ、ベリタスから提供されたディスクを
使ってアップグレードすることもできます。
/usr/local が最初にスライスとして作成されていた場合は、変更が必要です。
■

/etc/init.d/ 内の起動スクリプトを編集し、ファイルシステムが存在しないと異常終

了することがわかっているアプリケーションのコマンドまたはプロセスをコメントアウトし
ます。
■

現在のオペレーティングシステムが製品のバージョン 7.2 をサポートすることを確認
してください。 オペレーティングシステムがこの製品をサポートしない場合は、段階的
アップグレードを計画してください。

■

アップグレードと、Veritas InfoScale 製品を使うアプリケーションのために、十分な停
止時間とダウンタイムをスケジュール設定します。 設定によっては、停止が数時間に
なる場合があります。

■

rootdg 内にスワップパーティションがない場合は、/etc/fstab からコメントアウトす

る必要があります。 可能ならば、ルートディスク上にある以外のスワップパーティショ
ンは、/etc/fstab からコメントアウトされ、アップグレード中にマウントされないように
する必要があります。 rootdg 内にアクティブなスワップパーティションがない場合は、
upgrade_start は失敗します。
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■

アップグレード前にファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認しま
す。

■

アレイをアップグレードします（必要な場合）。
p.184 の 「アレイサポートのアップグレード」 を参照してください。

■

情報をミラー化ディスクに確実に保存するために、システムをシャットダウンし、ミラー
化ディスクを物理的に削除します。 ディスクを物理的に削除することで、フェールバッ
クポイントがわかります。

■

ルートディスクがカプセル化されているかどうかを確認します。
p.178 の 「ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認」 を参照してくださ
い。

■

ネーティブスタックの DMP サポートが無効になっていることを確認します
（dmp_native_support=off）。 ネーティブスタックの DMP サポートが有効になって
いると（dmp_native_support=on）、インストーラによりそのことが検出され、システム
を再起動するように求められることがあります。

■

CP サーバーベースのフェンシングを使うアプリケーションクラスタをバージョン 6.1 以
降にアップグレードする場合は、まず CP サーバーシステムで VCS または SFHA を
バージョン 6.1 以降にアップグレードすることを確認してください。7.0.1 以降から、
CP サーバーではクライアントとの HTTPS ベースの通信のみがサポートされ、IPM
ベースの通信はサポートされていません。IPM ベースの CP サーバーが設定されて
いる CP サーバーをアップグレードする場合、CP サーバーを再設定する必要があり
ます。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
関連する設定およびアップグレードガイドを参照してください。

■

新規 SFCFSHA スタックをインストールまたは、RHEL 6.7 のシステムで製品スタック
をアップグレードすると、カーネルインターフェースと互換性がないため CVM がオン
ラインにならず、一部のカーネルモジュールが起動に失敗する可能性があります。
詳しくは、https://www.veritas.com/support/ja_JP/article.000025669を参照してく
ださい。

バックアップの作成
アップグレードの前に、関連するシステム情報を保存します。
バックアップを作成するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

アップグレードする前に、保存する必要のあるすべてのデータのバックアップが作成
されていることを確認します。

3

/boot/grub/menu.lst、/etc/grub.conf や /etc/lilo.conf、/etc/fstab

などのファイルの情報をバックアップします。
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4

インストーラは VxVM プライベートリージョンの設定ファイルの最近のバックアップが
/etc/vx/cbr/bk に保存されていることを検証します。
保存されていない場合は、警告メッセージが表示されます。
警告: /etc/vx/cbr/bk ディレクトリをバックアップします。

5

fstab ファイルを fstab.orig にコピーします。
# cp /etc/fstab /etc/fstab.orig

6

vxlicrep、vxdisk list、vxprint -ht コマンドを実行し、出力を記録します。 こ

の情報を使って、アップグレード後にシステムを再設定します。

7

Veritas InfoScale Enterprise 7.2 ソフトウェアをインストールする場合、インストール
手順で VCS 設定保持の詳細について、『Cluster Server 設定およびアップグレー
ドガイド』に記載されているガイドラインに従ってください。

8

外部の quotas ファイルと quotas.grp ファイルをバックアップします。
6.0.3 からアップグレードする場合は、quotas.grp.64 ファイルと quotas.64 ファ
イルもバックアップする必要があります。

9

クォータがすべてのマウントされているファイルシステムでオフになっていることを確
認します。

ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認
次のコマンドを実行して、システムのルートディスクが VxVM の制御下にあるかどうかを
確認します。
# df -v /
/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol がルート（/）ファイルシステムとしてマウントされている

と表示された場合、ルートディスクは VxVM の制御下にあります。
ルートディスクがカプセル化されている場合は、該当するアップグレード手順に従ってく
ださい。

Volume Replicator のアップグレード前の計画
Volume Replicator（VVR）をインストールまたはアップグレードする前に:
■

システムに VVR をインストールするための十分な空きディスク領域があることを確認
します。
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■

root 権限があることを確認します。 インストールとアップグレード手順を実行するには
root 権限が必要です。

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合は、アップグレードする前に、
ディスクグループバージョンを少なくとも 110 にしておくことをお勧めします。
次のコマンドを使ってディスクグループバージョンを確認できます。
# vxdg list diskgroup

■

VVR を使ったレプリケーションを設定している場合は、SRL ボリュームのサイズが
110 MB よりも大きいことを確認します。
『Veritas InfoScale™ Replication 管理者ガイド』を参照してください。

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合は、すべてのホストで、すべて
のプライマリ RLINK が最新であることを確認します。
# /usr/sbin/vxrlink -g diskgroup status rlink_name

メモ: プライマリ RLINK が最新になるまで処理を続行しないでください。

■

VCS で VVR レプリケーションを管理している場合は、VVR と VCS エージェントを
アップグレードするための準備手順に従います。

詳しくは、『Veritas InfoScale™ レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
詳しくはマニュアルの『スタートガイド』を参照してください。

以前の VVR バージョンからのアップグレードの計画
VVR を以前の VVR バージョンからアップグレードする場合、ホストを個別の時間にアッ
プグレードすることによって、アプリケーション停止時間を減らして、VVR をアップグレー
ドできます。 プライマリがアップグレードされる間、アプリケーションはセカンダリに移行さ
れるので、ダウンタイムを削減できます。 プライマリをアップグレードすると、VVR のバー
ジョンがセカンダリと異なるものになりますが、それでも複製は可能です。 この機能によ
り、両方のサイト上で VVR アップグレードが完了しなくても、高可用性を保つことができ
ます。 セカンダリホストは、RDS（Replicated Data Set）のプライマリホストより前にアップ
グレードすることをお勧めします。
Storage Foundation バージョンを渡ってレプリケートするための VVR サポートに関する
情報が記載されている『Veritas InfoScale™ リリースノート』を参照してください。
異なるバージョン間でレプリケートするのは、プライマリとセカンダリを同時にアップグレー
ドすることの制限を取り除くためです。 VVR は、アップグレードするシステムで RVG
（Replicated Volume Group）のある既存の RDS をレプリケートし続けることができます。
プライマリとセカンダリが異なるバージョンであるとき、VVR は vradmin コマンドでの設定
の変更、または新しい RDS の作成をサポートしません。
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TCP をネットワークプロトコルとして指定する場合は、プライマリおよびセカンダリの VVR
バージョンによって、チェックサムが計算されるかどうかが決まります。 表 9-4 に示すよう
に、プライマリまたはセカンダリで 7.2 以前のバージョンの VVR が動作していて、TCP
プロトコルを使う場合は、レプリケートするデータパケットごとにチェックサムが計算されま
す。 プライマリとセカンダリで VVR 7.2 が動作している場合は、チェックサムは計算され
ません。 代わりに TCP チェックサム機構が使われます。
表 9-4

VVR バージョンとチェックサム計算

7.2 以前の VVR

VVR 7.2

（DG バージョン <= 140）

（DG バージョン >= 150）

プライマリ

セカンダリ

はい

セカンダリ

プライマリ

はい

プライマリとセカンダリ

VVR がチェックサム TCP
接続を計算するかどうか

はい
プライマリとセカンダリ

いいえ

メモ: VVR の異なるバージョン間で複製する場合、新しい機能に関連するコマンドを使
用しないでください。 前のバージョンは新しい機能をサポートしない場合があり、問題が
起きる可能性があります。
RDS のすべてのホストを同時にアップグレードする必要がないのであれば、1 台のホス
トをアップグレードした後、バージョン間の複製を使用できます。 その後、都合のよい時
点で、RDS の他のホストをアップグレードできます。
メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

接続プロトコルとして IPv6 を使うための VVR の計画とアップグレード
SFCFSHA は IPv6 を接続プロトコルとして使うことをサポートします。
このリリースでは、VVR の次の設定をサポートしています。
■

インターネットプロトコルとして IPv4 を使った IPv4 専用ノード間のレプリケーションを
引き続きサポートする

■

インターネットプロトコルとして IPv4 を使った IPv4 専用ノードと IPv4/IPv6 デュアル
スタックノード間のレプリケーションをサポートする

■

インターネットプロトコルとして IPv6 を使った IPv6 専用ノードと IPv4/IPv6 デュアル
スタックノード間のレプリケーションをサポートする

■

IPv6 専用ノード間のレプリケーションをサポートする
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■

IPv4/IPv6 デュアルスタックノードから、1 つ以上の IPv6 専用ノードおよび 1 つ以上
の IPv4 専用ノードへのレプリケーションをサポートする

■

ディスクグループを共有するクラスタ内のすべてのノードが IPv4 または IPv6 である
場合にのみ、共有ディスクグループのレプリケーションをサポートする

VCS エージェントが設定されている場合の VVR アップグレードの準備
VCS Agents for VVR が設定されている場合に VVR のアップグレードを準備するには、
次のタスクをこの順番で実行します。
■

「サービスグループのフリーズとすべてのアプリケーションの停止」

■

「VCS エージェントが設定されている場合のアップグレードの準備」

サービスグループのフリーズとすべてのアプリケーションの停止
この項では、サービスグループをフリーズしてすべてのアプリケーションを停止する方法
について説明します。
サービスグループをフリーズしてアプリケーションを停止するには
プライマリクラスタとセカンダリクラスタに対して次の手順を実行します。

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

製品のコマンドをすべて実行できるように、PATH 環境変数に /opt/VRTS/bin が
含まれていることを確認します。

3

アップグレードの前に、すべてのアプリケーションを確実に終了します。
共有ディスクグループ環境では次のように操作します。
■

RVGShared のリソースを含んでいないすべてのアプリケーションサービスグルー
プを OFFLINE にします。ClusterService、cvm、RVGLogowner のグループ
は OFFLINE にしないでください。

■

アプリケーションリソースが、RVGShared リソースと同じサービスグループに含
まれる場合、アプリケーションリソースのみを OFFLINE にします。

専用ディスクグループ環境では次のように操作します。
■

RVG リソースを含んでいないすべてのアプリケーションサービスグループを
OFFLINE にします。RVG のリソースを含んでいるサービスグループは OFFLINE
にしないでください。

■

アプリケーションリソースが、RVG リソースと同じサービスグループに含まれる場
合、アプリケーションリソースのみを OFFLINE にします。つまり、これらの RVG
のオブジェクトを含んでいる専用ディスクグループがデポートされないように RVG
のリソースは ONLINE のままにしてください。
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メモ: また、VCS で管理されていない残りのすべてのアプリケーションも停止する必
要があります。

4

クラスタ内の任意のノードで、VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

5

クラスタ内の任意のノードで、設定内のグループを一覧表示します。
# hagrp -list

6

クラスタ内の任意のノードで、手順 5 の出力に表示された各グループ名に対して次
のコマンドを入力し、ClusterService グループを除くすべてのサービスグループを
フリーズします。
# hagrp -freeze group_name -persistent

メモ: 後で使うためにフリーズしたサービスグループのリストを書き留めておきます。

7

クラスタ内の任意のノードで、フリーズしたグループを含む設定ファイル（main.cf）
を保存します。
# haconf -dump -makero

メモ: クラスタの各ノードに対して手順 3 から手順 7 の実行が完了した場合のみ、処
理を続行してください。

8

クラスタ内の任意のノードで、次のコマンドを入力し、RVG リソースを含むサービス
グループと、各サービスグループがオンラインになっているノードのリストを表示しま
す。
# hares -display -type RVG -attribute State
Resource
Attribute
System
Value
VVRGrp
State
sys2
ONLINE
ORAGrp
State
sys2
ONLINE

メモ: ONLINE になっているリソースについては、出力のシステム（System）列に表
示されてるノードを書き留めておきます。

9

クラスタの各ノード上で、8 の手順を繰り返します。
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10 専用ディスクグループの場合、ディスクグループのインポート先のホストを確認して
書き留めておきます。
p.183 の 「ディスクグループがオンラインであるノードの確認」 を参照してください。

11 共有ディスクグループの場合、CVM クラスタ内の任意のノードで、次のコマンドを実
行します。
# vxdctl -c mode

後で使うためにマスターを書き留めて記録しておきます。

ディスクグループがオンラインであるノードの確認
専用ディスクグループの場合、RVG リソースが含まれるディスクグループのインポート先
のホストを確認して書き留めておきます。 この情報は、アップグレードの後で設定を復元
するために必要になります。
オンラインディスクグループを確認するには

1

クラスタ内の任意のノードで、設定に含まれるディスクグループを一覧表示し、出力
に表示されたディスクグループ名を後で使えるように書き留めておきます。
# hares -display -type RVG -attribute DiskGroup

メモ: VCS の制御下にあるディスクグループのリストを記録します。

2

手順 1 の出力に一覧表示されたディスクグループそれぞれについて、対応するディ
スクグループのリソース名を一覧表示します。
# hares -list DiskGroup=diskgroup Type=DiskGroup

3

手順 2 の出力に一覧表示されたディスクグループのリソース名それぞれについて、
次のコマンドを入力してディスクグループのインポート先ノードを確認して書き留め
ます。
# hares -display dg_resname -attribute State

出力に、VCS の制御下にあるディスクグループと、そのディスクグループのインポー
ト先ノードが表示されます。

VCS エージェントが設定されている場合のアップグレードの準備
VCS エージェントを設定したら、main.cf や types.cf のような設定ファイルのバック
アップを作成することを推奨します。これらのファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/config
ディレクトリにあります。
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アップグレード用に VCS エージェントを伴う設定を準備するには

1

各ノードで次のコマンドを入力して、それぞれのノード上のディスクグループを一覧
表示します。
# vxdisk -o alldgs list

出力に、VCS の制御下にあるディスクグループと VCS の制御下にないディスクグ
ループのリストが表示されます。
メモ: ローカルにインポートされていないディスクグループは括弧内に表示されます。

2

どのノードにもインポートされていないディスクグループがある場合は、それらをイン
ポートします。 VCS 設定に含まれるディスクグループは、任意のノード上にインポー
トできます。 VCS の制御下にないディスクグループについては、ディスクグループ
をインポートする、適切なノードを選択してください。 該当するノードに次のコマンド
を入力します。
# vxdg -t import diskgroup

3

ディスクグループがすでにインポート済みの場合は、インポート先のノードで次のコ
マンドを入力して、ディスクグループを回復します。
# vxrecover -bs

4

すべてのプライマリ RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

メモ: プライマリ RLINK が最新になるまで処理を続行しないでください。

アレイサポートのアップグレード
Veritas InfoScale 7.2 リリースには、単一のRPMである VRTSaslapm にすべてのアレイ
サポートが含まれます。 アレイサポートRPMには、以前に VRTSvxvm RPMに含まれてい
たアレイサポートが含まれます。 またアレイサポートRPMには、以前に外部アレイサポー
トライブラリ（ASL）とアレイポリシーモジュール（APM）としてパッケージ化されていたサ
ポートも含まれます。
サポート対象アレイについて詳しくは、7.2 ハードウェア互換性リストを参照してください。
製品インストーラで Storage Foundation 製品をアップグレードする場合、インストーラが
自動的にアレイサポートをアップグレードします。 手動手順で Storage Foundation 製

184

第 9 章 SFCFSHA のアップグレード計画
インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メンテナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時インストールまた
は同時アップグレード

品をアップグレードする場合は、以前にシステムにインストールした外部 ASL または APM
をすべて削除してください。 外部 ASL または APM が検出された場合、VRTSvxvm RPM
のインストールはエラーになって終了します。
Veritas InfoScale 7.2 をインストールした後、ベリタスは VRTSaslapm RPM への更新を
通して、新しいディスクアレイのサポートを提供します。
アレイのサポートについて詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メン
テナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時イン
ストールまたは同時アップグレード
バージョン 6.1 以降では、インストールバンドルを使ってシステムを 1 回の手順で直接、
ベースレベル、メンテナンスレベル、パッチレベルで簡単にインストールまたはアップグ
レードできます。複数のパッチやパッケージをまとめてインストールまたはアップグレード
することもできます。 インストールバンドルのインストーラには、1 度の実行でメンテナンス
またはパッチレベルに直接インストールまたはアップグレードできるようにマージする機能
があります。 各種のスクリプト、RPM、パッチコンポーネントがマージされ、1 つの統合さ
れたリリースのように複数のリリースが一緒にインストールされます。 システムをメンテナン
スレベルまたはパッチレベルにインストールまたはアップグレードするために 2 つ以上の
インストールアクションを実行する必要はありません。
リリースは、次のカテゴリに分けられます。
表 9-5

リリースレベル

レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

BASE

機能

RPM

すべての製品 メジャー、マイ FileConnect
ナー、サービス
パック（SP）、
プラットフォー
ムリリース
（PR）

メンテナンス

修正、新機能

RPM

すべての製品 MR（メンテナ
ンスリリース）、
RP（ローリング
パッチ）

Veritas SORT
(Services and
Operations
Readiness
Tools)
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レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

パッチ

修正

RPM

単一製品

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

P パッチ、プラ SORT、サ
イベートパッ
ポートサイト
チ、パブリック
パッチ

Install Bundles を使用してインストールまたはアップグレードを行うとき
■

Veritas InfoScale 製品を検出し、メンテナンスレベルの単一バージョンとして割り当
てます。 各システムには、適用される 1 つ以上のパッチがある場合もあります。

■

ベースリリースは FileConnect からアクセス可能で、お客様のシリアル番号を必要と
します。 メンテナンスリリースとパッチリリースは、SORT から自動的にダウンロード可
能です。

■

6.0.1 以降のバージョンから、自動インストーラを使ってパッチをインストールできるよ
うになりました。

■

アップグレードの競合を防止するために、パッチを検出することができます。 パッチリ
リースは統合リリースとして提供されていません。 これらは必要に応じてベリタステク
ニカルサポートからのみ利用可能です。

-base_path と -patch_path オプションを使って、複数のリリースからインストールコー

ドをインポートすることができます。 異なるメディアパスから RPM とパッチを見つけ、複数
のリリースの RPM とパッチ定義をマージすることができます。 これらのオプションを使用
して、リリースコンポーネントごとに必要な操作を正しく実行するために新しいタスクおよび
フェーズ機能を使用することができます。 これらのオプションを使用して、定義済みフェー
ズで RPM とパッチをインストールすることができます。これは、単一の開始または停止プ
ロセスを実行し、単一の操作ですべてのレベルに対し前操作および後操作を実行する
場合に役立ちます。
統合を行うには 4 つの方法があります。 すべてのコマンドは、最上位のベースレベルま
たはメンテナンスレベルのインストールスクリプトから実行する必要があります。
次に例を示します。
■

7.2 はベースバージョン

■

7.2.1 はメンテナンスバージョン

■

7.2.1.100 は 7.2.1 のパッチバージョン

■

7.2.0.100 は 7.2 のパッチバージョン

1.

ベース + メンテナンス:
この統合方法は、7.2.1 をインストールするときや前のバージョンからアップグレード
するときに使用できます。
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次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>

2.

ベース + パッチ:
この統合方法は、7.2.0.100 をインストールするときや前のバージョンからアップグ
レードするときに使用できます。
次のコマンドを入力します。
# installer -patch_path <path_to_patch>

3.

メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、バージョン 7.2 から 7.2.1.100 にアップグレードするときに使用で
きます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -patch_path <path_to_patch>

4.

ベース + メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、7.2.1.100 をインストールするときや前のバージョンからアップグ
レードするときに使用できます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>
-patch_path <path_to_patch>

メモ: 6.1 以降のリリースでは、-patch_path <パッチのパス> -patch2_path <パッチ
のパス> ... -patch5_path <パッチのパス> を使って最大 5 つのパッチを追加でき
ます。
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10
インストーラを使った
SFCFSHA の完全アップグ
レードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品インストーラを使った完全アップグレードの実行

■

SFDB のアップグレード

製品インストーラを使った完全アップグレードの実行
完全アップグレードの実行には次のタスクが含まれます。
■

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認

■

アップグレードの実行

■

設定の更新と起動の確認

■

必要に応じてのオペレーティングシステムの更新

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認
SFCFSHA 7.2 にアップグレードする前に、ファイルシステムが正常にマウント解除され
ていることを確認します。ログが再生されファイルシステムが正常にマウント解除されたと
してマーク付けされていることを確認するには、次の処理を行います。

第 10 章 インストーラを使った SFCFSHA の完全アップグレードの実行
製品インストーラを使った完全アップグレードの実行

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認するには

1

クラスタ内のいずれかのノードでスーパーユーザーとしてログインします。

2

クラスタ内の各ノードで（VxFS リソースおよび CFS リソースが含まれる）サービスグ
ループをオフラインにします。
#
#
#
#

hagrp
hagrp
hagrp
hagrp

-offline
-offline
-offline
-offline

group
group
group
group

-sys
-sys
-sys
-sys

sys1
sys2
sys3
sys4

ここで group には、CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを保有している VCS
サービスグループを指定します。
各 SFCFSHA サービスグループに対してこの手順を実行します。
メモ: これにより、CFS ファイルシステムのマウントが解除されます。

3

VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount mount_point

4

各 VxFS ファイルシステムを確認して修復します。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/volume
/opt/VRTS/binのfsckコマンドはブロックか文字型デバイスを

(/dev/vx/dsk/dg/vol)または受け入れます(/dev/vx/rdsk/dg/vol)。 fsck の
オペレーティングシステムのバージョンによっては、受け入れるデバイスのタイプが
限定されることがあります。
詳しくは、fsck と fsck_vxfs のマニュアルページを参照してください。
各ファイルシステムに対してこの手順を実行します。

アップグレードの実行
オペレーティングシステムのアップグレードを計画する場合は、次の手順を実行します。
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オペレーティングシステムをアップグレードするには

1

/etc/llttab ファイルの名前を変更して、ノードの起動時に LLT が自動的に起動

しないようにします。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

2

install-db ファイルを作成して、ノードの起動時に VxVM デーモンまたはプロセ

スが自動的に起動しないようにします。
# touch /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db

3

クラスタ内のすべてのノードのオペレーティングシステムをアップグレードします。
手順については、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。

4

オペレーティングシステムをアップグレードしたら、必要な場合にはノードを再起動し
ます。
# shutdown -r now

5

システムが再起動したら、/etc/llttab ファイルの名前を元の名前に戻します。
# mv /etc/llttab.save /etc/llttab

6

システムの再起動後、VxVM を有効にして起動します。
# rm /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db

アップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

配布およびアーキテクチャごとに適切なメディアを、システムの DVD-ROM ドライブ
に挿入します。

3

システムでボリューム管理ソフトウェアが実行されている場合、ソフトウェアディスクは
/mnt/cdrom として自動的にマウントされます。
ボリューム管理ソフトウェアを利用してディスクをマウントできない場合は、次のように
入力して手動でマウントする必要があります。
# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom

4

ディスクの最上位ディレクトリに変更します。
# cd /mnt/cdrom
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5

アップグレードするノードに、マウントされている VxFS ファイルシステムがないことを
確認します。
# mount -t vxfs

VxFS ファイルシステムがマウントされている場合、クラスタ内の各ノードでグループ
をオフラインにします。
#
#
#
#

hagrp
hagrp
hagrp
hagrp

-offline
-offline
-offline
-offline

group
group
group
group

-sys
-sys
-sys
-sys

sys1
sys2
sys3
sys4

ここで group には、CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを保有している VCS
サービスグループを指定します。
VxFS が VCS によって管理されていない場合は、マウントを手動で解除します。
# umount mount_point

各 SFCFSHA サービスグループに対してこの手順を実行します。

6

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

7

クラスタの任意のノードからアップグレードを実行します。 次のコマンドを入力して y
を押し、クラスタ設定をアップグレードします。
# ./installer -upgrade

8

ソフトウェアをアップグレードするシステム名（次の例では「sys1」と「sys2」）を入力す
るよう求められます。 システム名（1 つまたは複数）を入力し、Return キーを押しま
す。
Enter the system names separated by spaces:
[q, ?] sys1 sys2

9

初期システムチェック中に、インストーラはシステム間の通信が設定されていることを
確認します。
インストーラがハングアップする場合やログインパスワードを尋ねる場合は、システム
間の SSH または RSH の通信をインストーラで設定するオプションを選択できます。
この設定を許可する場合は通信タイプを選択して各システムのルートパスワードを
指定します。
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10 プロンプトで、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入れるかどうか
を指定します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the EULA/en/EULA_ENTERPRISE_Ux_7.2.pdf file
present on media? [y,n,q,?] y

11 インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。 ミラー化されたブートディスクがあ
るシステムについては、アップグレードを続行する前に、各システムに対してシステ
ムのブートディスクグループのバックアップを作成できます。 ブートディスクグループ
を分割してバックアップを作成する場合は、y を入力します。

12 バックアップブートディスクグループの名前を入力するようメッセージが表示されま
す。 名前を入力するか、または Enter キーを押してデフォルトを受け入れます。

13 分割操作の開始を確認するメッセージが表示された場合、 y を押して続行します。
メモ: 分割操作には時間がかかることがあります。

14 出力に、実行中のシステムで SFCFSHA を停止する必要があるという情報が示され
ます。 y を入力して続行します。

15 現在のクラスタがセキュアで、バージョンが 6.2 より前の場合、インストールで製品の
プロセスが停止される前に、インストーラによって次の質問が表示されます。:
■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。 [y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y,n,q,?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

メモ: 複数のユーザーグループ名はスペースで区切ります。 特定のノードのユー
ザーグループに読み込みアクセス権を許可するには、<usergroup>@<node_name>
でユーザーグループを指定します。 ここでユーザーグループを指定して、後でユー
ザーグループを作成することもできます。
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16 アップグレードする前にブートディスクをカプセル化している場合は y キーを押すと、
概略情報と再ブート情報が表示されます。
システムで Veritas InfoScale 製品が正しく動作するまで、ログファイルは削除しな
いでください。 テクニカルサポートでは、デバッグの目的でこれらのログファイルが必
要になります。

17 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループを再結合します。 アップグレードに失敗した場合は、バックアップディ
スクグループに戻してください。
p.226 の 「現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結
合」 を参照してください。
p.226 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

設定の更新と起動の確認
アップグレードした各ノードで次の手順を実行します。
設定を更新して起動を確認するには

1

/etc/VRTSvcs/conf/config/.stale ファイルが存在する場合、このファイルを削

除します。
# rm -f /etc/VRTSvcs/conf/config/.stale

2

LLT が動作していることを確認します。
# lltconfig
LLT is running

3

GAB が設定されていることを確認します。
# gabconfig -l | grep 'Driver.state' | ¥
grep Configured
Driver state : Configured

4

VxVM デーモンが起動され有効になっていることを確認します。
# /opt/VRTS/bin/vxdctl mode
mode: enabled

5

アップグレードしたすべてのノードが実行状態になっていることを確認します。
# gabconfig -a

193

第 10 章 インストーラを使った SFCFSHA の完全アップグレードの実行
製品インストーラを使った完全アップグレードの実行

6

設定が完了した後、CVM と SFCFSHA グループがフリーズしている場合がありま
す。 フリーズした CVM や SFCFSHA グループを確認するには、次のコマンドを入
力します。
# /opt/VRTS/bin/hastatus -sum

グループがフリーズしている場合、各グループに対して次のコマンドを実行し、CVM
と SFCFSHA グループをアンフリーズします。
■

設定を読み書き両用にします。
# /opt/VRTS/bin/haconf -makerw

■

グループをアンフリーズします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -unfreeze group_name -persistent

■

設定を保存します。
# /opt/VRTS/bin/haconf -dump -makero
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7

VVR が設定されているときに、CVM と SFCFSHA グループがオフラインの場合、
それらのグループを次の手順でオンライン状態にします。
すべてのシステムの CVM グループをオンラインにします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys1
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys2

ここで group_name には、CVMVolDg リソースを保有している VCS サービスグルー
プを指定します。
次のコマンドを使って、マスターノードの RVGShared グループと仮想 IP をオンラ
インにします。
# hagrp -online RVGShared -sys masterhost
# hares -online ip_name -sys masterhost

すべてのシステムで SFCFSHA グループをオンラインにします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys1
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys2

ここで group_name には、CFSMount リソースを保有している VCS サービスグルー
プを指定します。
SFCFSHA サービスグループがオンライン状態にならない場合、ファイルシステムが
正常にマウント解除されていない可能性があります。
メモ: Veritas InfoScale Enterprise 7.2 にアップグレードするときにファイルシステ
ムが正常にマウント解除されていない場合、共有ディスクグループをデポートし、そ
れを非共有としてインポートする必要があります。 インポートが完了したら fsck を実
行します。fsck は正常に終了する必要があります。 次にディスクグループをデポー
トし、それを共有として再度インポートします。

8

どのノードが CVM マスターであるかを調べます。 次を入力します。
# vxdctl -c mode

9

CVM マスターノードで、CVM プロトコルをアップグレードします。 次を入力します。
# vxdctl upgrade

オペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、オペレーティングシステムをアップグレードできます。
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■

/etc/llttab ファイルの名前を変更して、ノードの起動時に LLT が自動的に起動

しないようにします。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save
■

オペレーティングシステムをアップグレードします。
詳しくは、ご使用の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。

■

オペレーティングシステムをアップグレードした後に、ノードを再起動します。
# shutdown -r now

■

/etc/llttab ファイルの名前を元の名前に戻します。
# mv /etc/llttab.save /etc/llttab

SFDB のアップグレード
7.2 へのアップグレード中に、SFDB ツールがデフォルトで有効になっている場合は
vxdbd デーモンが設定済みであることを意味します。 SFDB ツールが無効になっている
場合、有効にすることができます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。

# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
メモ: 認証設定で SFDB のインストールを 7.2 にアップグレードすると、エラーが起きて
コマンドが失敗します。この問題を解決するには、SFDB 認証を再度設定してください。
詳しくは、『Veritas InfoScale™ Storage and Availability Management for Oracle
Databases』または『Veritas InfoScale™ DB2 データベース用ストレージと可用性管理』
を参照してください。
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SFCFSHA のローリングアッ
プグレードの実行
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

■

製品インストーラを使っ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
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。ローリングアップグレード
には、インストーラがカーネルRPMをアップグレードする段階 1 と、VCS エージェント関
連 RPMをアップグレードする段階 2 の、2 つの主要な段階があります。
メモ: ローリングアップグレードは、完全に設定されたクラスタで実行する必要があります。
次に、ローリングアップグレードのフローの概要を示します。
1.

インストーラにより、クラスタのプレチェックが実行されます。

2.

必要に応じて、アップグレードの段階 1 を実行するために、サービスグループを移動し
てノードを解放します。
最初の段階では、アプリケーションのダウンタイムが発生します。これは、インストーラが
段階 1 を実行するためにサービスグループを移動してノードを解放するためです。 発
生するダウンタイムは、サービスグループのフェールオーバーを行う標準的な時間だけ
です。ダウンタイムは、クラスタ全体ではなく、フェールオーバーされたアプリケーション
だけに限られます。
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3.

インストーラにより、クラスタのすべてのノードでアップグレードの段階 2 が実行されま
す。 アップグレードの第 2 段階には、VCS（Cluster Server）エンジン HAD のダウンタ
イムは含まれますが、アプリケーションのダウンタイムは含まれません。

図 11-1 に、2 つのノードクラスタにある 3 つのサービスグループのローリングアップグ
レードを実行しているインストーラの例を示します。
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ローリングアップグレードを実行しているインストーラの例

図 11-1
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ノード A
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ローリングアップグレード前
のクラスタの実行
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段階 1 がノード B で開始、
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はアップグレード

SG2

SG3

SG1

ノードは
アップグ
レード

SG1

SG3

ノード B

ノード A

ノード B

段階 1 がノード A で開始、 SG1 ノード B
と SG2 フェール オーバー、SG3 で実行中のサービスグルー
プ、ノード A
がノード A で停止
はアップグレード
SG1

SG3

ノード A

SG2

SG3

ノード B

SG3

ノード A

SG3

ノード B

段階 1 がノード Bで完了

SG2

ノードは
アップグ
レード

SG3

SG2

SG1

SG3

ノード A

SG2

SG3

ノード B

段階 1 がノード Aで完了

要点:

SG1: フェールオーバーサービスグループ
SG2: フェールオーバーサービスグループ
SG3: パラレルサービスグループ
段階 1: カーネルパッケージのアップグレード
段階 2: VCS と VCS
のアップグレードエージェントパッケージ

段階 2、すべての残りのパッ
ケージすべてのノードでアップグレー
ド並行処理、HAD が停止 して開始

次の仕様上の制限がローリングアップグレードに適用されます。
■

ローリングアップグレードは段階的アップグレードと互換性がありません。 ローリング
アップグレードと段階的アップグレードを組み合わせて実行しないでください。

■

ローリングアップグレードは、バージョン 6.0.1 以降で実行できます。
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■

ローリングアップグレード手順は、オペレーティングシステムのマイナーアップグレー
ドにのみ適用できます。

■

ローリングアップグレード手順では、アップグレードの前後に製品を起動する必要が
あります。現在のリリースで現在のオペレーティングシステムバージョンがサポートされ
ておらず、インストールされている古いリリースバージョンで現在のリリースでサポート
されているオペレーティングシステムがサポートされていない場合、ローリングアップ
グレードはサポートされていません。

製品インストーラを使っ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、クラスタのすべてのノードで Cluster Server
(VCS) を実行し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、ボリュームにアクセスするデータベースなどのアプリケーションを停止し、
ボリューム上に作成されたファイルシステムをマウント解除します。 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 ファイルシステムのマウントを解除します。
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 が 1 番目のサブクラスタで開始します。最初のサ
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 ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount mount_point

2

必要であれば、オペレーティングシステムの更新を完了します。
既存のバージョンの SFCFSHA 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。 SFCFSHA 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ない場合、まず、SFCFSHA をオペレーティングシス
テムの更新をサポートするバージョンに更新します。
手順については、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。
ノードはオペレーティングシステム更新後に再起動します。
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3

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

4

スーパーユーザーとしてログインし、SFCFSHA 7.2 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。
# ./installer

6

メニューから［製品のアップグレード（Upgrade a product）］を選択し、サブメニューか
ら［ローリングアップグレード（Rolling Upgrade）］を選択します。

7

インストーラでアップグレードのシステム名が提案されます。 Enter キーを押して提
案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て Enter キーを押します。

8

システム通信、リリース互換性、バージョン情報が確認され、クラスタの名前、ID、ノー
ドの一覧が表示されます。 y を入力して続行します。

9

実行中のサービスグループのインベントリが作成され、ローリングアップグレードの段
階 1 にアップグレードするノード（複数可）が決定されます。 y を入力して続行しま
す。 ノードの指定を選択する場合、n と、ノードの名前を入力します。

10 クラスタのノードでさらに事前確認が実行されます。警告が表示されることがありま
す。 y と入力して続行するか、インストーラを終了してプレチェックの警告に対応しま
す。

11 エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認し、同意する場合は、y を入力
します。

12 ブートディスクがカプセル化されていて、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ように選択する場合は、y と入力します。 ブー
トディスクグループのバックアップ名を指定するか、デフォルトの名前を受け入れま
す。 次に、インストーラでブートディスクグループのバックアップが作成されます。

13 オンラインサービスグループを検出すると、インストーラは次のいずれかを実行する
ようユーザーに求めます。
■

手動でサービスグループを切り替える

■

CPI を使って自動的にサービスグループを切り替える

サービスグループのフェールオーバーに要する時間を、ダウンタイムといいます。
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メモ: 手動でサービスグループを切り替えることを推奨します。 サービスグループの
自動切り換えでは依存性に関する問題は解決されません。

14 該当するプロセスを停止するように、メッセージが表示されます。 y を入力して続行
します。
すべてのサービスグループが今回はアップグレードしないノードに退避されます。
アップグレードするノードにあるパラレルサービスグループが停止されます。

15 関連プロセスが停止され、旧カーネルRPMがアンインストールされて、新しいRPM
がインストールされます。 ライセンスを現在のバージョンにアップグレードするかどう
かを尋ねられます。 ［はい（Yes）］または［いいえ（No）］を選択します。 現在のリリー
スの新しい機能をすべて使うことができるように、ライセンスを更新することをお勧め
します。

16 クラスタがコーディネーションポイントサーバーベースのフェンシングを設定している
場合は、アップグレード時に、インストーラが新しい HTTPS コーディネーションポイ
ントサーバーを提供するようにユーザーに要求します。
アップグレード用の設定が行われ、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ている場合、インストーラはアップグレード設定の実
行後にノードを再ブートするようユーザーに求めます。

17 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

18 オペレーティングシステムの更新が必要ない場合は、この手順をスキップします。
手順 19 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の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、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 16 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。

19 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
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20 残りのノードで、アップグレード段階 1 が開始されます。 ローリングアップグレードを
続行する場合は、y と入力します。 アップグレード（再ブート）されたノードでインス
トーラが呼び出された場合は、インストーラを再度呼び出す必要があります。
手順 9 から手順 16 が繰り返されます。
多数のノードが存在するクラスタでは、このプロセスが数回繰り返されることがありま
す。 サービスグループが停止状態になり、オンライン化されてアップグレードが行わ
れます。

21 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。 アップグレード段階 2 には、VCS エンジン（HAD）用の休止時間が必要です
（アプリケーションの停止はありません）。 y を入力して続行します。 ローリングアップ
グレードの段階 2 はここから開始します。

22 アップグレードする残りのRPMが確認されます。 Enter キーを押して続行します。
23 インストーラでは、インストーラで製品プロセスが停止する前に、次の質問が表示さ
れます。アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しており、バー
ジョンが 6.2 より前の場合、これらの質問は表示されません。
■

■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y,n,q,?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

24 インストーラで VCS （Cluster Server）プロセスが停止されますが、アプリケーション
は引き続き実行されます。 y を入力して続行します。
prestop が実行され、以前の RPM がアンインストールされて、新しい Packages;
インストールされます。 インストール後のタスクと、アップグレード用の設定が行われ
ます。
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25 インターネットにネットワーク接続されている場合、更新の有無が確認されます。
更新が検出された場合は、すぐに適用できます。

26 概略ファイルを読むかどうかを確認するメッセージが表示されます。 インストールの
概略ファイルを読む場合は、［y］ を選択します。
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SFCFSHA の段階的アップ
グレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

段階的アップグレードについて

■

製品インストーラを使った段階的アップグレードの実行

段階的アップグレードについて
クラスタの休止時間を最小化するために段階的アップグレードを実行します。
状況に応じて、おおよその休止時間を次のように計算できます。
表 12-1
フェールオーバー条件

ダウンタイム

動作中のノードにすべてのサービスグループを 休止時間は、サービスグループのオフラインとオ
フェールオーバーできる
ンラインの切り替えに要する時間に相当します。
アップグレード時に動作中のノードにフェール
オーバーできないサービスグループがある

そのサービスグループの休止時間は、アップグ
レードの実行とノードの再起動に要する時間に
相当します。

段階的アップグレードの前提条件
アップグレードを開始する前に、アップグレードの対象となるノードすべてについてライセ
ンスの状態を確認します。
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段階的アップグレードの計画
どのサービスグループの休止時間も最短になるように、サービスグループのノード間移動
を計画します。
その大まかな指針は次のとおりです。
■

クラスタを、サイズが同じかほぼ等しい 2 つのサブクラスタに分割します。

■

はじめのサブクラスタをアップグレードしている間、優先度の高いサービスグループが
オンラインのままとなるようにクラスタを分割します。

■

アップグレードを開始する前に、/etc/VRTSvcs/conf/config/ ディレクトリにある
main.cf と types.cf の VCS 設定ファイルのバックアップを作成します。

■

アップグレードを開始する前に、すべてのディスクグループで /etc/vx/cbr/bk ディ
レクトリにある設定ファイルの最新のバックアップを作成していることを確認します。作
成していない場合は、次のコマンドを実行して最新のバックアップを作成します。
# /etc/vx/bin/vxconfigbackup -| [dir] [dgname|dgid]

段階的アップグレードの制限事項
次の制限事項では、主として段階的アップグレード中の設定やサービスグループの変更
に関する制限を示します。
■

アップグレードを実行している間は、モジュールを開始しないようにしてください。

■

インストーラを起動するときは、SFCFSHA のみを選択します。

■

アップグレードを実行している場合は、どのノードに対してもサービスグループの追加
や削除を行わないようにしてください。

■

設定によっては、複数のノードを同時にアップグレードできない場合があります。一度
に 1 つのノードしかアップグレードできません。

■

非常に大規模なクラスタの場合は、クラスタのアップグレードを行ううえで、ここに説明
する手順を複数回繰り返す必要性が生じる場合があります。

段階的アップグレードの例
この例では、セキュアクラスタが 1 つあり、4 つのノード（node01、node02、node03、
node04）で実行するように設定されています。 また、サービスグループも 4 つ（sg1、sg2、
sg3、sg4）となります。 この例では、クラスタを 2 つのサブクラスタに分割しています。
node01 と node02 のノードは 1 番目のサブクラスタにあり、これを最初にアップグレード
します。node03 と node04 のノードは 2 番目のサブクラスタにあり、これを次にアップグ
レードします。
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図 12-1

段階的アップグレードの設定例

最初のサブクラスタ

2 番目のサブクラスタ

sg1

sg1

sg1

sg1

sg2

sg2

sg2

sg2

sg3

sg4

node01

node02

node03

node04

それぞれのサービスグループは、ノード上で次のように実行されています。
■

sg1 と sg2 はパラレルサービスグループであり、すべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はフェールオーバーサービスグループです。 sg3 は node01 で実行さ
れ、sg4 は node02 で実行されています。

システムリストにおいて、各サービスグループは次のように別のノードにフェールオーバー
するように設定されています。
■

sg1 と sg2 はすべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はクラスタ内のどのノードにもフェールオーバーできます。

段階的アップグレードの例についての概要
この例のアップグレードパスは次のとおりです。
■

1 番目のサブクラスタから 2 番目のサブクラスタにすべてのフェールオーバーサービ
スグループを移します。

■

1 番目のサブクラスタで、すべてのパラレルサービスグループをオフラインにします。

■

1 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

1 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。

■

2 番目のサブクラスタを準備します。

■

1 番目のサブクラスタをアクティブ化します。1 番目のクラスタをアクティブ化した後、
2 番目のサブクラスタのサービスグループをオンラインで 1 番目のサブクラスタに切
り替えます。

■

2 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

2 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。
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■

2 番目のサブクラスタをアクティブ化します。

製品インストーラを使った段階的アップグレードの実行
段階的アップグレードの実行には次のタスクが含まれます。
■

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動

■

1 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード（必要な場合）

■

最初のサブクラスタでの SFCFSHA スタックのアップグレード

■

2 番目のサブクラスタの準備

■

1 番目のサブクラスタのアクティブ化

■

2 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード（必要な場合）

■

2 番目のサブクラスタのアップグレード

■

段階的アップグレードの終了

クラスタの前半のアップグレードを開始する前に、ディレクトリ
/etc/VRTSvcs/conf/config/ にある VCS 設定ファイル main.cf と types.cf のバッ
クアップを作成します。

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動
2 番目のサブクラスタにサービスグループを移動するには

1

クラスタの前半から、クラスタの後半のノードのいずれかにフェールオーバーグルー
プを切り替えます。この手順で、sys1 はクラスタの前半のノードであり、sys4 はクラ
スタの後半のノードです。次を入力します。
# hagrp -switch failover_group -to sys4

2

クラスタの前半で、VCS の下に設定されていないすべてのアプリケーションを停止
します。アプリケーションを停止するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使
います。
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3

クラスタの前半で、VCS によって管理されていない VxFS または CFS のファイルシ
ステムをマウント解除します。
# mount | grep vxfs

VxFS または CFS のマウントポイントを使うプロセスがないことを検証します。次を入
力します。
# fuser -c mount_point

アプリケーションが提供する機構で、VxFS または CFS のマウントポイントを使うす
べてのプロセスを停止します。
VxFS または CFS のファイルシステムをマウント解除します。 次を入力します。
# umount /mount_point

4

1 番目のサブクラスタのノードで、次のコマンドを使ってすべてのキャッシュ領域をオ
フラインにします。
# sfcache offline cachename

5

クラスタの前半で、CVM グループを含む VCS サービスグループすべてをオフライ
ンにします。 次を入力します。
# hagrp -offline group_name -sys sys1

CVM グループがオフラインになるときに、CFS ファイルシステムなどのすべてのパ
ラレルサービスグループも、クラスタノードの前半でオフラインになります。

6

VCS サービスグループがクラスタの前半のすべてのノードでオフラインであることを
検証します。 次を入力します。
# hagrp -state group_name

7

クラスタの前半のノードをフリーズします。次を入力します。
# haconf -makerw
# hasys -freeze -persistent sys1
# haconf -dump -makero

8

開いたままのボリュームがないことを検証します。次を入力します。
# vxprint -Aht -e v_open
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1 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、1 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムのアップグレードを実行
できます。
オペレーティングシステムのアップグレードを実行する前に、ノードの起動時に LLT が自
動的に起動しないようにしておくことをお勧めします。 たとえば、次の操作を実行できま
す。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

または、LLT_START = 0 を設定して /etc/default/llt ファイルを変更できます。
オペレーティングシステムのアップグレード完了後、必ず、LLT 設定を元の設定に戻して
ください。
詳しくは、ご使用の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。

最初のサブクラスタでの SFCFSHA スタックのアップグレード
最初のサブクラスタで SFCFSHA スタックをアップグレードするには
◆

クラスタの前半で、インストーラ スクリプトを使用して SFCFSHA をアップグレードし
ます。 インストーラ スクリプトを使った例を次に示します。
# ./インストーラ -upgrade sys1

<sys1> は最初のサブクラスタのノードです。
クラスタの前半のアップグレードが完了した後、gabconfig -a の出力で表示され
る GAB ポートはありません。
メモ: 2 番目のサブクラスタの準備が完了するまで 1 番目のサブクラスタのノードを
再ブートしないでください。p.211 の 「2 番目のサブクラスタの準備」 を参照してくだ
さい。
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2 番目のサブクラスタの準備
2 番目のサブクラスタを準備するには

1

クラスタの後半で、VCS の下に設定されていないすべてのアプリケーションを停止
します。 アプリケーションを停止するにはネーティブのアプリケーションコマンドを使
います。［ダウンタイムが始まります。］

2

クラスタの後半で、VCS で管理されていない VxFS および CFS のファイルシステ
ムをマウント解除します。 次を入力します。
# mount | grep vxfs

VxFS および CFS のマウントポイントを使うプロセスがないことを検証します。次を
入力します。
# fuser -c mount_point

アプリケーションが提供する機構で、VxFS および CFS のマウントポイントを使うす
べてのプロセスを停止します。
VxFS および CFS のファイルシステムをマウント解除します。 次を入力します。
# umount /mount_point

3

2 番目のサブクラスタのノードで、次のコマンドを使ってすべてのキャッシュ領域をオ
フラインにします。
# sfcache offline cachename

4

クラスタの後半で、次のコマンドを使ってすべてのノードで VCS サービスグループ
すべてをアンフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze group_name -persistent
# haconf -dump -makero

5

クラスタの後半で、CVM グループを含む VCS サービスグループすべてをオフライ
ンにします。次を入力します。
# hagrp -offline group_name -sys sys4

6

クラスタの後半で、VCS サービスグループがオフラインであることを検証します。次
を入力します。
# hagrp -state group_name
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7

クラスタの後半の VCS を停止します。次を入力します。
# hastop -local

8

クラスタの後半で、GLM、ODM、GMS、VxFEN、GAB、LLT の SFCFSHA モジュー
ルを停止します。次を入力します。
#
#
#
#
#
#

/etc/init.d/vxglm stop
/etc/init.d/vxodm stop
/etc/init.d/vxgms stop
/etc/init.d/vxfen stop
/etc/init.d/gab stop
/etc/init.d/llt stop

1 番目のサブクラスタのアクティブ化
1 番目のサブクラスタをアクティブにするには

1

再ブートが不要な場合はクラスタ前半の 1 つのノードで llt と gab を起動します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start

RHEL7 および SLES12 の場合:
# /systemctl start llt
# /systemctl start gab
# /sbin/gabconfig -x

2

クラスタの前半で、SFCFSHA を起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -start sys1 sys2

3

クラスタの前半のノードをフリーズ解除します。次を入力します。
# haconf -makerw
# hasys -unfreeze -persistent node_name
# haconf -dump -makero
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4

クラスタの前半で、VCS サービスグループをオンラインにします。 次を入力します。
# hagrp -online group_name -sys node_name

CVM サービスグループをオンラインにした後、すべての GAB ポート u、v、w、f は
オンラインになり、すべての CFS マウントサービスグループも自動的にオンラインに
なります。フェールオーバーサービスグループのみ手動でオンラインにする必要が
あります。

5

VCS で管理されていない VxFS と CFS のファイルシステムを手動でマウントしま
す。［ダウンタイムが終わります。］

2 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード
2 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムをアップグレードするには
◆

必要に応じて、2 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムのアップグレードを
実行できます。
詳しくは、ご使用の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。
OS のアップグレードを実行する前に、ノードの起動時に LLT が自動的に起動しな
いことを確認します。
LLT が自動的に起動しないようにするには次のコマンドを実行します。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

または、LLT_START = 0 に設定して /etc/sysconfig/llt ファイルを変更でき
ます。
オペレーティングシステムのアップグレード完了後、必ず、LLT 設定を元の設定に
戻してください。

2 番目のサブクラスタのアップグレード
2 番目のサブクラスタをアップグレードするには

1

次を入力します。
# ./installer -upgrade node_name

2

クラスタの後半で、SFCFSHA を起動します（再ブートが不要な場合）。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -start sys3 sys4
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段階的アップグレードの完了
段階的アップグレードを完了するには

1

2 番目のサブクラスタのノードのクラスタ UUID が 1 番目のサブクラスタのノードのク
ラスタ UUID と同じであることを確認してください。次のコマンドを実行してクラスタの
UUID を表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -display nodename

クラスタ UUID が異なっている場合は、1 番目のサブクラスタのノードから、2 番目の
サブクラスタのノードにクラスタ UUID を手動でコピーします。次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -copy -from_sys ¥
node01 -to_sys node03 node04

2

2 番目のサブクラスタのノードで、すべての GAB ポート a、b、d、h、m、u、v、w、f
を ONLINE にします。すべての CFS マウントサービスグループも自動的にオンラ
インになります。

3

クラスタの後半で VCS で管理されていない VxFS および CFS のファイルシステム
を手動でマウントします。

4

どのノードが CVM マスターであるかを調べます。次を入力します。
# vxdctl -c mode

5

CVM マスターノードで、CVM プロトコルをアップグレードします。 次を入力します。
# vxdctl upgrade
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応答ファイルを使用した
SFCFSHA 自動アップグ
レードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SFCFSHA のアップグレード

■

SFCFSHA をアップグレードするための応答ファイルの変数

■

SFCFSHA をアップグレードするためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った SFCFSHA のアップグレード
一般に、あるシステムで SFCFSHA のアップグレードを実行した後にインストーラによっ
て生成された応答ファイルは、他のシステムで SFCFSHA をアップグレードするために
使えます。
SFCFSHA の自動アップグレードを実行するには

1

SFCFSHA をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていること
を確認します。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

SFCFSHA をアップグレードするシステムに応答ファイルをコピーします。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからアップグレードを開始します。 次に例を示し
ます。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

SFCFSHA をアップグレードするための応答ファイルの
変数
表 13-1 に、SFCFSHA を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示しま
す。
表 13-1

SFCFSHA をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{accepteula}

メディアの EULA.pdf ファイルに同意するかどうかを指
定します。
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{systems}

製品のインストールまたはアンインストールを行うシステ
ムのリストです。
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{upgrade}

インストールされたすべての RPM をアップグレードしま
す。
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{keys}{keyless}
CFG{keys}{license}

CFG{keys}{keyless} はシステムに登録されるキー
レスキーのリストです。
CFG{keys}{license} はシステムに登録されるユー
ザー定義のキーのリストです。
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
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変数

説明

CFG{opt}{keyfile}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイ
ルの場所を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやRPMを保管する
作業ディレクトリの作成場所を定義します。 デフォルトの
場所は /var/tmp です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{logpath}

ログファイルをコピーする場所を指定します。 デフォルト
の場所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{mirrordgname}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
システムのターゲットディスクグループ名を分割します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{splitmirror}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
作成される分割ミラーバックアップディスクグループを必
要とするシステムを指定します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{opt}{disable_dmp_native_support} 1 に設定した場合は、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-pathing サポートは
アップグレード後に無効になります。 アップグレード中に
ネーティブ LVM ボリュームグループと ZFS プールの
Dynamic Multi-Pathing サポートを維持すると、システ
ムに設定されたネーティブ LVM ボリュームグループと
ZFS プールの数に応じて RPM のアップグレード時間
が長くなります。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
CFG{opt}{patch_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
するパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch2_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 2 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch3_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 3 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch4_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 4 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch5_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 5 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{rootsecusrgrps}

クラスタに対する読み取りアクセスを、VCS オブジェクト
上で明示的な権限が付与されている root とその他の
ユーザーまたはユーザーグループにのみ付与するよう
選択されているかどうかを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{secusrgrps}

クラスタへの読み取りアクセス権が付与されたユーザー
グループの名前を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

SFCFSHA をアップグレードするためのサンプル応答
ファイル
キーレスキーを使って SFCFSHA をアップグレードするための応答ファイルの例を次に
示します。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{keys}{keyless}=[ qw(ENTERPRISE) ];
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{prod}="ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw(lxvcs05 lxvcs06) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
1;
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Volume Replicator 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。
■

Volume Replicator のアップグレード

Volume Replicator のアップグレード
以前のバージョンの Volume Replicator（VVR）が設定されている場合、Storage
Foundation 製品をアップグレードすると、製品インストーラが自動的に VVR をアップグ
レードします。
レプリケーションを中断せずにアップグレードするオプションが用意されています。
p.220 の 「レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード」 を参照してください。

レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード
ここでは、レプリケーションの進行中に、VVR を以前のバージョンから現在のバージョン
にアップグレードするための手順を説明します。この手順では、RDS 内のすべてのホス
トを同時にアップグレードする必要はないことを前提としています。
また、複数のバージョン間でレプリケーションを設定する必要がある場合もあります。
p.179 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。
プライマリホストとセカンダリホストの両方に以前のバージョンの VVR がインストールされ
ている場合、プライマリホストまたはセカンダリホストのいずれかでアップグレードを実行で
きます。 セカンダリホストは、RDS 内のプライマリホストより前にアップグレードすることを
推奨します。 ここには、プライマリホストのアップグレードとセカンダリホストのアップグレー
ドのための一連の手順が個別に含まれています。
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メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

セカンダリ上の VVR のアップグレード
次の手順に従って、セカンダリホストをアップグレードします。
セカンダリをアップグレードするには

1

次のコマンドを使って、プライマリの一時停止を開始することによってセカンダリホス
トへのレプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup pauserep local_rvgname sec_hostname

2

セカンダリ上の VVR 6.0.1 以降を VVR 7.2 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
■

ディスクグループを今すぐアップグレードします。 次を入力します。
# vxdg upgrade dgname

■

4

ディスクグループを後でアップグレードします。
ディスクグループを後でアップグレードする場合、ディスクグループをアップグ
レードする前に、レプリケーションを必ず一時停止してください。 また、レプリケー
ションを一時停止した後、プライマリおよびセカンダリのディスクグループをアッ
プグレードします。

次のコマンドを使って、プライマリからのレプリケーションを再開します。
# vradmin -g diskgroup resumerep local_rvgname sec_hostname

プライマリ上での VVR のアップグレード
セカンダリをアップグレードした後、製品のインストーラを使ってプライマリをアップグレー
ドします。
プライマリをアップグレードするには

1

次のコマンドを使ってプライマリの一時停止を開始することにより、プライマリホストへ
のレプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup pauserep local_rvgname

2

セカンダリ上の VVR 6.0.1 以降を VVR 7.2 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
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■

ディスクグループを今すぐアップグレードします。 次を入力します。
# vxdg upgrade dgname

■

4

ディスクグループを後でアップグレードします。
ディスクグループを後でアップグレードする場合、ディスクグループをアップグ
レードする前に、レプリケーションを必ず一時停止してください。 また、レプリケー
ションを一時停止した後、プライマリおよびセカンダリのディスクグループをアッ
プグレードします。

次のコマンドを使って、プライマリからのレプリケーションを再開します。
# vradmin -g diskgroup resumerep local_rvgname
sec_hostname

p.179 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。
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VirtualStore 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。
■

サポートされているアップグレードパス

■

SVS から SFCFSHA 7.2 へのアップグレード

サポートされているアップグレードパス
次の表に、VirtualStore（SVS）の Storage Foundation Cluster File System High
Availability（SFCFSHA）7.2 へのアップグレードを示します。
■

6.0.1

SVS から SFCFSHA 7.2 へのアップグレード
ここでは、VirtualStore（SVS）から Storage Foundation Cluster File System High
Availability（SFCFSHA）7.2 にアップグレードする方法について説明します。
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SVS を SFCFSHA 7.2 にアップグレードするには

1

VMware vCenter サーバーで SVS プラグインの登録を解除します。
# svsvmwadm -a unregister -v vcip -u user -p pass

次に例を示します。
# svsvmwadm -a unregister -v 10.143.007.132 -u admin -p xxxxxx

2

SVS サーバーを停止します。
# /opt/VRTS/bin/svsweb stop

3

アップグレード方法を選択してから、Enterprise SFCFSHA にアップグレードしま
す。
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アップグレード後のタスクの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

DAS ディスク名をリセットして FSS 環境のホスト名を含める

■

現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結合

■

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻す

■

CVM マスターノードは VCS で管理される VVR リソースのログ所有者の役割を引き
受ける必要がある

DAS ディスク名をリセットして FSS 環境のホスト名を含
める
7.1 より前のバージョンを使用している場合、FSS 環境の DAS ディスクの場合はホスト
名が接頭辞として使用されるように VxVM ディスク名を再生成する必要があります。ホス
ト接頭辞を使用して、ディスクの元を一意に識別できます。たとえば、ホスト sys1 上のディ
スク disk1 のデバイス名が sys1_disk1 と表示されます。
ディスク名を再生成するには、次のコマンドを実行します。
# vxddladm -c assign names

コマンドは、クラスタ内の各ノードで実行する必要があります。
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現在のディスクグループへのバックアップブートディスク
グループの再結合
アップグレード中、ミラー化されたブートディスクを分割した場合は、この手順を実行して
バックアップブートディスクグループを再結合します。 アップグレードが成功して再ブート
したら、ブートディスクグループを保持する必要はありません。
バックアップブートディスクグループを再結合するには
◆

backup_bootdg ディスクグループをブートディスクグループに再結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join backup_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。backup_bootdg はアップグレード中に

作成したバックアップブートディスクグループの名前です。

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディ
スクグループに戻す
この手順は、アップグレードが失敗し、そのアップグレード中にミラー化されたブートディ
スクを分割してバックアップした場合に実行します。 アップグレードしたときに作成したバッ
クアップに戻すことができます。
アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻すには

1

ブートディスクグループを確認するには、vxprint コマンドの出力で rootvol ボリュー
ムを探します。
# vxprint

2

vxdg コマンドを使って、現在ブートを実行しているブートディスクグループを特定し

ます。
# vxdg bootdg

3

バックアップブートディスクグループからオペレーティングシステムをブートします。

4

バックアップディスクグループに元のブートディスクグループを結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join original_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。original_bootdg は不要になったブート

ディスクグループです。
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CVM マスターノードは VCS で管理される VVR リソー
スのログ所有者の役割を引き受ける必要がある
SFCFSHA 環境または SF Oracle RAC 環境で VCS を使って RVGLogowner リソー
スを管理する場合は、次の手順を実行することをお勧めします。これらの手順によって、
CVM マスターノードがログ所有者の役割を常に引き受けるようになります。これらの手順
を実行しないと、CVM スレーブノードがログ所有者の役割を引き受けることが原因で、予
想外の問題が発生する可能性があります。
サービスグループに RVGLogowner リソースが含まれている場合は、TriggersEnabled
属性の値を PREONLINE に変更して有効にします。
コマンドラインから、RVGLogowner リソースを含むサービスグループの
TriggersEnabled 属性を有効にするには
◆

クラスタの任意のノードで次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify RVGLogowner_resource_sg TriggersEnabled PREONLINE

RVGLogowner_resource_sg は RVGLogowner リソースを含むサービスグループ
です。
preonline_vvr トリガを有効にするには、次のいずれかを実行します。
■

preonline トリガスクリプトがまだない場合には、サンプルトリガディレクトリから preonline
トリガスクリプトをトリガディレクトリにコピーします。
# cp /opt/VRTSvcs/bin/sample_triggers/VRTSvcs/preonline_vvr
/opt/VRTSvcs/bin/triggers/preonline

ファイルを実行できるように、ファイルの実行権を変更します。
■

preonline トリガスクリプトがすでにある場合には、/preonline のようなディレクトリを
作成し、既存の preonline トリガを T0preonline という名前でそのディレクトリに移動
します。preonline_vvr トリガを T1preonline という名前で同じディレクトリにコピーし
ます。

■

すでに複数のトリガを使っている場合には、preonline_vvr トリガを TNpreonline とし
てコピーします。この TN は次に大きな TN 番号にします。

227

4
設定後のタスク

■

第17章 設定後のタスクの実行

17
設定後のタスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード

■

クォータの切り替え

■

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化について

■

SFDB ツールの認証の設定について

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョンが 7、8、9、10 のファイルシステムのみ作
成してマウントできます。 ディスクレイアウトバージョン 6 は、以降のディスクレイアウトバー
ジョンにアップグレードする目的にかぎり、ローカルマウントのみを実行できます。
メモ: 64 ビットのクォータを使う予定の場合、最新のディスクレイアウトバージョン 10 にアッ
プグレードする必要があります。 それ以前のディスクレイアウトバージョンで 64 ビットの
クォータを使うことはこのリリースでは推奨されません。
ディスクレイアウトバージョン 6 は非推奨であり、ディスクレイアウトバージョン 6 のある既
存ファイルシステムはクラスタマウントできません。ディスクレイアウトバージョン 6 のあるク
ラスタファイルシステムをアップグレードするには、ファイルシステムをローカルマウントし
てファイルシステムをアップグレードし、次に以降バージョンに vxupgrade ユーティリティ
を使ってファイルシステムをアップグレードします。
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ディスクレイアウトバージョンをアップグレードするには
◆

ディスクレイアウトバージョン 6 からバージョン 10 にするには、 このファイルシステム
のディスクレイアウトを段階的にアップグレードする必要があります。 次に例を示しま
す。
#
#
#
#

vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade

-n
-n
-n
-n

7 /mnt
8 /mnt
9 /mnt
10 /mnt

vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクレイアウトバージョン 4 がある既存のファイルシステムは、vxfsconvert コマンド
を使ってディスクレイアウトバージョン 7 以降にアップグレードする必要があります。
vxfsconvert (1M) マニュアルページを参照してください。

メモ: ベリタスはこのリリースをアップグレードする前に、最もサポートが高いディスクレイア
ウトバージョンに既存ファイルシステムをアップグレードすることを推奨します。一度ディス
クレイアウトバージョンをアップグレードしたら、以前のバージョンにダウングレードするこ
とはできません。
ファイルシステムのディスクレイアウトバージョンは、次のコマンドを使って確認できます。
# fstyp -v /dev/vx/dsk/dg1/vol1 | grep -i version

ディスクレイアウトバージョンについて詳しくは、『Cluster File System High Availability
管理者ガイド』を参照してください。

クォータの切り替え
すべてのノードを 7.2 にアップグレードすると、グループとユーザーのクォータが無効に
されていた場合は有効になります。
グループとユーザーのクォータを有効にするには
◆

クォータの切り替え:
# vxquotaon -av
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セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効
化について
Veritas Product Authentication Service (AT) は、認証ブローカーのプラグインによる
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) のユーザー認証をサポートします。AT
は、OpenLDAP や Windows Active Directory など、すべての一般的な LDAP 配布を
サポートします。
セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS ユーザーが LDAP ドメインに属する場合、
LDAP 認証プラグインを有効にする必要があります。
インストール時に VCS ユーザーを追加していない場合でも、後でユーザーを追加でき
ます。
VCS ユーザーを追加する手順については、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。
図 17-1 は、クラスタがセキュアモードで動作する場合の LDAP サーバーとの SFCFSHA
クラスタ通信を示しています。
図 17-1

LDAP サーバーとのクライアント通信
VCS クライアント

1. ユーザーが HA コマンド
を実行すると、AT が認証
ブローカーを使ってユー
ザー認証を開始します。

4. AT がユーザーにクレデンシャ
ルを発行して、コマンドの処理
を続行します。
VCS ノード
（認証ブローカー）

2. VCS ノードの認証ブローカーが
LDAP ディレクトリを使って LDAP
バインド操作を実行します。

3. LDAP バインドが正常に行わ
れると、AT が LDAP ディレ
クトリからグループ情報を取得し
ます。
LDAP サーバー（OpenLDAP
または Windows Active
Directory など）

LDAP コマンド（ldapadd、ldapmodify、ldapsearch など）の LDAP スキーマと構文は
LDAP の実装方法によって異なります。
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Veritas Product Authentication Service の LDAP ドメインを追加する前に、LDAP 環
境に関する次の情報を書き留めます。
■

使用する LDAP スキーマのタイプ（デフォルトは RFC 2307）
■

UserObjectClass（デフォルトは posixAccount）

■

UserObject 属性（デフォルトは uid）

■

ユーザーグループ属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループオブジェクトクラス（デフォルトは posixGroup）

■

GroupObject 属性（デフォルトは cn）

■

ユーザー GID 属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループメンバーシップ属性（デフォルトは memberUid）

■

LDAP ディレクトリの URL

■

ユーザーコンテナの識別名（たとえば UserBaseDN=ou=people,dc=comp,dc=com）

■

グループコンテナの識別名（たとえば GroupBaseDN=ou=group,dc=comp,dc=com）

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化
次の手順では LDAP 認証のプラグインモジュールを有効にする方法を示します。この項
では OpenLDAP と Windows Active Directory LDAP の配布例を示します。
LDAP 認証を有効にする前に、次の手順を完了します。
■

クラスタがセキュアモードで動作していることを確認します。
# haclus -value SecureClus

出力の戻り値は 1 である必要があります。
■

AT のバージョンが 6.1.6.0 以降であることを確認します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showversion
vssat version: 6.1.12.8
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セキュアモードで動作するクラスタの OpenLDAP 認証を有効化するには

1

-d オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-d オプショ

ンを使うと LDAP プロパティファイル（優先順位設定された属性リスト）が検出され、
取得されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-d -s domain_controller_name_or_ipaddress -u domain_user
Attribute list file name not provided, using AttributeList.txt
Attribute file created.

属性ファイル内のエントリを表示するには、catatldapconf コマンドが使えます。

2

-c オプションを使って LDAP 設定ツールを実行します。-c オプションを使うと LDAP

ドメインを追加するための CLI ファイルが作成されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-c -d LDAP_domain_name
Attribute list file not provided, using default AttributeList.txt
CLI file name not provided, using default CLI.txt
CLI for addldapdomain generated.

3

-x オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-x オプショ

ンを使うと CLI ファイルが読み込まれ、AT にドメインを追加するコマンドが実行され
ます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf -x
Using default broker port 14149
CLI file not provided, using default CLI.txt
Looking for AT installation...
AT found installed at ./vssat
Successfully added LDAP domain.
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4

AT のバージョンを確認し、Windows Active Directory サーバーの統合が完了した
ことを確認するために LDAP ドメインを一覧表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showversion
vssat version: 6.1.12.8
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat listldapdomains
Domain Name : mydomain.com
Server URL : ldap://192.168.20.32:389
SSL Enabled : No
User Base DN : CN=people,DC=mydomain,DC=com
User Object Class : account
User Attribute : cn
User GID Attribute : gidNumber
Group Base DN : CN=group,DC=domain,DC=com
Group Object Class : group
Group Attribute : cn
Group GID Attribute : cn
Auth Type : FLAT
Admin User :
Admin User Password :
Search Scope : SUB

5

クラスタ内の他のドメインを確認します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showdomains
-p vx

コマンド出力に見つかったドメイン数が、ドメイン名とドメインのタイプ付きで一覧表
示されます。
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6

ユーザーのクレデンシャルを生成します。
# unset EAT_LOG
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat authenticate
¥
-d ldap:LDAP_domain_name -p user_name -s user_password -b ¥
localhost:14149

7

該当する場合はルート以外のユーザーを追加します。
# useradd user1
# passwd pw1
Changing password for "user1"
user1's New password:
Re-enter user1's new password:
# su user1
# bash
# id
uid=204(user1) gid=1(staff)
# pwd
# mkdir /home/user1
# chown user1 /home/ user1
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8

VCS 設定にルート以外のユーザーを追加します。

# haconf -makerw
# hauser -add user1
# haconf -dump -makero

9

ルート以外のユーザーとしてログインし、LDAP ユーザーとして VCS コマンドを実行
します。
# cd /home/user1
# ls
# cat .vcspwd
101 localhost mpise LDAP_SERVER ldap
# unset VCS_DOMAINTYPE
# unset VCS_DOMAIN
# /opt/VRTSvcs/bin/hasys -state
#System

Attribute

Value

cluster1:sysA

SysState

FAULTED

cluster1:sysB

SysState

FAULTED

cluster2:sysC

SysState

RUNNING

cluster2:sysD

SysState

RUNNING

SFDB ツールの認証の設定について
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証を設定するには、次のタスク
を実行します。
認証を必要とするための vxdbd デーモンの設 p.237 の 「SFDB ツール認証のための vxdbd の
設定」 を参照してください。
定
SFDB ツールの認証を使用しているクラスタへ
のノードの追加

p.265 の 「SFDB ツールに対して認証を使って
いるクラスタへのノードの追加」 を参照してくださ
い。
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SFDB ツール認証のための vxdbd の設定
vxdbd を設定するには、root ユーザーとして次の手順を実行します

1

認証サービスを設定する sfae_auth_op コマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o setup
Setting up AT
Starting SFAE AT broker
Creating SFAE private domain
Backing up AT configuration
Creating principal for vxdbd

2

vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.

3

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が存在しない場合、cp
/opt/VRTSdbed/bin/admin.properties.example
/etc/vx/vxdbed/admin.properties を使用します。

4

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
vxdbd has been enabled and the daemon has been started.
It will start automatically on reboot.

vxdbd デーモンは認証を必要とするように設定されました。

237

5
ディザスタリカバリ環境の設
定

■

第18章 ディザスタリカバリ環境の設定

18
ディザスタリカバリ環境の設
定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFCFSHA 用のディザスタリカバリオプション

■

ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定について

■

SFCFSHA のグローバルクラスタ環境の設定について

■

VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケーション設
定について

SFCFSHA 用のディザスタリカバリオプション
SFCFSHA は次を使うディザスタリカバリ環境の設定をサポートしています。
■

キャンパスクラスタ

■

レプリケーションとの GCO（グローバルクラスタ化オプション）

■

レプリケーションのための VVR（ Volume Replicator）を使うグローバルなクラスタ化

ディザスタリカバリ環境の計画について詳しくは、次を参照してください。
このインストールガイドの手順に従って、他のクラスタに対して行うのと同様に、ディザスタ
リカバリ環境のクラスタをインストールして設定できます。
ディザスタリカバリ環境を実装するためのタスクの概要説明について詳しくは、次を参照
してください。
p.240 の 「ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定について」 を参照してくだ
さい。
p.242 の 「SFCFSHA のグローバルクラスタ環境の設定について」 を参照してください。
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p.243 の 「VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケー
ション設定について」 を参照してください。
クラスタのインストールと設定後のディザスタリカバリ環境の設定について詳しくは、
『Veritas InfoScale™ ディザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。

ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定に
ついて
キャンパスクラスタ:
■

ノード間のネットワークアクセスを保証する高速ケーブルを使って接続されます。

■

単一のクラスタで、ローカルの範囲内の高可用性とディザスタリカバリ機能を実現しま
す。

■

Veritas Volume Manager（VxVM）を使ってサイトにわたってミラー化を行う共有ディ
スクグループを活用するキャンパスクラスタをサポートしています。

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability（SFCFSHA）によって
サポートされます。

次の高レベルのタスクは、パラレルクラスタデータベース環境のキャンパスクラスタの設定
手順を示します。 例の値は SF for Oracle RAC に指定されたもので、別のデータベー
スアプリケーションを使う SFCFSHA クラスタと適合する必要があります。
表 18-1

ディザスタリカバリ用のパラレルキャンパスクラスタを設定するため
のタスク

タスク

説明

キャンパスクラスタを設定するための準備 『Veritas InfoScale™ ディザスタリカバリ実装ガイド』を
参照してください。
データ破損を防止するための I/O フェン
シングの設定

『Veritas InfoScale™ ディザスタリカバリ実装ガイド』を
参照してください。

Oracle RAC Clusterware とデータベー
スのバイナリをインストールする準備

『Storage Foundation for Oracle RAC 設定/アップグ
レードガイド』を参照してください。

データベースソフトウェアをインストールす データベースのマニュアルを参照してください。
る準備
キャンパスクラスタ用の VxVM ディスクグ
ループの設定

『Veritas InfoScale™ ディザスタリカバリ実装ガイド』を
参照してください。
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タスク

説明

Oracle RAC Clusterware とデータベー
スバイナリのインストール

Oracle RAC の場合は、『Storage Foundation for
Oracle RAC 設定/アップグレードガイド』を参照してく
ださい。
SFCFSHA の場合は、データベースのマニュアルを参
照してください。

データベースソフトウェアのインストール

データベースのマニュアルを参照してください。

VCS サービスグループの設定

『Veritas InfoScale™ ディザスタリカバリ実装ガイド』を
参照してください。
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4 ノード SFRAC
キャンパスクラスタの物理的な構
SF Oracle RAC の設定例
成図

図 18-1
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この例ではコーディネーションポイント（CP）サーバーは使われていませんが、コーディ
ネータディスクの 3 番目のサイトの代わりに使うこともできます。

SFCFSHA のグローバルクラスタ環境の設定について
並列クラスタがある環境のためのグローバルクラスタの設定には、多数のコンポーネント
設定タスク間で、調整が必要になります。 ここに手順をガイドラインとして示します。 各ク
ラスタで SFCFSHA をインストールして設定する場合は『Veritas InfoScale ディザスタリ
カバリ実装ガイド』が必要です。
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■

プライマリサイトで SFCFSHA クラスタを設定する

■

セカンダリサイトで SFCFSHA クラスタを設定する

■

グローバルクラスタ環境を設定する

■

HA/DR 設定をテストする

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替える

VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバ
ルクラスタのレプリケーション設定について
SFCFSHA と Volume Replicator のある環境のグローバルクラスタの設定には、多数の
コンポーネント設定タスク間で、調整が必要になります。 次に一覧表示されているタスク
はガイドラインです。
グローバルクラスタ用に 2 つのクラスタを設定する前に、次のことを確認してください。
■

キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、SFCFSHA
の正しいインストールオプションが有効であることを検証します。 グローバルクラスタ
に GCO オプションが必要であり、VVR が使用可能である必要があります。
SFCFSHA の要件とライセンス情報を確認します。

■

両方のクラスタに SFCFSHA ソフトウェアがインストールされ、設定されている必要が
あります。

メモ: 両方のクラスタは同時にインストールし、設定できます。また、2 番目のクラスタを 1
番目のクラスタの設定後に設定できます。
このガイドを使って各クラスタでの SFCFSHA のインストールと設定を行えます。 VVR を
使うクラスタ間のグローバルクラスタ環境とレプリケーションの設定について詳しくは、次
のマニュアルを参照してください。
『Veritas InfoScale ディザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。
2 つのクラスタがインストールされ、設定されると、VVR を使ってグローバルクラスタ環境
を設定できるようになります。 グローバルクラスタ環境のレプリケーションをサポートするよ
うに両方のクラスタ設定を修正するため、次のタスクを実行する必要があります。
VVR を使うグローバルクラスタとレプリケーションが設定されたら、この設定に対応する次
のレプリケーションの使用例に従います。
■

リモートサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

セカンダリサイトによるプライマリサイトの役割のテイクオーバー

■

セカンダリサイトへのプライマリサイトの役割の移行
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■

新しいプライマリサイトの役割の元のプライマリサイトへの移行

■

停電の後のテイクオーバー

■

停電の後の再同期

■

変更を反映するための rlink の更新

レプリケーションの使用例について詳しくは、
『Veritas InfoScale ディザスタリカバリ実装ガイド』を参照してください。
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ノードの追加と削除

■

第19章 SFCFSHA クラスタへのノードの追加

■

第20章 SFCFSHA クラスタからのノードの削除

19
SFCFSHA クラスタへのノー
ドの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタへのノードの追加について

■

クラスタにノードを追加する前に

■

Veritas InfoScale インストーラを使ったクラスタへのノードの追加

■

手動によるクラスタへのノードの追加

■

応答ファイルを使ったノードの追加

■

新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定

■

SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノードの追加

■

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例

クラスタへのノードの追加について
Veritas InfoScale をインストールしてクラスタを作成すると、クラスタでのノードの追加や
削除を行うことができます。最大 64 のノードからなるクラスタを作成できます。
次の方法でノードを追加できます。
■

製品インストーラを使う

■

手動

次の表に、既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加するために必要なタスクの概略を
示します。
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表 19-1

クラスタにノードを追加するためのタスク

手順

説明

クラスタにノードを追加する前に、前 p.247 の 「クラスタにノードを追加する前に」 を参照してくださ
提条件を満たしていることを確認し、 い。
準備タスクを完了してください。
クラスタに新しいノードを追加しま
す。

p.250 の 「Veritas InfoScale インストーラを使ったクラスタへ
のノードの追加」 を参照してください。
p.253 の 「手動によるクラスタへのノードの追加」 を参照して
ください。

クラスタに新しいノードを追加したら、 p.260 の 「新しいノードの CVM と CFS の設定」 を参照して
そのノードの設定を行います。
ください。
SFDB（Storage Foundation for
p.265 の 「SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへ
Databases）ツールを使用している のノードの追加」 を参照してください。
場合は、リポジトリデータベースを更
p.266 の 「ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
新する必要があります。
Databases）リポジトリの更新」 を参照してください。

この手順例では、既存の 2 ノードクラスタにノードを追加する方法を説明します。

クラスタにノードを追加する前に
既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加する準備を始める前に、次の準備作業を行う
必要があります。
■

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされていることを確認する。

■

ハードウェアを設定する。

■

新しいノードを準備する。

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされていることを確認するには

1

SFCFSHA のハードウェアとソフトウェアの必要条件を確認します。

2

新しいシステムのオペレーティングシステムのバージョンとパッチレベルが既存のク
ラスタのものと同じであることを確認します。

3

既存のクラスタが Enterprise でインストールされ、そのクラスタ上で SFCFSHA が
動作していることを確認します。
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4

クラスタが以前のバージョンからアップグレードされている場合は、クラスタプロトコル
のバージョンを調べて、追加するノードと同じバージョンであることを確認してくださ
い。 プロトコルが一致しない場合、そのノードを既存のクラスタに参加させることはで
きません。
次のコマンドを使って、クラスタプロトコルのバージョンを確認します。
# vxdctl protocolversion
Cluster running at protocol 160

5

マスターノードのクラスタプロトコルがバージョン 160 よりも前である場合は、以下を
使ってアップグレードします。
# vxdctl upgrade [version]

既存のクラスタに新しいシステムを設定する前に、図 19-1 に示す手順に従ってクラスタ
にシステムを物理的に追加する必要がありす。
2 つのスイッチを使った、2 ノードクラスタへのノードの追加

図 19-1
パブリック
ネットワーク

共有ストレージ
既存のノード 1

既存のノード 2

ハブまたは
スイッチ

プライベート
ネットワーク

新しい
ノード

ハードウェアを設定するには

1

SFCFSHA プライベートネットワーク用イーサネットコントローラを接続します。
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必要に応じて次のタスクを実行します。
■

クラスタにノードを追加するとき、プライベートネットワーク接続のための独立した
スイッチまたはハブを使用します。 2 ノードのクラスタにはクロスオーバーケーブ
ルのみを使うことができます。そのためスイッチまたはハブのケーブルをスワップ
アウトしなければならないことがあります。

■

すでに独立したハブを使っている場合は、新しいノードの 2 つのイーサネットコ
ントローラをその独立したハブに接続します。

図 19-1 は、2 つの独立したハブを使って、既存の 2 ノードクラスタに新しいノードを
追加している様子を示しています。

2

次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

ノードが既存のノードと同じ共有ストレージデバイスに接続されている必要があり
ます。

■

ノードがクラスタの 2 つの独立したスイッチにプライベートネットワークで接続され
ている必要があります。
詳しくは、『Cluster Server 設定およびアップグレードガイド』を参照してくださ
い。

■

新しいノード上のプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェース
の名前がクラスタの既存のノードと同じである必要があります。

既存の SFCFSHA クラスタに新しいノードを追加する前に、そのノードで次の準備手順
を完了します。
新しいノードを準備するには

1

インストーラプログラムのあるフォルダに移動します。 新しいノードがインストールの
必要条件を満たしていることを確認します。
# ./installer -precheck

2

設定を行わず、新しいシステムに Veritas InfoScale Enterprise RPM のみをインス
トールします。 既存のノードで使用できるすべての VRTS RPM が新しいノードでも
使用できることを確認します。
# ./installer

メッセージを表示された場合 SFCFSHA を設定しないでください。
Would you like to configure InfoScale Enterprise after
installation?
[y,n,q] (n) n
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Veritas InfoScale インストーラを使ったクラスタへの
ノードの追加
Veritas InfoScale インストーラで -addnode オプションを使って、ノードをクラスタに追加
できます。
Veritas InfoScale インストーラで次のタスクが実行されます。
■

ノードと既存のクラスタが通信の必要条件を満たしていることを確認する。

■

新しいノードにインストールされているが設定はされていない製品と RPM を確認しま
す。

■

新しいノードでネットワークインターフェースを検出し、インターフェースの設定を確認
します。

■

新しいノードで次のファイルを作成する。
/etc/llttab
/etc/VRTSvcs/conf/sysname

■

次のファイルを更新して既存のノードから新しいノードにコピーする。
/etc/llthosts
/etc/gabtab
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

■

既存のクラスタから新しいノードに次のファイルをコピーする
/etc/vxfenmode
/etc/vxfendg
/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/sysconfig/llt
/etc/sysconfig/gab
/etc/sysconfig/vxfen

■

既存のクラスタで使っているフェンシングモードに応じて、ディスクベースのフェンシン
グまたはサーバーベースのフェンシングを設定する。

■

VCS 設定で CVM と ClusterService のサービスグループに新しいノードを追加す
る。
メモ: VCS に設定されている他のサービスグループでは、新しいノードの設定を手動
で更新してください。

■

SFCFSHA プロセスを起動し、新しいノードで CVM と CFS を設定します。

プロセスの終了後に、新しいノードが SFCFSHA クラスタに参加します。
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メモ: 既存のクラスタにサーバーベースのフェンシングを設定した場合は、CP サーバー
に新しいノードのエントリが含まれていないことを確認します。 CP サーバーにすでに新
しいノードのエントリが含まれている場合は、クラスタにノードを追加する前にこれらのエ
ントリを削除します。削除しない場合は、プロセスでエラーが起きることがあります。
p.276 の 「CP サーバーからのノード設定の削除」 を参照してください。
インストーラを使って既存のクラスタにノードを追加するには

1

既存のクラスタのノードのいずれかに root ユーザーとしてログインします。

2

-addnode オプションを指定して Veritas InfoScale インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -addnode

インストーラにより、著作権メッセージと、一時インストールログの格納場所が表示さ
れます。

3

既存の SFCFSHA クラスタのノード名を入力します。
インストーラでは既存のクラスタを識別するためにノード情報が使われます。
Enter the name of any one node of the InfoScale ENTERPRISE cluster
where you would like to add one or more new nodes: sys1

4

クラスタ情報を見直して確認します。

5

クラスタに新しいノードとして追加するシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces
to add to the cluster: sys5

インストーラでクラスタへのノードの追加を確認するメッセージが表示されるかどうか
を確認します。
インストーラによってノードにインストールされた製品とRPMが確認され、ネットワー
クインターフェースが検出されます。
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6

第 1 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on sys5: [b,q,?] eth1
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on sys5: [b,q,?] eth2

メモ: クラスタの可用性を高くするために、少なくとも 2 つのプライベートハートビート
リンクを設定する必要があります。

7

既存のクラスタに設定されている LLT リンクの数に応じて、新しいノードに追加プラ
イベートハートビートリンクを設定します。
インストーラによってネットワークインターフェースの設定が確認され、情報が表示さ
れます。

8

情報を確認します。

9

既存のクラスタで SMTP、SNMP、グローバルクラスタオプションを設定している場
合は、新しいノードの NIC 情報を求めるメッセージが表示されます。
Enter the NIC for VCS to use on sys5: eth3

10 新しいノードに共有ボリュームをマウントするオプションがインストーラに表示されま
す。 マウントするには y を選択します。
完了すると、インストーラでボリュームのマウントが確認されます。 インストーラは、実
行された処理の詳細と、ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を示しま
す。
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11 既存のクラスタでサーバーベースのフェンシングを使用している場合は、インストー
ラが新しいノードでサーバーベースのフェンシングを設定します。
その後、必須プロセスのすべてが起動し、新しいノードがクラスタに参加します。
インストーラは、実行された処理の詳細と、ログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の場所を示します。
クラスタのセキュリティを有効にすると、インストーラが次のメッセージを表示します。
Since the cluster is in secure mode, check the main.cf whether
you need to modify the usergroup that you would like to grant
read access. If needed, use the following commands to modify:
# haconf -makerw
# hauser -addpriv <user group> GuestGroup
# haconf -dump -makero

12

lltstat -n コマンドと gabconfig -a コマンドを使って、新しいノードが SFCFSHA

クラスタに参加したことを確認してください。

手動によるクラスタへのノードの追加
クラスタにノードを手動で追加する予定がある場合にのみ、Veritas InfoScale Enterprise
をインストールした後にこの手順を実行します。
表 19-2

クラスタにノードを手動で追加するための手順

手順

説明

新しいノードで Veritas Volume
Manager（VxVM）を起動します。

p.254 の 「新しいノードの VxVM の起動」 を参照してくださ
い。

新しいノードのクラスタプロセスを設 p.255 の 「新しいノードのクラスタプロセスの設定」 を参照し
定します。
てください。
既存クラスタのフェンシング設定と一 p.259 の 「新しいノードでのフェンシングの起動」 を参照して
致するように、新しいノードのフェン ください。
シングを設定します。
サーバーベースの I/O フェンシング
を使うように既存のクラスタが設定さ
れている場合は、新しいノードにサー
バーベースの I/O フェンシングを設
定します。
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手順

説明

VCS を起動します。

p.260 の 「新しいノードで VCS を起動するには」 を参照して
ください。

CVM と CFS を設定します。

p.260 の 「新しいノードの CVM と CFS の設定」 を参照して
ください。

ClusterService グループが既存の p.261 の 「新しいノードへの ClusterService グループの設
クラスタに設定されたら、そのグルー 定」 を参照してください。
プにノードを追加します。

新しいノードの VxVM の起動
Veritas Volume Manager（VxVM）ではアクセスを制御するためにライセンスキーが使わ
れます。 vxinstall ユーティリティの実行中に、n と入力するとライセンスに関するメッ
セージが表示されます。 インストーラプログラムを実行した際に、適切なライセンスがイン
ストールされています。
新しいノードで VxVM を起動するには

1

新しいノードで VxVM を起動するには、vxinstall ユーティリティを使います。
# vxinstall

2

システム全体のディスクグループを設定するように求めるメッセージが表示されたら、
n と入力します。
インストールが完了します。

3

VxVM デーモンが起動されていることを確認します。 次のコマンドを入力します。
# vxdisk list

出力に共有ディスクが表示され、エラーがないことを確認します。
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新しいノードのクラスタプロセスの設定
新しいノードでクラスタプロセスを設定するには、次の手順を実行します。

1

Red Hat Linux の場合は、新しいシステムで /etc/sysctl.conf ファイルを修正して、
アプリケーションで必要な共有メモリと他のパラメータを設定します。詳しくは、アプリ
ケーションのマニュアルを参照してください。 共有メモリのパラメータの値は、システ
ムを再起動すると有効になります。
SUSE Linux には適用しないでください。

2

既存のノードで、/etc/llthosts ファイルを編集します。 vi などのテキストエディタを
使って、ファイルに新しいノードの行を追加します。 ファイルは次のようになります。
0 sys1
1 sys2
2 sys5

3

/etc/llthosts ファイルを既存システムの 1 つから、新しいシステムにコピーしま

す。 /etc/llthosts ファイルはクラスタにあるすべてのノードで同じである必要が
あります。

4

新しいシステムに /etc/llttab ファイルを作成します。 次に例を示します。
set-node sys5
set-cluster 101
link eth1 eth-[MACID for eth1] - ether - link eth2 eth-[MACID for eth2] - ether - -

ノードを参照する最初の行を除いて、このファイルは既存のノード上にある /etc/llttab
ファイルと同じ内容になります。 2 行目のクラスタ ID は、既存のノードと同じにする
必要があります。

5

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/gabtab ファイルを作成し
ます。 このファイルには、次の例のような行を含める必要があります。
/sbin/gabconfig -c -nN

N は、新しいノードを含むクラスタ内のシステム数です。 クラスタ内に 3 つのシステ
ムが存在する場合は、N が 3 になります。

6

既存の各システムで /etc/gabtab ファイルを編集して、新しいシステムのファイルと
内容が一致するように変更します。
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7

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/VRTSvcs/conf/sysname
ファイルを作成します。 このファイルにはクラスタに追加される新しいノードの名前が
含まれている必要があります。
次に例を示します。
sys5

8

新しいノードに汎用一意識別子ファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid を作成しま
す。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -rsh -clus -copy ¥
-from_sys sys1 -to_sys sys5

9

新しいノードで LLT、GAB、ODM ドライバを起動します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start
# /etc/init.d/odm restart

10 新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen df204 membership 012

セキュアモードで動作するノードの設定
セキュアモードで動作しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで動作していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進んでください。
以下のコマンド例では、表 19-3 に示す次の情報を使います。
表 19-3

コマンド例の定義

名前

完全修飾ホスト名（FQHN） 機能

sys5

sys5.nodes.example.com

クラスタに追加する新しいノード
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sys5 ノードでの認証ブローカーの設定
sys5 ノード上で認証ブローカーを設定するには

1

埋め込まれた認証ファイルを抽出し、一時ディレクトリにコピーします。
# mkdir -p /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup
# cd /tmp; gunzip -c /opt/VRTSvcs/bin/VxAT.tar.gz | tar xvf -

2

セットアップファイルを手動で編集します。
# cat /etc/vx/.uuids/clusuuid 2>&1

出力は UUID を示す文字列です。 この UUID （{ and } なし）はセットアップファイル
の ClusterName として使われます。
{UUID}
# cat /tmp/eat_setup 2>&1

ファイルの内容は次の例のようになります。
AcceptorMode=IP_ONLY
BrokerExeName=vcsauthserver
ClusterName=UUID
DataDir=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER
DestDir=/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver
FipsMode=0
IPPort=14149
RootBrokerName=vcsroot_uuid
SetToRBPlusABorNot=0
SetupPDRs=1
SourceDir=/tmp/VxAT/version
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3

埋め込まれた認証ファイルを設定します。
# cd /tmp/VxAT/version/bin/edition_number; ¥
./broker_setup.sh/tmp/eat_setup
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssregctl -s -f
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER/root/.VRTSat/profile ¥
/VRTSatlocal.conf -b 'Security¥Authentication ¥
¥Authentication Broker' -k UpdatedDebugLogFileName ¥
-v /var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log -t string

4

bkup ディレクトリ全体をコピーして、クラスタの単一ノードから sys5 にブローカーの

信用証明をコピーします。
bkup ディレクトリの内容は次の例のようになります。
# cd /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup/
# ls
CMDSERVER

5

HAD

VCS_SERVICES

WAC

VCS_SERVICES ドメインをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER -f
/var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/VCS_SERVICES -p password

6

HAD、CMDSERVER、WAC のクレデンシャルをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCS_SERVICES -f
/var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/HAD -p password

7

sys5 上で vcsauthserver プロセスを開始します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh
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8

次のタスクを実行します。
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CLIENT
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST
# export EAT_DATA_DIR='/var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST'
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat setuptrust -b
¥
localhost:14149 -s high

9

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

新しいノードでのフェンシングの起動
新しいノードでフェンシングを起動するには、次の手順を実行します。
新しいノードでフェンシングを起動するには

1

1 つ以上のノードでディスクベースのフェンシングを使っている場合は、既存のクラ
スタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーします。
/etc/sysconfig/vxfen
/etc/vxfendg
/etc/vxfenmode

p.264 の 「新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定」 を参照してくだ
さい。

2

新しいノードでフェンシングを起動します。

3

新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、b、d であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port b gen
df20d membership 012
Port d gen
df20a membership 012

新しいノードの追加後
新しいノードで VCS を起動します。
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新しいノードで VCS を起動するには

1

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

VCS によって、CVM グループがオンラインになります。

2

CVM グループがオンラインであることを確認します。
# hagrp -state

新しいノードの CVM と CFS の設定
既存のクラスタ設定を変更して、新しいノードの Cluster Volume Manager（CVM）と
Cluster File System（CFS）を設定します。
新しいノードに CVM と CFS を設定するには

1

以前の手順でバックアップを作成していない場合は、既存のノードに main.cf ファイ
ルのバックアップを作成します。次に例を示します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

既存のクラスタのノードの 1 つで、クラスタの設定を読み書き両用モードに設定しま
す。
# haconf -makerw

3

まだ追加されていない場合、VCS の設定に新しいノードを追加します。
# hasys -add sys5

4

既存のクラスタが新しいノードを認識できるようにするには、既存のいずれかのノー
ドで次のコマンドを実行します。
#
#
#
#
#
#

hagrp -modify cvm SystemList -add sys5 2
hagrp -modify cvm AutoStartList -add sys5
hares -modify cvm_clus CVMNodeId -add sys5 2
haconf -dump -makero
/etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
/etc/vx/bin/vxclustadm nidmap
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5

既存のクラスタの残りのノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

6

いずれかの既存のクラスタノードから新しいノードに設定ファイルをコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf

7

/etc/vx/tunefstab ファイルは、ローカルマウントされたファイルシステムとクラス

タマウントされたファイルシステムに、デフォルト以外のチューニングパラメータを設
定します。
既存のクラスタノードのいずれかでクラスタマウントされたファイルシステムをチュー
ニングするために、/etc/vx/tunefstab ファイルを設定した場合、新しいノードを
使用して同じチューニングパラメータの一部またはすべてを採用すると便利です。
一部、またはすべてのチューニングパメータを採用するには、ファイルの内容を確認
し、ファイルか使用したい部分のいずれかを、新しいクラスタノードの
/etc/vx/tunefstab ファイルにコピーします。

新しいノードへの ClusterService グループの設定
既存のクラスタで ClusterService グループが設定されている場合は、既存のクラスタの
ノードのいずれかで次の手順を実行して、グループにノードを追加します。
新しいノードに ClusterService グループを設定するには

1

既存のノード（sys1 など）で、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

既存の ClusterService グループにノード sys5 を追加します。
# hagrp -modify ClusterService SystemList -add sys5 2
# hagrp -modify ClusterService AutoStartList -add sys5
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3

新しいノードの既存のグループで IP アドレスと NIC リソースを修正します。
# hares -modify gcoip Device eth0 -sys sys5
# hares -modify gconic Device eth0 -sys sys5

4

任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero

応答ファイルを使ったノードの追加
通常、インストーラが 1 つのシステムに生成した応答ファイルを使うと、既存のクラスタに
ノードを追加できます。
応答ファイルを使ってノードを追加するには

1

ノードを追加するシステムが要件を満たしていることを確認します。

2

既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加するための準備に必要なすべてのタスク
が完了していることを確認します。

3

ノードを追加するシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.263 の 「ノードを SFCFSHA クラスタに追加するための応答ファイルの例」 を参照
してください。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.263 の 「SFCFSHA クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからノードの追加を開始します。 次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
既存のクラスタのフェンシング設定に応じて、インストーラが新しいノードでフェンシ
ングを設定します。 その後、必須プロセスのすべてが起動し、新しいノードがクラス
タに参加します。 インストーラは、実行された処理の詳細と共に、ログファイルと概略
ファイルの場所を示します。
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SFCFSHA クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数
表 19-4 に、SFCFSHA クラスタにノードを追加するために定義できる応答ファイルの変
数の一覧を示します。
表 19-4

SFCFSHA クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数

変数

説明

$CFG{opt}{addnode}

既存のクラスタにノードを追加します。
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{newnodes}

クラスタに追加する新しいノードを指定
します。
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

ノードを SFCFSHA クラスタに追加するための応答ファイルの例
次に、SFCFSHA クラスタにノードを追加するための応答ファイルの例を示します。
our %CFG;
$CFG{clustersystems}=[ qw(sys1) ];
$CFG{newnodes}=[ qw(sys5) ];
$CFG{opt}{addnode}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{prod}=" ENTERPRISE72";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys5) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys5}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys5}="eth2";
1;
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新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定
この項では、新しいノードにサーバーベースのフェンシングを設定するための手順につ
いて説明します。
新しいノード上でサーバーベースのフェンシングを設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s cps1.example.com ¥
-a add_node -c clus1 -h sys5 -n2
Node 2 (sys5) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s cps1.example.com -a list_nodes

出力に新しいノードが一覧表示される必要があります。

4

ピアノードから新しいノードに証明書をコピーします。

p.147 の 「クライアントノードにおけるクライアントキーと証明書の手動による生成 」 を参照
してください。

vxfen サービスグループへの新しいノードの追加
vxfen サービスグループに新しいノードを追加するには、次の手順に従います。
CLI を使って vxfen グループに新しいノードを追加するには

1

既存の SFCFSHA クラスタノードのいずれかで、クラスタの設定を読み書き両用モー
ドに設定します。
# haconf -makerw

2

既存の vxfen グループに sys5 を追加します。
# hagrp -modify vxfen SystemList -add sys5 2

3

SFCFSHA クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノー
ドの追加
SFDB ツール用の認証を使用してクラスタにノードを追加するには、root ユーザーとし
て次の手順を実行します

1

sfae_auth_op コマンドの -o export_broker_config オプションを使用して、す

でに認証済みのクラスタ内のノードから、認証データをエクスポートします。
-f オプションを使用して、エクスポートされたデータを格納されるファイル名を指定

します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o export_broker_config -f exported-data

2

scp または rcp といった、利用できるコピー方法で、エクスポートされたファイルを新

しいノードにコピーします。

3

sfae_auth_op コマンドの -o import_broker_config オプションを使用して、新

しいノードに認証データをインポートします。
-f オプションを使用して、手順 2 でコピーしたファイルの名前を指定します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o import_broker_config -f exported-data
Setting up AT
Importing broker configuration
Starting SFAE AT broker

4

新しいノードの vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.

5

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が存在しない場合、cp
/opt/VRTSdbed/bin/admin.properties.example
/etc/vx/vxdbed/admin.properties を使用します。

6

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
vxdbd has been enabled and the daemon has been started.
It will start automatically on reboot.
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新しいノードは、クラスタと対話するように認証されて、SFDB コマンドを実行します。

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
設定で Database Storage Checkpoints、Database FlashSnap、SmartTier for Oracle
を使っている場合は、クラスタに追加した後に SFDB リポジトリを更新して新しいノードの
アクセスを有効にします。
ノードを追加した後に SFDB リポジトリを更新するには

1

クラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに /var/vx/vxdba/rep_loc ファイ
ルをコピーします。

2

既存のクラスタノードに /var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイル
がある場合は、そのファイルを新しいノードにコピーします。
既存のクラスタノードのどのノードにも
/var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイルがない場合は、必要な操

作はありません。
これで SFDB リポジトリへの新しいノードの追加が完了します。
SFDB ツールの機能について詳しくは、
『Veritas InfoScale™ Oracle データベース用ストレージと可用性管理』を参照してくだ
さい。
『Veritas InfoScale™ DB2 データベース用ストレージと可用性管理』を参照してくださ
い。

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例
このファイル例は、ノードをクラスタに追加したときに起きる設定変更を理解するための参
照情報として使うことができます。
include
include
include
include
include
include
include

"OracleASMTypes.cf"
"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"Db2udbTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"

cluster sys1_230 (
ClusterAddress = "10.198.89.19"
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SecureClus = 1
DefaultGuestAccess = 1
UseFence = SCSI3
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group ClusterService (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1, sys2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure"
}
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = en0
Address = "10.198.89.19"
NetMask = "255.255.248.0"
)
NIC gconic (
Device = en0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
gcoip requires gconic
wac requires gcoip

// resource dependency tree
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

group ClusterService
{
Application wac
{
IP gcoip
{
NIC gconic
}
}
}

group cpi_share_dg_sys1_cpi_cvm_vol_29870_sg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
CFSMount cfsmount1 (
Critical = 0
MountPoint = "/cpi_auto/cpi_mnt_29870"
BlockDevice =
"/dev/vx/dsk/cpi_share_dg_sys1/cpi_cvm_vol_
29870"
MountOpt @sys1 = rw
MountOpt @sys2 = rw
NodeList = { sys1, sys2 }
)
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskGroup = cpi_share_dg_sys1
CVMVolume = { cpi_cvm_vol_29870 }
CVMActivation @sys1 = sw
CVMActivation @sys2 = sw
)
requires group cvm online local firm
cfsmount1 requires cvmvoldg1
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// resource dependency tree
//
//
group cpi_share_dg_sys1_cpi_cvm_vol_29870_sg
//
{
//
CFSMount cfsmount1
//
{
//
CVMVolDg cvmvoldg1
//
}
//
}

group cvm (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
ActivationMode @sys1 = { cpi_share_dg_sys1 = sw }
ActivationMode @sys2 = { cpi_share_dg_sys1 = sw }
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = sys1_230
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
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//
//
//
//
//
//
//
//

CFSfsckd vxfsckd
{
CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}

group vxfen (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
)
CoordPoint coordpoint
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SFCFSHA クラスタからの
ノードの削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタからのノードの削除について

■

クラスタからのノードの削除

■

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更

■

削除されたノードへの参照を削除するために既存のノードの CVM (Cluster Volume
Manager) の設定を変更する

■

CP サーバーからのノード設定の削除

■

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する

■

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル

クラスタからのノードの削除について
SFCFSHA クラスタから 1 つ以上のノードを削除できます。次の表に、既存の SFCFSHA
クラスタからノードを削除するために必要なタスクの概略を示します。
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表 20-1

クラスタからノードを削除するためのタスク

手順

説明

ノードを削除するための準備を行います。

p.272 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照し
てください。

■

設定ファイルをバックアップします。

■

ノードとサービスグループの状態を確認しま
す。
サービスグループをオフラインにし、データ
ベースインスタンスを削除します。

■

クラスタからノードを削除します。

p.272 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照し
てください。

残りのノードのクラスタ設定を修正します。

p.273 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイル
の変更」 を参照してください。

■

/etc/llthosts ファイルを編集します。

■

/etc/gabtab ファイルを編集します。

■

VCS 設定からノードを削除します。

■

CVM 設定を変更してノードを削除します。

p.276 の 「削除されたノードへの参照を削除する
ために既存のノードの CVM (Cluster Volume
Manager) の設定を変更する」 を参照してくださ
い。

サーバーベースの I/O フェンシングを使うように p.276 の 「CP サーバーからのノード設定の削除」
既存のクラスタを設定した場合は、CP
を参照してください。
（Coordination Point の略でコーディネーション
ポイントの意味）サーバーからノード設定を削除
します。
セキュアモードで動作しているクラスタのために、 p.277 の 「削除するノードからセキュリティのクレ
削除するノードからセキュリティの資格情報を削 デンシャルを削除する 」 を参照してください。
除します。
ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for p.277 の 「ノード削除後の SFDB（Storage
Databases）リポジトリの更新
Foundation for Databases）リポジトリの更新」
を参照してください。

Veritas 製品インストーラではノードの削除はサポートされていません。手動でノードを削
除する必要があります。 手順例では、3 つのノードで構成されるクラスタからノードを削除
する方法について説明しています。

クラスタからのノードの削除
クラスタからノードを削除するには、次の手順を実行します。 この手順は、クラスタ内の残
りのいずれかのノードまたはリモートホストから実行できます。
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クラスタからノードを削除する準備を行うには

1

削除するノードでアプリケーションサービスグループが Cluster Server（VCS）の制
御下にある場合、アプリケーションサービスグループをオフラインにします。
# hagrp -offline app_group -sys sys5

2

Veritas File System（VxFS）または Cluster File System（CFS）マウントポイントを
使用する、VCS の制御下にないアプリケーションを停止します。 アプリケーションを
停止するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

クラスタからノードを削除するには

1

VCS の下に設定されていない VxFS/CFS のファイルシステムをマウント解除しま
す。
# umount mount_point

2

ノード上で VCS を停止します。
# hastop -local

3

Veritas InfoScale Enterprise のインストーラを使ってノードの SFCFSHA を停止し
ます。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installer -stop sys5

すべての SFCFSHA プロセスが停止されます。

4

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの VCS 設定ファイルを
変更します。
p.273 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更」 を参照してください。

5

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの Cluster Volume
Manager （CVM）の設定を変更します。
p.276 の 「削除されたノードへの参照を削除するために既存のノードの CVM (Cluster
Volume Manager) の設定を変更する」 を参照してください。

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更
削除されたノードへの参照を削除するために、クラスタの残りのノードの設定ファイルを変
更します。
クラスタ設定ファイルを修正するためのタスク:
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■

/etc/llthosts ファイルを編集します。

■

/etc/gabtab ファイルを編集します。

■

VCS 設定からノードを削除します。

main.cf の例について:
p.278 の 「クラスタからノードを削除するための設定例ファイル」 を参照してください。
/etc/llthosts ファイルを編集するには
◆

既存の各ノードで、削除されたノードへの参照を含んでいる行を削除するために
/etc/llthosts ファイルの編集を行います。
たとえば、sys5 がクラスタから削除されるノードである場合、ファイルから「2 sys5」の
行を削除します。
0 sys1
1 sys2
2 sys5

次のように変更します。
0 sys1
1 sys2

/etc/gabtab ファイルを編集するには
◆

ノードを削除した後のシステムの数を反映するように、/etc/gabtab ファイルで次の
コマンドを変更します。
/sbin/gabconfig -c -nN

N はクラスタの残りのノード数です。
たとえば、2 つのノードが残っている場合は、次のようになります。
/sbin/gabconfig -c -n2

削除されたノードへの参照をすべて削除するために、VCS の設定ファイル main.cf を変
更します。
次のいずれかの方法で、設定を変更します。
■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを編集します。

この方法は、アプリケーションのダウンタイムを必要とします。
■

コマンドラインインターフェースを使う
この方法は、残りのすべてのノードでアプリケーションをオンラインのままにできます。
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次の手順は、コマンドラインインターフェースを使い、削除されたノードへの参照を削除す
るようにサンプルの VCS 設定を変更します。クラスタの既存のノードの 1 つから、手順を
実行します。手順では、残りのノードでアプリケーションをオンラインにしたまま、VCS の
設定を変更できます。
CLI を使ってクラスタ設定を修正するには

1

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.3node.bak

2

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

残りのノードを希望する順序で指定して、サービスグループの AutoStartList 属性
からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm AutoStartList sys1 sys2

4

サービスグループの SystemList 属性からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm SystemList -delete sys5

システムが親グループの SystemList の一部である場合は、最初に親グループから
削除する必要があります。

5

サービスグループの CVMNodeId 属性からノードを削除します。
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -delete sys5

6

それらの設定で削除されたノードがある他のサービスグループ（データベースのサー
ビスグループや ClusterService グループなど）がある場合、それぞれに対して手順
4 と手順 5 を実行します。

7

すべての CFS マウントリソースの NodeList 属性から削除されたノードを削除しま
す。
# hares -modify CFSMount NodeList -delete sys5

8

クラスタ上に存在する他のサービスグループのシステムリストから削除されたノードを
削除します。 たとえば、ノード sys5 を削除するには、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify appgrp SystemList -delete sys5
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9

クラスタシステムリストから削除されたノードを削除します。
# hasys -delete sys5

10 ディスクに新しい設定を保存します。
# haconf -dump -makero

11 VCS の設定からノードが削除されていることを検証します。
# grep -i sys5 /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

ノードが削除されていない場合、この手順に記述されているように VCS のコマンド
を使ってノードを削除します。

削除されたノードへの参照を削除するために既存のノー
ドの CVM (Cluster Volume Manager) の設定を変更
する
削除されたノードへの参照を削除するために既存のノードの CVM の設定を変更するに
は
◆

既存のクラスタの残りのノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

CP サーバーからのノード設定の削除
SFCFSHA クラスタからノードを削除した後、次の手順を実行して、CP サーバーからそ
のノードの設定を削除します。
メモ: この手順は、cpsadm コマンドを使って実行します。 cpsadm コマンドについて詳し
くは、『Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参
照してください。
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CP サーバーからノード設定を削除するには

1

root ユーザーとして CP サーバーにログインします。

2

CP サーバーの VCS ユーザーの一覧を表示します。
CP サーバーが HTTPS ベースの通信を使うように設定されている場合、次のコマ
ンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで、cp_server は、CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名です。

3

CP サーバーからノードのエントリを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_node

4

-h sys5 -c clus1 -n 2

CP サーバーのノードのリストを表示して、ノードのエントリが削除されたことを確認し
ます。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除
する
削除するノードが、セキュアモードで動作中のクラスタの一部であれば、ノード sys5 から
セキュリティのクレデンシャルを削除する必要があります。次の手順を実行します。
セキュリティのクレデンシャルを削除するには

1

AT プロセスを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh ¥
stop

2

クレデンシャルを削除します。
# rm -rf /var/VRTSvcs/vcsauth/data/

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
クラスタからノードを削除した場合は、SFDB リポジトリを更新する手順を実行する必要は
ありません。
製品を削除した後の SFDB リポジトリの削除について詳しくは、以下を参照してください。
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クラスタからノードを削除するための設定例ファイル
このファイル例は、クラスタからノードを削除するときに必要な設定変更を理解するための
参照情報として使うことができます。
次に、ノード sys3 を削除する前の既存の設定例を示します。
■

既存のクラスタ clus1 は 3 つのノード（sys1、sys2、sys3）で構成され、単一のデー
タベースをホスティングしています。

■

データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは VCS データベースエージェントによって管理されます。
エージェントは、データベースの起動、停止、および監視を行います。

メモ: 次のサンプルファイルでは、ノード sys3 がクラスタから削除されるときに削除される
設定情報を太字で示しています。
include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
cluster clus1 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
system sys3 (
)

メモ: 次のグループ app_grp から、ノード sys3 が削除される必要があります。
group app_grp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2, sys3 }
)
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メモ: 次のアプリケーションリソースから、ノード sys3 の情報が削除される必要があります。
App app1 (
Critical = 0
Sid @sys1 = vrts1
Sid @sys2 = vrts2
Sid @sys3 = vrts3
)
CFSMount appdata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/appdatadg/appdatavol"
)
CVMVolDg appdata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = appdatadg
CVMVolume = { appdatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
app1 requires appdata_mnt
appdata_mnt requires appdata_voldg

メモ: 次の CVM と CVMCluster リソースから、ノード sys3 の情報が削除される必要があ
ります。

group cvm (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 =2}
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2, sys3 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
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CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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7
設定およびアップグレードの
参照

■

付録 A. インストールスクリプト

■

付録 B. 設定ファイル

■

付録 C. セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定

■

付録 D. 高可用性エージェントの情報

■

付録 E. CP サーバーベースの I/O フェンシングのSFCFSHA クラスタ設定図サンプ
ル

■

付録 F. UDP 上での LLT の設定

■

付録 G. RDMA 上での LLT の使用

A
インストールスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトオプション

■

postcheck オプションの使用について

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。 通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。 インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Veritas InfoScale 製品
スクリプトで使えます。
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

-addnode

高可用性クラスタにノードを追加します。

-allpkgs

指定の製品に必要な RPM をすべて表示します。
RPM は正しいインストール順序で列挙されます。 出
力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプ
トまたはネットワーク経由のインストールスクリプトを作
成できます。

-comcleanup

-comcleanup オプションを指定すると、インストーラ
によってシステムに追加されたセキュアシェルまたは
リモートシェルの設定が削除されます。 このオプション
は、シェルの自動設定を実行したインストールルーチ
ンが突然終了した場合にのみ必要とされます。

-comsetup

-comsetup オプションは、システム間の ssh 通信ま
たは rsh 通信を設定するのに使われ、パスワードや
パスフレーズの入力は要求されません。
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コマンドラインオプション

機能

-configcps

-configcps オプションは、実行中のシステムまた
はクラスタの CP サーバーの設定に使います。

-configure

インストール後、製品を設定します。

-disable_dmp_native_support

アップグレード中に、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-Pathing サポート
を無効にします。 アップグレード中にネーティブ LVM
ボリュームグループと ZFS プールの Dynamic
Multi-Pathing サポートを維持すると、システムに設定
されたネーティブ LVM ボリュームグループと ZFS
プールの数に応じて RPM のアップグレード時間が長
くなります。

-fencing

実行中のクラスタの I/O フェンシングを設定します。

-fips

-fips オプションは、実行中の VCS クラスタで fips
モードのセキュリティの有効と無効を切り替えるために
使います。 このオプションは、-security または
-securityonenode オプションと一緒に使う必要
があります。

–hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。

-install

製品をシステムにインストールするために使われます。

-online_upgrade

オンラインアップグレードを実行するために使われま
す。 このオプションを使用すると、インストーラはクラス
タ全体をアップグレードします。アップグレード処理中
のアプリケーションのゼロダウンタイムもサポートされて
います。 現在、このオプションは VCS および
ApplicationHA のみをサポートしています。

-patch_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合するパッチレベルリリースのパスを定義します。

-patch2_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 2 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch3_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 3 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。
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コマンドラインオプション

機能

-patch4_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 4 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch5_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 5 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

–keyfile ssh_key_file

セキュアシェル（SSH）インストール用のキーファイル
を指定します。 このオプションは、-I
ssh_key_file をすべての SSH 呼び出しに渡しま
す。

–kickstart dir_path

Linux RHEL Kickstart でのインストールのために
Kickstart 設定ファイルを生成します。 ファイルは、
Kickstart インストールに使うことができる形式で、正し
いインストール順序での必要な RPM のリストが含ま
れます。dir_path はファイルを作成するディレクトリの
パスを示します。

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

–logpath log_path

インストーラログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の保存場所として、/opt/VRTS/install/logs
以外のディレクトリを指定します。

-noipc

パッチや最新のリリース情報を自動的に取得するため
にインストーラが Veritas SORT（Services and
Operations Readiness Tool ）へのアウトバウンドネッ
トワーク呼び出しを行わないようにします。

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品RPMをインストール
できるようにします。 このオプションを指定した場合、
ライセンスがある機能の設定、起動、使用はできませ
ん。

-pkgtable

製品の RPM を正しいインストール順序でグループご
とに表示します。

–postcheck

さまざまな HA およびファイルシステム関連プロセス、
さまざまなポートの利用可能性、クラスタ関連サービス
グループの利用可能性を検査します。
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コマンドラインオプション

機能

-precheck

インストール前のチェックを実行し、システムがすべて
のインストールの必要条件を満たしているかどうかを
確認します。 事前に確認を行ってから製品をインス
トールすることをお勧めします。

-prod

操作のために製品を指定します。

-component

操作するコンポーネントを指定します。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-require

インストーラパッチファイルを指定します。

–responsefile response_file

情報の入力を求めるメッセージを表示する代わりに、
指定ファイルに格納されているシステム情報と設定情
報を使って、インストールと設定を自動化します。
response_file は絶対パス名で指定する必要がありま
す。 以降のインストールで応答ファイルを使うには、そ
のファイルを編集する必要があります。 ファイル内で
変数フィールドを定義します。

-rolling_upgrade

ローリングアップグレードを開始します。 このオプショ
ンを使うと、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 を明示的に指定しなくても自
動的にクラスタシステムでローリングアップグレードの
状態を検出します。

-rollingupgrade_phase1

-rollingupgrade_phase1 オプションは、ローリ
ングアップグレード段階 1 を実行するために使われま
す。この段階では、製品カーネル RPM が最新バー
ジョンにアップグレードされます。

-rollingupgrade_phase2

-rollingupgrade_phase2 オプションは、ローリ
ングアップグレード段階 2 を実行するために使われま
す。この段階では、VCS とその他のエージェントRPM
が最新バージョンにアップグレードされます。 製品カー
ネルドライバが最新プロトコルバージョンにローリング
アップグレードされます。

-rsh

このオプションは、システム間の通信にデフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指
定します。
p.303 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたは
リモートシェル通信モードの設定について」 を参照し
てください。
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コマンドラインオプション

機能

-security

-security オプションはセキュアモードと非セキュアモー
ドとの間の操作で実行中の VCS クラスタを変換する
ために使います。

-securityonenode

-securityonenode オプションは、ノード別にセ
キュアクラスタノードを設定するために使います。

-securitytrust

-securitytrust オプションは、別のブローカーと
の信頼関係を設定するために使います。

–serial

各システムでシリアルにインストールスクリプトでインス
トール、アンインストール、起動、停止処理を実行する
ことを指定します。 このオプションが指定されていない
場合、これらの操作はすべてのシステムで同時に実
行されます。

-settunables

製品をインストールして設定した後でチューニングパ
ラメータを設定する場合に、このオプションを指定しま
す。 チューニングパラメータ値を有効にするには、製
品のプロセスを再起動しなければならない場合があり
ます。 このオプションは -tunablesfile オプショ
ンとともに使う必要があります。

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。

-timeout

-timeout オプションは、スクリプトがタイムアウトにな
る前に各コマンドの完了を待機する秒数を指定するた
めに使用します。 -timeout オプションを設定する
と、デフォルト値の 1200 秒が上書きされます。
-timeout オプションを 0 に設定するとスクリプトの
タイムアウトを防ぐことができます。 -timeout オプ
ションは -serial option では機能しません。

–tmppath tmp_path

/var/tmp 以外のディレクトリをインストールスクリプ
トの作業ディレクトリとして指定します。 指定したディレ
クトリは初期ログの記録先になるほか、リモートシステ
ムへの RPM のインストールに先立つパッケージのコ
ピー先として使われます。

-tunables

サポートされているすべてのチューニングパラメータを
表示し、チューニング可能なファイルテンプレートを作
成します。
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コマンドラインオプション

機能

-tunables_file tunables_file

チューニングパラメータファイルを指定する際にこのオ
プションを指定します。 チューニングパラメータファイ
ルにはチューニングパラメータが含まれている必要が
あります。

-uninstall

このオプションは、製品をシステムからアンインストー
ルするために使われます。

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

インストール済みの製品とそのバージョンをチェックし
て報告します。 インストール済みのRPMと製品に適
用可能なパッチ、および不足しているRPMとパッチを
識別します。 該当するインストール済みのRPMとパッ
チ、および不足しているRPMとパッチの件数を含む概
略を表示します。 インターネット接続が利用可能であ
る場合は、インストール済みの製品にインストールして
いるパッチや利用可能な更新を一覧表示します。

-yumgroupxml

-yumgroupxml オプションは、yum グループ定義
XML ファイルを生成するために使われます。
createrepo コマンドは、製品の RPM すべての自
動インストールに対して yum グループを作成するた
めに RedHat Linux のファイルを使うことができます。
XML ファイルを格納するのに使用可能な場所は、絶
対パスとして指定してください。 -yumgroupxml オ
プションは Red Hat Linux でのみサポートされます。

postcheck オプションの使用について
インストール後チェックを使うことで、インストールに関連する問題を判断し、トラブルシュー
ティングに役立てることができます。
メモ: このコマンドオプションを使うと、ノードでダウンタイムが発生します。
postcheck オプションを使うと、次の VCS 関連の問題をトラブルシューティングするとき

に役立ちます。
■

ハートビートリンクが存在しません。

■

ハートビートリンクが通信できません。

■

ハートビートリンクは結合または集約された NIC の一部を構成しています。
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■

重複したクラスタ ID が存在します（LLT が検査時に実行されていない場合）。

■

ノード間で VRTSllt pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

llt-linkinstall 値が正しくありません。

■

/etc/llthosts 設定および /etc/llttab 設定が正しくありません。

■

/etc/gabtab ファイルが正しくありません。

■

GAB の linkinstall 値の中に、正しくない値が存在します。

■

ノード間で VRTSgab pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

main.cf ファイルまたは types.cf ファイルが無効です。

■

/etc/VRTSvcs/conf/sysname ファイルとホスト名の整合性がとれていません。

■

クラスタ UUID が存在しません。

■

uuidconfig.pl ファイルが見つかりません。

■

ノード間で VRTSvcs pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

/etc/vxfenmode ファイルが見つからないか、または正しくありません。

■

/etc/vxfendg file ファイルが無効です。

■

vxfen link-install 値が正しくありません。

■

VRTSvxfen pkg バージョンの整合性がとれていません。

postcheck オプションは次の SFHA または SFCFSHA の問題をトラブルシューティン

グするうえで役立ちます。
■

/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db ファイルが削除されなかったため、

Volume Manager を起動できません。
■

volboot ファイルがロードされていないため、Volume Manager を起動できません。

■

ライセンスが存在しないため、Volume Manager を起動できません。

■

main.cf ファイルの CVM 設定が正しくないため、Volume Manager を起動できま

せん。たとえば、Autostartlist 値がノードで見つかりません。
■

/etc/llthosts ファイルでノード ID の整合性がとれていないため、Cluster Volume

Manager をオンラインにすることができません。
■

Vxfen が起動されていないため、Cluster Volume Manager をオンラインにすること
ができません。

■

gab が設定されていないため、Cluster Volume Manager を起動できません。

■

CVM プロトコルが一致しないため、Cluster Volume Manager をオンラインにするこ
とができません。
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■

Cluster Volume Manager のグループ名が「cvm」から変更されたため、CVM がオ
フラインになります。

インストーラのインストール後チェックオプションを使用することで、次の検査を実行できま
す。
すべての製品に対する全般的な検査。
■

すべての必須 RPM がインストールされている。

■

必須の RPM のバージョンが正しい。

■

必須の RPM の検証問題がない。

Volume Manager（VM）の検査。
■

動作していないデーモンの一覧表示（vxattachd、vxconfigbackupd、vxesd、
vxrelocd ...）。

■

状態が online または online shared ではないディスクの一覧表示（vxdisk list）。

■

状態が enabled ではないディスクグループの一覧表示（vxdg list）。

■

状態が enabled ではないボリュームの一覧表示（vxprint -g <dgname>）。

■

状態が Unstartable であるボリュームの一覧表示（vxinfo -g <dgname>）。

■

/etc/fstab に設定されていないボリュームの一覧表示。

ファイルシステム（FS）の検査。
■

ロードされていない VxFS カーネルモジュールの一覧表示（vxfs/fdd/vxportal）。

■

/etc/fstab ファイルにあるすべての VxFS ファイルシステムがマウントされているか

どうか。
■

/etc/fstab にあるすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 6 以降を使

用しているかどうか。
■

マウントされているすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 6 以降を使
用しているかどうか。

Cluster File System の検査。
■

FS と ODM が最新のプロトコルレベルで動作しているかどうか。

■

マウントされているすべての CFS ファイルシステムが VCS によって管理されている
かどうか。

■

cvm サービスグループがオンラインであるかどうか。
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B
設定ファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT と GAB の設定ファイルについて

■

AMF 設定ファイルについて

■

I/O フェンシングの設定ファイルについて

■

CP サーバーの設定ファイルの例

LLT と GAB の設定ファイルについて
LLT と GAB は、VCS の通信サービスです。LLT には、/etc/llthosts ファイルと /etc/llttab
ファイルが必要です。GAB には、/etc/gabtab ファイルが必要です。
表 B-1 は、LLT 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
表 B-1
ファイル

説明

LLT 設定ファイル
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LLT と GAB の設定ファイルについて

ファイル

説明

/etc/sysconfig/llt

このファイルは LLT の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

LLT_START は、システム再起動後の LLT モジュールの起動動作を定義します。有効な値
は次のとおりです。
1 は、LLT の起動が有効になっていることを示します。
0 は、LLT の起動が無効になっていることを示します。
LLT_STOP は、システムシャットダウン時の LLT モジュールのシャットダウン動作を定義しま
す。有効な値は次のとおりです。
1 は、LLT のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、LLT のシャットダウンが無効になっていることを示します。

SFCFSHA の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定する場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要があります。
RDMA 操作にバッファプールのメモリを割り当てます。
■

/etc/llthosts

LLT_BUFPOOL_MAXMEM は、LLT が LLT バッファプールのために使うことができる最大
割り当てメモリ容量です。このバッファプールを使って、LLT クライアントに配信される RDMA
操作とパケット割り当てにメモリを割り当てます。
デフォルト値は、システムの合計メモリ容量に基づいて計算され、最小値は 1 GB であり、最
大値は 10 GB です。GB で値を指定する必要があります。

llthosts ファイルは、システムごとの 1 つのエントリを持つデータベースです。このファイルは
LLT のホスト名と LLT のシステム ID（最初のカラム）をリンクします。このファイルは、クラスタ内の
各ノードで同一にする必要があります。 ファイルの内容が不一致の場合、クラスタで予測できな
い動作が発生することがあります。
たとえば、ファイル /etc/llthosts には次のようなエントリが含まれます。
0
1

sys1
sys2
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ファイル

説明

/etc/llttab

ファイル llttab には、インストール時に入力し、lltconfig（1M） で使用するクラスタ情報が
定義されています。インストール後、このファイルには、特定のシステムに対応する LLT ネットワー
クリンクが一覧表示されます。
たとえば、ファイル /etc/llttab には次のようなエントリが含まれます。
set-node sys1
set-cluster 2
link eth1 eth1 - ether - link eth2 eth2 - ether - 統合インターフェースを使うと、ファイルには eth-MAC_address の代わりに統合インターフェー
スの名前が記載されます。
set-node sys1
set-cluster 2
link eth1 eth-00:04:23:AC:12:C4 - ether - link eth2 eth-00:04:23:AC:12:C5 - ether - 先頭の行はシステムを識別するためのものです。2 行目は、クラスタを識別するためのものです
（インストーラを使った場合、クラスタ ID として設定した値）。次の 2 つの行は link コマンドから
始まります。これらの行は LLT のプロトコルが使う 2 つのネットワークカードを識別します。
LLT の下で優先度が低いリンクを設定すると、ファイルには「link-lowpri」の行も追加されます。
LLT の設定ファイルの編集方法について詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してく
ださい。このマニュアルページには、llttab ファイルのパラメータについての解説があります。

表 B-2 は、GAB 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
表 B-2
ファイル

GAB 設定ファイル
説明

/etc/sysconfig/gab このファイルは GAB の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

GAB_START は、システム再起動後の GAB モジュールの起動動作を
定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB の起動が有効になっていることを示します。
0 は、GAB の起動が無効になっていることを示します。
GAB_STOP は、システムシャットダウン時の GAB モジュールのシャット
ダウン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、GAB のシャットダウンが無効になっていることを示します。

Storage Foundation Cluster File System High Availability の設定の終わ
りに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
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ファイル

説明

/etc/gabtab

SFCFSHA のインストールを終了した時点で、/etc/gabtab ファイルには、
GAB ドライバを使うための gabconfig（1）コマンドが設定されています。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションにより、使用するドライバを設定します。-nN は、クラスタを形成
するために最小限必要なノード数 N を指定します。ベリタスでは、N がクラス
タのノードの合計数になるように設定することをお勧めします。

メモ: -c -x オプションを /sbin/gabconfig に対して使用することはお
勧めしません。-c -x を使うと、スプリットブレイン状態が発生する可能性が
あります。スプリットブレイン状態を避けるため、-c オプションを
/sbin/gabconfig に対して使ってください。

AMF 設定ファイルについて
AMF（Asynchronous Monitoring Framework）カーネルドライバには、リソースをインテ
リジェントに監視するために VCS エージェントが有効になっている場合にこれらにイベン
トを非同期に通知する機能が用意されています。
表 B-3 に、AMF 設定ファイルを示します。
表 B-3

AMF 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/sysconfig/amf

このファイルは AMF の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

AMF_START - システムが再起動した後、または init スクリプトを
使って AMF を起動する場合の、AMF モジュールの起動動作を定
義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、AMF の起動が有効になっていることを示します。 （デフォル
ト）
0 は、AMF の起動が無効になっていることを示します。
AMF_STOP - システムがシャットダウンした後、または init スクリプ
トを使って AMF を停止する場合の、AMF モジュールのシャットダウ
ン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、AMF のシャットダウンが有効になっていることを示します。 （デ
フォルト）
0 は、AMF のシャットダウンが無効になっていることを示します。
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ファイル

説明

/etc/amftab

VCS のインストールを終了した時点で、/etc/amftab ファイルには、
AMF ドライバを使うための amfconfig(1) コマンドが設定されていま
す。
AMF init スクリプトは、この /etc/amftab ファイルを使用して AMF
ドライバを設定します。/etc/amftab ファイルには、デフォルトで次の
行が含まれています。
/opt/VRTSamf/bin/amfconfig -c

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 B-4 に、I/O フェンシングの設定ファイルのリストを示します。
表 B-4
ファイル

I/O フェンシングの設定ファイル

説明

/etc/sysconfig/vxfen このファイルには I/O フェンシングの起動と停止の環境変数が格納されます。
■

■

VXFEN_START - システムの再起動後における I/O フェンシングモジュールの起動動作を定義
します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングの起動が有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングの起動が無効であることを示します。
VXFEN_STOP - システムのシャットダウン中における I/O フェンシングモジュールのシャットダウ
ン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングのシャットダウンが有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングのシャットダウンが無効であることを示します。

Storage Foundation Cluster File System High Availability の設定の終わりに、インストーラはこれ
らの変数の値を 1 に設定します。
/etc/vxfendg

このファイルにはコーディネータディスクグループの情報が含まれています。
このファイルはサーバーベースのフェンシングとマジョリティベースのフェンシングには適用できませ
ん。
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ファイル

説明

/etc/vxfenmode

このファイルには次のパラメータがあります。
■

■

■

vxfen_mode
■ scsi3 - ディスクベースのフェンシングの場合
■

customized - サーバーベースのフェンシングの場合

■

disabled - I/O フェンシングドライバを実行するが、フェンシング操作は行わない場合

■

majority - コーディネーションポイントを使わないフェンシングの場合

vxfen_mechanism
このパラメータはサーバーベースのフェンシングにのみ適用できます。 値は CP と設定します。
scsi3_disk_policy
■ dmp - DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
このディスクポリシーは、デフォルトでは DMP です。 iSCSI のデバイスを使う場合は、ディスク
ポリシーを DMP と設定する必要があります。

メモ: すべてのノードで同じ SCSI-3 ディスクポリシーを使う必要があります。
■

■

■

コーディネーションポイントのリスト
このリストはサーバーベースのフェンシング設定でのみ必要です。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントには、コーディネータディスク、CP
サーバー、または両方を含めることができます。コーディネータディスクを使う場合は、個々のコー
ディネータディスクを含むコーディネータディスクグループを作成する必要があります。
コーディネーションポイントと複数の IP アドレスを各 CP サーバーに指定する方法について詳しく
は、サンプルファイル /etc/vxfen.d/vxfenmode_cps を参照してください。
single_cp
このパラメータは、1 つの高可用性 CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサーバー
ベースのフェンシングに適用できます。 また、単一ディスクを持つコーディネータディスクグループ
を使う場合にも適用できます。
autoseed_gab_timeout
このパラメータを使うと、使用できないクラスタノードがある場合でも、GAB のクラスタの自動シー
ディングを使用できるようになります。
この機能は、SCSI3 とカスタマイズしたモードの I/O フェンシングに適用できます。
0 - GAB の自動シーディング機能を有効にします。0 より大きい値は、自動的にクラスタをシーディ
ングする前の GAB の遅延時間（秒数）を示します。
-1 - GAB の自動シーディング機能をオフにします。この設定がデフォルト値です。
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ファイル

説明

/etc/vxfentab

I/O フェンシングを起動すると、起動スクリプト vxfen で各ノード上にこの /etc/vxfentab ファイルが作
成されます。この起動スクリプトは /etc/vxfendg および /etc/vxfenmode ファイルのコンテンツを使用
します。 システムが再起動されると必ず、フェンシングドライバによって、すべてのコーディネータポイ
ントの最新リストで vxfentab ファイルが再初期化されます。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルであるため、変更しないでください。
ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、各ノード上の /etc/vxfentab ファイルに各コーディネータ
ディスクへのすべてのパスと一意のディスク識別子の一覧が含まれます。パスと一意のディスク識別子
はスペースで区切ります。あるノードでのディスクベースのフェンシングの設定における /etc/vxfentab
ファイルの例を次に示します。
■

DMP ディスク:

/dev/vx/rdmp/sdx
3 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006804E795D0A3
/dev/vx/rdmp/sdy
3 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006814E795D0B3
/dev/vx/rdmp/sdz
3 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006824E795D0C3
サーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルにセキュリティ設定の情報も含まれ
ます。
1 つの CP サーバーのみのサーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルに
single_cp 設定情報も含まれます。
このファイルはマジョリティベースのフェンシングには適用できません。

CP サーバーの設定ファイルの例
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）の設定は、/etc/vxcps.conf ファ
イルが決定します。
p.302 の 「CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル」 を参照してく
ださい。
次は、シングルノード上でホストされている CP サーバーおよび SFHA クラスタ上でホス
トされている CP サーバーの main.cf ファイルの例です。
■

シングルノード上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.297 の 「VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf ファ
イルの例」 を参照してください。

■

SFHA クラスタ上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
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p.299 の 「2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイルの
例」 を参照してください。
次は IPv4 アドレスを使用する main.cf ファイルの例です。

VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf
ファイルの例
次に、シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf の例を示します。
このシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

ノード名: cps1

include "types.cf"
include "/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"
// cluster name: cps1
// CP server: cps1
cluster cps1 (
UserNames = { admin = bMNfMHmJNiNNlVNhMK, haris = fopKojNvpHouNn,
"cps1.example.com@root@vx" = aj,
"root@cps1.example.com" = hq }
Administrators = { admin, haris,
"cps1.example.com@root@vx",
"root@cps1.example.com" }
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system cps1 (
)
group CPSSG (
SystemList = { cps1 = 0 }
AutoStartList = { cps1 }
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
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Device @cps1 = eth0
Address = "10.209.3.1"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
Address = "10.209.3.2"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth0
PingOptimize = 0
NetworkHosts @cps1 = { "10.209.3.10" }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
ConfInterval = 30
RestartLimit = 3
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
vxcpserv requires quorum

// resource dependency tree
//
// group CPSSG
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

{
IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
Process vxcpserv
{
Quorum quorum
}
}

2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイル
の例
次に、CP サーバーが SFHA クラスタでホストされる場合の main.cf の例を示します。
SFHA クラスタでホストされるこの CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

クラスタ内のノード: cps1、cps2

include
include
include
include

//
//
//
//

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"

cluster: cps1
CP servers:
cps1
cps2

cluster cps1 (
UserNames = { admin = ajkCjeJgkFkkIskEjh,
"cps1.example.com@root@vx" = JK,
"cps2.example.com@root@vx" = dl }
Administrators = { admin, "cps1.example.com@root@vx",
"cps2.example.com@root@vx" }
SecureClus = 1
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)
system cps1 (
)
system cps2 (
)
group CPSSG (
SystemList = { cps1 = 0, cps2 = 1 }
AutoStartList = { cps1, cps2 } )
DiskGroup cpsdg (
DiskGroup = cps_dg
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth0
Device @cps2 = eth0
Address = "10.209.81.88"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
Device @cps2 = eth1
Address = "10.209.81.89"
NetMask = "255.255.252.0"
)
Mount cpsmount (
MountPoint = "/etc/VRTScps/db"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cps_dg/cps_volume"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth0
Device @cps2 = eth0
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PingOptimize = 0
NetworkHosts @cps1 = { "10.209.81.10 }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
Device @cps2 = eth1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
Volume cpsvol (
Volume = cps_volume
DiskGroup = cps_dg
)
cpsmount requires cpsvol
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
cpsvol requires cpsdg
vxcpserv requires cpsmount
vxcpserv requires quorum

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group CPSSG
{
IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
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//
}
// Process vxcpserv
//
{
//
Quorum quorum
//
Mount cpsmount
//
{
//
Volume cpsvol
//
{
//
DiskGroup cpsdg
//
}
//
}
//
}
// }

CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル
次にコーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）設定ファイル /etc/vxcps.conf
の出力例を示します。
## The vxcps.conf file determines the
## configuration for Veritas CP Server.
cps_name=cps1
vip=[10.209.81.88]
vip=[10.209.81.89]:56789
vip_https=[10.209.81.88]:55443
vip_https=[10.209.81.89]
port=14250
port_https=443
security=1
db=/etc/VRTScps/db
ssl_conf_file=/etc/vxcps_ssl.properties
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C
セキュアシェルまたはリモー
トシェルの通信用の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定につい
て

■

パスワードなし ssh の手動設定

■

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および rsh 接続の設定

■

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

■

ssh セッションの再起動

■

Linux の rsh の有効化

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェ
ル通信モードの設定について
Veritas InfoScale ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、システムをイン
ストールして設定したりするには、ノード間で通信を確立する必要があります。 インストー
ラが実行されるシステムには、rsh（リモートシェル）ユーティリティまたは ssh（セキュアシェ
ル）ユーティリティを実行する権限が必要となります。 インストーラは、Veritas InfoScale
ソフトウェアをインストールするシステムでスーパーユーザー権限を使って実行する必要
があります。
セキュアシェル（ssh）またはリモートシェル（rsh）を使って製品をリモートシステムにインス
トールできます。 ベリタスでは、rsh よりも安全な ssh を使うことをお勧めします。
様々な方法で ssh および rsh の接続を設定できます。
■

UNIX シェルコマンドを使って手動で SSH と RSH の接続を設定できます。
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■
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installer -comsetup コマンドを実行して SSH と RSH 接続を対話的に設定でき

ます。
■

パスワードユーティリティ pwdutil.pl を実行できます。

この項では、パスワードを使用せずに ssh の通信を設定する方法を説明します。 この例
では、インストールディレクトリのあるソースシステム（sys1）と、ターゲットシステム（sys2）
の間に ssh を設定します。 この手順は、ターゲットシステムが複数ある場合にも当てはま
ります。
メモ: 製品のインストーラではパスワード不要の通信を確立できます。

パスワードなし ssh の手動設定
ssh プログラムを使うことで、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
によって、安全でないネットワーク上の 2 つの信頼できないホスト間で、暗号化通信と認
証処理を実現できます。
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、ソースシステムから
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。
図 C-1 に、この手順を示します。
DSA キーペアを作成してターゲットシステムに追加する

図 C-1

ソースシステム: sys1
プライ
ベート
キー

ターゲットシステム: sys2

パブリ
ックキ
ー

authorized_keys
ファイル

ssh を有効にする前に、ssh のマニュアルとオンラインマニュアルページをお読みくださ
い。 ssh の設定に関する問題が発生した場合は、オペレーティングシステムサポートプ
ロバイダにお問い合わせください。
オンラインマニュアルやその他のリソースを利用するには、http://www.openssh.com/ に
ある OpenSSH の Web サイトにアクセスしてください。
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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 キーの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

以下に類似したシステム出力が表示されます。
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、デフォルトの /root/.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れま
す。

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ません。 Enter キーを押します。
Enter same passphrase again:

Enter キーを再度押します。

5

次の行のような出力が表示されます。
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
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安全なファイル転送を使って、ソースシステムから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）からターゲットシステム（sys2）上の一時ファイルに公開キーを
移動します。
SFTP（Secure File Transfer Program）を使います。
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。
安全なファイル転送のために次のコマンドを使ってください。
sys1 # sftp sys2

このシステムで安全なファイル転送が初めて設定された場合、以下のような出力が
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:

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ため、次のコマンドを入力します。
sftp> quit
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6

ターゲットシステムの authorized_keys ファイルに id_dsa.pub キーを追加しま
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上で次のコマンドを実行します。 ssh セッションが期限切
れになるか終了した場合は、これらのコマンドを実行してセッションを更新することも
できます。 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
に使えるようになります。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
sys1 # ssh-add
Identity added: /root/.ssh/id_dsa

これはシェル固有の手順で、シェルがアクティブである間のみ使えます。 セッション
中にシェルを閉じた場合は、手順をもう一度実行する必要があります。
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

sys2 は、ターゲットシステムの名前です。

2

このコマンドはソースシステム（sys1）からターゲットシステム（sys2）に実行され、パ
スフレーズやパスワードは要求されなくなります。

3

ターゲットシステムごとにこの手順を繰り返します。

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および
rsh 接続の設定
installer -comsetup コマンドを使用して対話形式で ssh および rsh の接続を設定

できます。
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次を入力します。
# ./installer -comsetup
Input the name of the systems to set up communication:
Enter the <platform> system names separated by spaces:
[q,?] sys2
Set up communication for the system sys2:
Checking communication on sys2 ................... Failed
CPI ERROR V-9-20-1303 ssh permission was denied on sys2. rsh
permission was denied on sys2. Either ssh or rsh is required
to be set up and ensure that it is working properly between the local
node and sys2 for communication
Either ssh or rsh needs to be set up between the local system and
sys2 for communication
Would you like the installer to setup ssh or rsh communication
automatically between the systems?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q,?] (y) y
Enter the superuser password for system sys2:
1)
2)
b)

Setup ssh between the systems
Setup rsh between the systems
Back to previous menu

Select the communication method [1-2,b,q,?] (1) 1
Setting up communication between systems. Please wait.
Re-verifying systems.
Checking communication on sys2 ..................... Done
Successfully set up communication for the system sys2
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pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接
続の設定
pwdutil.pl パスワードユーティリティは、scripts ディレクトリの下にバンドルされてい

ます。 ユーザーはこのユーティリティをスクリプトで実行して、ssh および 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 | -?

表 C-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。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。
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オプション

使用法

--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>'

プライベートキーファイルを指定します。

--hostfile|-f '<hostfile>'

ホストをリスト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して ssh または rsh を確認、設定、設定解除できま

す。 次に例を示します。
■

1 ホストだけで ssh 接続を確認するには:
pwdutil.pl check ssh hostname

■

1 ホストだけで ssh を設定するには:
pwdutil.pl configure ssh hostname user password

■

1 ホストだけで rsh を設定解除するには:
pwdutil.pl unconfigure rsh hostname

■

同じユーザー ID とパスワードで複数のホストの 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 とパスワードで異なるホストの 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 つの設定ファイルで、複数のホストの ssh か rsh を確認または設定するには:
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pwdutil.pl -a configure -t ssh --hostfile /tmp/sshrsh_hostfile
■

ホスト設定ファイルの機密性を保持するために、サードパーティのユーティリティを使
用して、ホストファイルをパスワードで暗号化および暗号解除することができます。
次に例を示します。
### 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>

■

デフォルトの $HOME/.ssh ディレクトリにない ssh 認証キーを使うには、--keyfilfile オ
プションを使用して、ssh のキーを指定することができます。 次に例を示します。
### 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:
# pwdutil.pl -a configure -t ssh --keyfile /keystore/id_rsa
user:password@hostname

次のコマンドを使用して、設定ファイルの内容を参照できます。
# 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:
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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.

ssh セッションの再起動
この手順が完了した後に、次のシナリオのいずれかで ssh を再起動できます。
■

ターミナルセッションが閉じた後

■

新しいターミナルセッションが開いた後

■

システムが再起動した後

■

ssh を起動してから長い時間が経過し、ssh を更新する必要がある場合

ssh を再起動するには

1

ソースインストールシステム（sys1）で、秘密キーをシェル環境に追加します。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL

2

root ユーザーがそのキーをグローバルに使えるようにします。
sys1 # ssh-add

Linux の rsh の有効化
次の項では、リモートシェルを有効にする方法について説明します。
Veritas InfoScale 製品のインストールのためにセキュアシェル環境を設定することを推
奨します。
p.304 の 「パスワードなし ssh の手動設定」 を参照してください。
リモートシェルの設定について詳しくは、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。
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rhel6/sles の rsh を有効にするには

1

rsh および rsh-server RPM がインストールされていることを確認するには、次の

コマンドを入力します。
# rpm -qa | grep -i rsh
/etc/securetty ファイルにまだ「rsh」行がない場合は、次のコマンドを入力して

追加します。
# echo "rsh" >> /etc/securetty

2

/etc/xinetd.d/rsh ファイル内の disable = no 行を修正します。

3

/etc/pam.d/rsh ファイル内で、auth タイプを required から sufficient に変

更します。
auth

sufficient

4

「promiscuous」フラグを /etc/pam.d/rsh and /etc/pam.d/rlogin の項目
「pam_rhosts_auth.so」の後に追加します。

5

rsh サーバーを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# chkconfig rsh on

6

.rhosts ファイルを修正します。 .rhosts ファイルの各行には、各リモートシステム

の完全修飾ドメイン名または IP アドレスが記述されています。 このファイルには、
ローカルシステムへのアクセス権を持っているユーザーの名前も記述されています。
たとえば、ルートユーザーが sys1 に sys2 からリモートアクセスする必要がある場
合は、sys2 のエントリを追加します。次のコマンドを入力して、sys1 の .rhosts ファイ
ルに companyname.com を行います。
# echo "sys2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

7

Veritas InfoScale 製品をインストールします。
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rhel6/sles の rsh を無効にするには

1

/etc/securetty ファイル内の rsh エントリを削除します。

2

次のコマンドを入力することで rsh サーバーを無効にします。
# chkconfig rsh off

3

インストール手順を完了したら、セキュリティを確保するため、各ユーザーの $HOME
ディレクトリから .rhosts ファイルを削除します。
# rm -f $HOME/.rhosts

rhel7 の rsh を有効にするには
◆

次のコマンドを実行すると、rsh パスワードなし接続が有効になります。
# systemctl start rsh.socket
# systemctl start rlogin.socket
# systemctl enable rsh.socket
# systemctl enable rlogin.socket
# echo rsh >> /etc/securetty
# echo rlogin >> /etc/securetty
#echo “+ +” >> /root/.rhosts

rhel7 の rsh を無効にするには
◆

次のコマンドを実行すると、rsh パスワードなし接続が無効になります。
#
#
#
#

systemctl
systemctl
systemctl
systemctl

stop rsh.socket
stop rlogin.socket
disable rsh.socket
disable rlogin.socket
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この付録では以下の項目について説明しています。
■

エージェントについて

■

エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と無効化

■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd エージェント

エージェントについて
エージェントは、1 つのタイプのすべての設定されたリソースを起動、停止および監視し、
それらの状態を VCS（Cluster Server）に報告するプロセスとして定義されます。 エー
ジェントはエントリポイントと属性の両方を持ちます。 エントリポイントは別名エージェント
関数ともいい、このマニュアルでは「エージェント関数」と呼ばれます。
属性はエージェントに関するデータを含みます。 1 つの属性には、定義と値があります。
アプリケーションサービスをパブリックネットワークに提供するためにともに働く個々のコン
ポーネントとして定義されたリソースを設定するために、属性値を変更します。 たとえば、
リソースとしては、ディスクやネットワークインターフェースカードなどの物理コンポーネン
ト、Oracle や Web サーバーなどのソフトウェアコンポーネント、IP アドレスやマウントされ
たファイルシステムなどの設定コンポーネントがあります。
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属性は、ある設定ではオプションである属性が別の設定では必須である場合があります
が、オプションかまたは必須のどちらかです。 多くのオプションの属性には事前定義済み
の値（デフォルト値）があり、必要に応じて変更できます。内部使用の属性もあります。 こ
れらの属性を変更しないでください。変更すると、クラスタで重要な問題が起きる可能性
があります。 属性には型と値のタイプがあります。 一部の属性値では数字を指定でき、
その他の属性値では英数字の値、または英数字の値のグループを指定できます。その
他にはブールのオンまたはオフの値のみを指定できる属性値があります。
各 SFCFSHA エージェントのエントリポイントおよび属性はこの付録で説明されます。

SFCFSHA に含まれる VCS エージェント
SFCFSHA は次の VCS エージェントを含みます。
■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd

■

コーディネーションポイントエージェント

SFCFSHA インストールは自動的に CVMCluster リソースと CVMVxconfigd リソースを
設定します。
各共有ディスクグループの CVMVolDg エージェントを設定する必要があります。 データ
ベースがクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループの各ボリュームに対し
て CFSMount エージェントを設定します。
この付録の情報を使って、上に列挙したエージェントのエントリポイントおよび属性に必要
な設定変更を行ってください。 VCS の設定を修正する方法について詳細は、
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の
手動による有効化と無効化
インテリジェントなリソースの監視を手動で有効または無効にするための次の手順を確認
します。 インテリジェントなリソースの監視機能はデフォルトでは有効です。 IMF リソース
タイプ属性により、IMF 対応のエージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行す
る必要があるかどうかが決まります。
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インテリジェントなリソースの監視を有効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

インテリジェントなリソースの監視を有効にするには、次のコマンドを実行します。
■

オフラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 1

■

オンラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 2

■

オンラインおよびオフライン両方のリソースのインテリジェントな監視を有効にす
るには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 3

3

必要に応じて、IMF 属性の MonitorFreq キーと RegisterRetryLimit キーの値を変
更します。
属性の定義の表に示されているエージェント固有の推奨事項を確認して、これらの
属性のキーの値を設定します。
p.323 の 「CVMVxconfigd エージェントの属性定義」 を参照してください。
p.330 の 「CFSMount エージェントの属性定義」 を参照してください。
p.334 の 「CFSfsckd エージェントの属性定義」 を参照してください。

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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5

クラスタのすべてのノードで AMF カーネルドライバが設定されていることを確認しま
す。
/etc/init.d/amf status

AMF のカーネルドライバが設定されている場合、出力は次のようになります。
AMF: Module loaded and configured

コマンドにより、AMF ドライバがロードされていないか設定されていないことを示す
出力が返された場合は、AMF ドライバを設定します。
p.319 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

6

エージェントを再起動します。 各ノードで次のコマンドを実行します。
# haagent -stop agent_name -force -sys sys_name
# haagent -start agent_name -sys sys_name

インテリジェントなリソースの監視を無効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

特定のタイプのすべてのリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効に
するには、次のコマンドを実行します。
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 0

3

特定のリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効にするには、次のコ
マンドを実行します。
# hares -override resource_name IMF
# hares -modify resource_name IMF -update Mode 0

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

メモ: VCS はエージェントの IMF 機能の有効と無効を切り替えるために haimfconfig ス
クリプトを提供します。 実行または停止状態の VCS のスクリプトを使うことができます。 ス
クリプトを使って、IMF 対応の付属エージェント、エンタープライズエージェント、およびカ
スタムエージェントの IMF を有効または無効にします。
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AMF カーネルドライバの管理
AMF カーネルドライバを起動、停止、アンロードするための次の手順を確認します。
AMF カーネルドライバを起動するには

1

AMF_START 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定しま
す。
# /etc/sysconfig/amf

2

AMF カーネルドライバを起動します。次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/amf start

AMF カーネルドライバを停止するには

1

AMF_STOP 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定します。
# /etc/sysconfig/amf

2

AMF カーネルドライバを停止します。次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/amf stop

AMF カーネルドライバをアンロードするには

1

2

エージェントのダウンタイムが問題でなければ、次の手順に従って AMF カーネルド
ライバをアンロードします。
■

AMF カーネルドライバに登録されているエージェントを停止します。
amfstat コマンドの出力の Registered Reapers セクションに、AMF に登録さ
れているエージェントのリストがあります。
amfstat のマニュアルページを参照してください。

■

AMF カーネルドライバを停止します。
p.319 の 「AMF カーネルドライバを停止するには」 を参照してください。

■

エージェントを起動します。

エージェントのダウンタイムを最小限に抑える必要がある場合は、次の手順に従って
AMF カーネルドライバをアンロードします。
■

次のコマンドを実行して、エージェントが登録されている状態のまま AMF ドライ
バを無効にします。
# amfconfig -Uof

■

AMF カーネルドライバを停止します。
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p.319 の 「AMF カーネルドライバを停止するには」 を参照してください。

CVMCluster エージェント
CVMCluster エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）に関連付けられたクラ
スタポートでシステムメンバーシップを制御します。
CVMCluster エージェントは、次の機能を実行します。
■

CVM クラスタポートにノードを接続します。

■

CVM クラスタポートからノードを削除します。

■

ノードのクラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントのエントリポイント
表 D-1 は、CVMCluster エージェントによって使われるエントリポイントを説明します。
CVMCluster エージェントのエントリポイント

表 D-1
エントリポイント

説明

Online

CVM クラスタポートにノードを接続します。共有ディスクグループを自動イン
ポートすることにより、Volume Manager クラスタ機能を有効にします。

オフライン (Offline) CVM クラスタポートからノードを削除します。
ノードの CVM クラスタメンバーシップ状態を監視します。

Monitor

CVMCluster エージェントの属性定義
表 D-2 は、CVMCluster のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
CVMCluster エージェントの属性

表 D-2
属性

説明

CVMClustName

クラスタ名
■

CVMNodeAddr

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

ホスト名と IP アドレスのリスト
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
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属性

説明

CVMNodeId

関連リスト第 1 部分はシステムに名前付けします。第 2 部分はシステムの LLT ID 番号
を含みます。
■

CVMTransport

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

クラスタのメッセージサービスを指定します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは gab です。

メモ: この値は変更しないでください。
PortConfigd

vxconfigd レベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

PortKmsgd

カーネルレベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

CVMTimeout

CVMNodePreference

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

CVM クラスタの再設定で使われるタイムアウト（秒）。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 200

CVM クラスタのどのノードがマスターロールを実行する最も適切な候補であるか判断す
る優先設定値。優先設定値の範囲は -2147483648 ～ 2147483647 です。
カスタム優先設定を指定しない場合、CVM は最も多くのストレージを表示するノードに
CVM マスターノードの優先設定を与えます。

CVMDGSubClust

■

データ形式と値のタイプ: 文字列

■

デフォルト: 0

アプリケーションの分離機能の有効と無効を切り替えます。
属性の値は次のとおりです。
■

■

1
クラスタが起動すると、アプリケーションの分離機能が有効になります。従来の CVM
環境のように、クラスタ内のすべてのノードで共有ディスクグループが自動インポート
されることはありません。
0
属性を 0 に設定した場合は、クラスタが起動すると機能が無効になり、すべての共有
ディスクグループはクラスタ内のすべてのノードで自動インポートされます。

CVMCluster エージェントタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMCluster (
static keylist RegList = { CVMNodePreference, CVMDGSubClust }
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMTransport, CVMClustName, CVMNodeAddr, CVMNodeId,
PortConfigd, PortKmsgd, CVMTimeout, CVMDGSubClust }
str CVMClustName
str CVMNodeAddr{}
str CVMNodeId{}
str CVMTransport
str CVMNodePreference
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
boolean CVMDGSubClust = 0

メモ: 属性 CVMNodeAddr、PortConfigd、PortKmsgd は SFCFSHA 環境では使われ
ません。クラスタ通信メッセージ機構に必要な機能である GAB は、これらの属性を使い
ません。

CVMCluster エージェントの設定例
次に示すのは、CVMCluster サービスグループの定義例です。
CVMCluster cvm_clus (
Critical = 0
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd エージェント
CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモンを起動して監視します。 vxconfigd
デーモンは、ディスクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更をカーネルに伝え
て、ディスクに保存されている設定情報を変更します。 CVMVxconfigd は、CVM サービ
スグループに存在する必要があります。
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CVMVxconfigd は OnOnly エージェントです。このエージェントは、クラスタが起動する
とリソースを起動し、必要に応じていつでも VCS によって再起動されます。 Operations
属性は、スタートアップ時におけるこれらのデフォルトの動作を指定します。
syslog オプションを指定して vxconfigd デーモンを起動し、デバッグメッセージのログ

出力を有効にするようお勧めします。 SFCFSHA インストールでは、 CVMVxconfigd
エージェントに syslog オプションを設定することに注意してください。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF（Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CVMVxconfigd エージェントのエントリポイント
表 D-3 は CVMVxconfigd エージェントのエントリポイントを説明します。
表 D-3

CVMVxconfigd エントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxconfigd デーモンを起動します。

オフライン (Offline)

N/A

Monitor

vxconfigd デーモンが実行されているかどうかを監視します。

imf_init

AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントを初期化しま
す。 この機能は、エージェントが起動すると実行されます。

imf_getnotification

vxconfigd プロセスの状態についての通知を取得します。 この機能
は、AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化さ
れた後に実行されます。 この機能は継続的に通知を待機します。
vxconfigd プロセスが失敗した場合、この機能は、従来の
CVMVxconfigd の monitor エントリポイントを開始します。

imf_register

vxconfigd プロセス ID （pid）の AMF カーネルモジュールへの登録
および登録解除を行います。 この機能は、リソースが安定したオンライ
ン状態に入った後に実行されます。

CVMVxconfigd エージェントの属性定義
表 D-4 は CVMVxconfigd リソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
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表 D-4

CVMVxconfigd エージェント属性

属性

説明

CVMVxconfigdArgs

online エントリポイントに送られる引数の一覧。
常に syslog オプションを指定することをお勧めします。
■

IMF

データ形式と値のタイプ: keylist

このリソースタイプレベルの属性は、CVMVxconfigd エージェントがインテリジェントなリソースの
監視を実行する必要があるかどうかを決定します。 リソースレベルでこの属性の値を上書きする
こともできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリ
ソースについてはポーリングベースの監視を実行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント関数を呼び出す頻度を指定し
ます。 このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する
必要がある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。 値が 0 の場合、エージェント
はポーリングベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェン
ト関数を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント関数を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要があ
る回数が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リ
ソースの状態が変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無
効になります。
デフォルト: 3.

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

エージェントタイプの IMF 属性について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

CVMVxconfigd エージェントのタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMVxconfigd (
static int IMF{} = { Mode=2, MonitorFreq=1,
RegisterRetryLimit=3 }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 2
static int RestartLimit = 5
static str ArgList[] = { CVMVxconfigdArgs }
static str Operations = OnOnly
keylist CVMVxconfigdArgs
)

CVMVxconfigd エージェントの設定例
次に示すのは、CVM サービスグループの CVMVxconfigd リソースの定義例です。
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

CVMVolDg エージェント
CVMVolDg エージェントは、次の機能を実行することで、CVM ディスクグループとディス
クグループ内の CVM ボリュームおよびボリュームセットを管理します。
■

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートする

■

ディスクグループのボリュームおよびボリュームセットを起動する

■

ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットを監視する

■

オプションで、依存関係にあるアプリケーションがオフラインになったときに、ディスク
グループをデポートします。 エージェントがディスクグループをデポートするのは、適
切な属性が設定されている場合のみです。

Oracle サービスグループが使う各ディスクグループに CVMVolDg エージェントを設定
します。 1 つのディスクグループは、1 つの Oracle サービスグループに対してのみ設定
します。データベースにクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループ内の各
ボリュームまたはボリュームセットに CFSMount エージェントを設定します。

CVMVolDg エージェントのエントリポイント
表 D-5 は、CVMVolDg エージェントにより使われるエントリポイントを説明します。
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CVMVolDg エージェントのエントリポイント

表 D-5
エントリポイント

説明

Online

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートします（ディ
スクグループがまだインポートされていない場合）。
CVMVolume 属性により指定された共有ディスクグループ内のすべて
のボリュームおよびボリュームセットを起動します。
CVMActivation 属性の値が sw に設定されている場合は、ディスクグ
ループアクティブ化モードを shared-write に設定します。アクティブ化
モードは、スレーブシステムとマスターシステムのいずれにも設定できま
す。

オフライン (Offline)

オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。
CVMDeportOnOffline 属性が 1 に設定されていて、クラスタ内のい
ずれのノードにおいても共有ディスクグループに起動しているボリュー
ムが含まれない場合、ディスクグループが CVM マスターノードからデ
ポートされます。
ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットがオンラインであ
るかどうかを判断します。

Monitor

監視サイクルでボリュームセットのファイルシステムメタデータのボリュー
ムがオフラインであることが検出された場合、エージェントはボリューム
セットをオフラインにします。

メモ: CFSMount リソースがオフラインになり、ボリュームセットのファイ
ルシステムがマウントを解除された場合、ボリュームセットのファイルシス
テムメタデータのボリュームがオフラインであっても、エージェントはボ
リュームセットのオンラインの状態を保持します。 これは、CVMVolDg
エージェントが、オフラインのボリュームがメタデータのボリュームである
かどうかを判断できないためです。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Clean

CVMVolDg エージェントの属性定義
表 D-6 は、CVMVolDg のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
CVMVolDg エージェントの属性

表 D-6
属性

説明

CVMDiskGroup（必須）

共有ディスクグループ名
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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属性

説明

CVMVolume（必須）

共有ボリュームまたはボリュームセットの名前。 このリストは、リソースのオンライ
ン化を許可する前にボリュームまたはボリュームセットが正しい状態にあることを
確認するか、ボリュームが有効化の状態のままであることを確認するために使用
されます。
■

CVMActivation（必須）

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

ディスクグループのアクティブ化モード。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは sw（共有書き込み） です。

これはローカライズされた属性です。
CVMVolumeIoTest（オプション）

可用性をテストするために定期的にポーリングされるボリュームとボリュームセッ
トのリスト。 リスト内の最大 10 個のボリュームまたはボリュームセットに対して、
ポーリングは監視サイクルごとに 4 KB の読み込みで行われます。ボリュームセッ
トの場合、読み取りは、各ボリュームセットの最大 10 のコンポーネントボリューム
に対して行われます。
■

CVMDeportOnOffline （オプション）

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになった
ときに、共有ディスクグループをデポートする必要があるかどうかを示します。
値 1 は、ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフライン
になったときに、エージェントが共有ディスクグループを CVM マスターノードか
らデポートすることを示します（まだデポートされていない場合）。
値 0 は、CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、エージェントが共有
ディスクグループをデポートしないことを示します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

メモ: 共有ディスクグループに複数の CVMVolDg リソースが設定されている場
合は、すべてのリソースで属性値を 1 または 0 に設定します。
CVM ディスクグループは、CVMVolDg リソースがオフラインになる順序に基づ
いてデポートされます。 ディスクグループの CVMVolDg リソースで、
CVMDeportOnOffline 属性の設定に 1 と 0 が混在している場合、オフライ
ンになった最後の CVMVolDg リソースの属性値が 1 の場合のみディスクグルー
プがデポートされます。 オフラインになった最後の CVMVolDg リソースの属性
値が 0 の場合は、ディスクグループはデポートされません。
共有ディスクグループに起動しているボリュームが含まれている場合、デポート
操作は失敗します。
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属性

説明

ClearClone

ディスクグループが -c オプションでインポートされるかどうかを示します。-c オ
プションにより clone および udid_mismatch フラグがディスクグループのディス
クから消去され、ディスクグループのインポート時に UDID が更新されます。

NodeList

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

ディスクグループのサブクラスタに属するノードのリストです。この属性は、ご利用
の環境でアプリケーションの分離機能を設定する場合にのみ必要です。

CVMVolDg エージェントタイプの定義
CVMVolDg タイプ定義は CVMTypes.cf ファイルに登録されています。
type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation, CVMVolume, NodeList
}
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static int OnlineWaitLimit = 10
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume,
CVMActivation, CVMVolumeIoTest,
CVMDGAction, CVMDeportOnOffline, State, CVMDeactivateOnOffline,
ClearClone, NodeList }
str CVMDiskGroup
str CVMDGAction
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolumeIoTest
int CVMDeportOnOffline
int CVMDeactivateOnOffline
int ClearClone
temp int voldg_stat
keylist NodeList
)

CVMVolDg エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CVMVolDg リソースタイプを定義する必要があり
ます。 次はサンプル設定です。
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
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CVMDiskgroup = testdg
CVMVolume = { vol1, vol2, mvol1, mvol2, snapvol, vset1 }
CVMVolumeIoTest = { snapvol, vset1 }
CVMActivation @sys1 = sw
CVMActivation @sys2 = sw
CVMDeportOnOffline = 1
)

CFSMount エージェント
CFSMount エージェントは、クラスタファイルシステムのマウントポイントをオンライン状態
またはオフライン状態にしたり、監視したりします。
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSMount/CFSMountAgent に
あります。
CFSMount のタイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに記述さ
れます。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF（Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CFSMount エージェントのエントリポイント
表 D-7 は CFSMount エージェントのエントリポイントを提供します。
表 D-7

CFSMount エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

ブロックデバイスをクラスタモードでマウントします。

オフライン (Offline) ファイルシステムをマウント解除します。必要な場合には強制的にマウント解
除し、プライマリをセカンダリに設定します。
Monitor

ファイルシステムがマウントされているかどうかを調べます。fsclustadm コ
マンドでマウントの状態を確認します。

Clean

クラスタファイルシステムマウントに対して空の処理を生成します。

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。
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エントリポイント

説明

imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。この機能は、AMF カー
ネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行され
ます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリソースに
対する処理を実行します。
imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解除し
ます。 この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフライン）に
入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSMount エージェントの属性定義
表 D-8 は、CFSMount エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
表 D-8

CFSMount エージェント属性

属性

説明

MountPoint

マウントポイントのディレクトリ。
■

BlockDevice

マウントポイントのブロックデバイス。
■

NodeList

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

マウントするノードのリスト。NodeList が NULL の場合、エージェントはサービスグループのシステムリス
トを使います。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト
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属性

説明

IMF

CFSMount エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定する
リソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント関数を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。 値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント関数
を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは imf_register
エージェント関数を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。RegisterRetyLimit
キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。エー
ジェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変化するか、Mode
キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3.

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

p.316 の 「エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と無効化」 を参照し
てください。
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属性

説明

MountOpt

mount コマンドのオプション。有効な MountOpt 属性の文字列を作成するには、次の条件を満たす必
要があります。

（オプション）

■

VxFS タイプに固有のオプションのみを使います。

■

-o フラグを使って VxFS 固有のオプションを指定しないでください。

■

-tvxfsファイルシステム型オプションを使わないでください。

■

クラスタオプションは必須ではないことを確認します。

■

オプションをカンマ区切りリストで指定します。
ro
ro,cluster
blkclear,mincache=closesync

■

Policy（オプション）

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

クラスタファイルシステムで、プライマリに障害が起きた場合にプライマリとなる可能性のあるノードの一
覧。NULL に設定されている場合や、プライマリに障害が起きたときに一覧に指定されているホストのい
ずれもアクティブでなかった場合、プライマリとなる可能性があるアクティブノードの集合からノードが無
作為に選択されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

CFSMount エージェントのタイプの定義
CFSMount エージェントのタイプ定義は CFSTypes.cf ファイルに登録されています。
type CFSMount (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList, ForceOff, SetPrimary }
static keylist SupportedActions = { primary }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int OnlineWaitLimit = 1
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, MountOpt, Primary, AMFMountType
}
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp str Primary
str SetPrimary
temp str RemountRes
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temp str AMFMountType
str ForceOff
)

CFSMount エージェント設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CFSMount リソースタイプを定義する必要があり
ます。
CFSMount ora_mount (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol1"
Primary = sys2;
)

より詳しい例で定義された CFSMount は、次を参照してください。

CFSfsckd エージェント
CFSfsckd エージェントは、vxfsckd プロセスの開始、停止、監視を行います。 CFSfsckd
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSfsckd/CFSfsckdAgent
です。 タイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに格納され
ます。 設定は cfscluster config コマンドの実行後に main.cf ファイルに追加され
ます。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF（Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CFSfsckd エージェントのエントリポイント
表 D-9 に CFSfsckd エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 D-9

CFSfsckd エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxfsckd プロセスを開始します。

オフライン (Offline) vxfsckd プロセスを強制終了します。
Monitor

vxfsckd プロセスが実行されているかどうかを調べます。

Clean

CFS マウントポイントを null にします。
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エントリポイント

説明

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。この機能は、AMF カー
ネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行され
ます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリソースに
対する処理を実行します。
imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解除し
ます。 この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフライン）に
入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSfsckd エージェントの属性定義
表 D-10 は、CFSfsckd エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
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表 D-10

CFSfsckd エージェントの属性

属性

説明

IMF

CFSfsckd エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定するリ
ソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント関数を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。 値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント関数
を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは imf_register
エージェント関数を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。RegisterRetyLimit
キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。エー
ジェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変化するか、Mode
キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3.

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

p.316 の 「エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と無効化」 を参照し
てください。

CFSfsckd エージェントのタイプの定義
CFSfsckd タイプ定義を以下に示します。
type CFSfsckd (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1,
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RegisterRetryLimit=3 }
static int RestartLimit = 1
str ActivationMode{}
)

CFSfsckd エージェントの設定例
CFSfsckd の設定例を以下に示します。
CFSfsckd vxfsckd (
)
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E
CP サーバーベースの I/O
フェンシングのSFCFSHA
クラスタ設定図サンプル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成
図
次の CP サーバー構成図は、構成内で CP サーバーを設定する場合のガイドとして使う
ことができます。
■

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ:
p.339 の 図 E-1 を参照してください。

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントクラス
タ:

■

リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノードキャンパ
スクラスタ:

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数のクライアン
トクラスタ:

付録 E CP サーバーベースの I/O フェンシングのSFCFSHA クラスタ設定図サンプル
サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラス
タ
図 E-1 は、2 つの一意なクライアントクラスタが 3 台の CP のサーバー（コーディネーショ
ンポイント）によって機能している構成を示しています。各クライアントクラスタは一意の
ユーザー ID を持ちます（UUID1 と UUID2）。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントク
ラスタ
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高可用性 CPS と 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアント
クラスタ
図 E-2 は、クライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル SCSI-3
LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
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クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクはディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する
クライアントクラスタ

図 E-2
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/etc/vxfenmode で
指定されるコーディネータ
ディスクグループにはこの 2 つ
のディスクを含める必要があり
ます。
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノー
ドキャンパスクラスタ
図 E-3 は、2 ノードキャンパスクラスタが 1 台のリモート CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスク（各サイトから 1 台）がディスクグループ vxfencoorddg に属しま
す。3 番目のコーディネーションポイントはシングルノード VCS クラスタの CP サーバー
です。
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 によって機能する 2 ノード
キャンパスクラスタ

図 E-3
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複
数のクライアントクラスタ
図 E-4 は、複数のクライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカ
ル SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクがディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する
複数のクライアントクラスタ
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図 E-4

F
UDP 上での LLT 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。
■

LLT での UDP 層の使用

■

IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定

■

LLT 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用

■

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定

LLT での UDP 層の使用
SFCFSHA には、広域ネットワーク（WAN）およびルーターを使うクラスタ用に、UDP（User
Datagram Protocol）層で LLT を使うオプションがあります。UDP を使うことにより、LLT
パケットのルーチングが可能になるため、より経済的に長距離間の伝送を実現できます。

UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある

■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

UDP 上での LLT はイーサネット上での LLT よりも低速です。 ハードウェア構成にとって
必要な場合にのみ、UDP 上で LLT を使用します。

IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

LLT プライベートリンクが別のサブネットにあることを確認してください。各リンクのサ
ブネットに応じて、/etc/llttab 内でブロードキャストアドレスを明示的に設定します。
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p.346 の 「/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス」 を参照してください。
■

各 NIC の IP アドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルで定義されている IP アドレスが、ネットワークインターフェースの
IP アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.348 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

直接接続（ルーティングされていない）リンクのブロードキャストアドレスを正しく設定し
てください。
p.350 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

IP ルーターを介したリンクの場合は、ブロードキャスト機能を無効にし、リンクごとの
IP アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.351 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス
ブロードキャストアドレスは、次の例のように、リンクごとに明示的に設定します。
■

最初のノード sys1 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys1 # cat /etc/llttab
set-node sys1
set-cluster 1
link link1 udp - udp
link link2 udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.1 192.168.9.255
192.168.10.1 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
■

2 つ目のノード sys2 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys2 # cat /etc/llttab
set-node sys2
set-cluster 1
link link1 udp - udp
link link2 udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.2 192.168.9.255
192.168.10.2 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
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/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.350 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.351 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

表 F-1 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。 これらのフィールドの中には、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもあり
ます。
表 F-1

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: udp）。
プレースホルダ文字列。Solaris または HP などの他の UNIX プラット
フォームでは、このエントリはデバイスファイルを示します（例: /dev/udp）。
Linux にはプロトコル用のデバイスがありません。そのためこのフィール
ドは無視されます。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp」である必要があ
ります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.348 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。 lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IP address

ローカルノード上のリンクの IP アドレス。

bcast-address

■

■

ブロードキャスト機能が有効なクラスタの場合は、サブネットブロード
キャストアドレスを指定してください。
「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。

/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があるとき
など、LLT のブロードキャスト機能を無効にする場合に必要です。
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p.351 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
表 F-2 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 F-2
フィールド

説明

node-id

ピアノードのノード ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IP アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できます。
また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次に例
を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがす
でに使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力
にはポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。
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LLT でのサブネットマスクの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、使用中のサブネットにノードがアクセスで
きるようにネットマスクを設定します。次のコマンドを実行し、プロンプトに応答してサブネッ
トマスクを設定します。
# ifconfig interface_name netmask netmask

次に例を示します。
■

ノード sys1 の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.1, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.2, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0
■

ノード sys1 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.1, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.2, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

LLT 用ブロードキャストアドレスの設定
別のサブネットのノード用に、リンクが存在するサブネットに応じて、ブロードキャストアドレ
スを /etc/llttab に設定します。
ノードが異なるサブネット上にあるときの典型的な /etc/llttab ファイルの例。各リンク用に
明示的に設定されたブロードキャストアドレスをメモします。
# cat /etc/llttab
set-node nodexyz
set-cluster 100
link link1 udp - udp 50000 - 192.168.30.1 192.168.30.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.168.31.1 192.168.31.255
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設定例: 直接接続リンク
図 F-1 は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
図 F-1

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定

Node0

Node1
UDP Endpoint eth1;
UDP Port = 50001;
IP = 192.1.3.1;
Link Tag = link2

eth1;
192.1.3.2;
Link Tag = link2

スイッチ

UDP Endpoint eth2;
UDP Port = 50000;
IP = 192.1.2.1;
Link Tag = link1

eth2;
192.1.2.2;
Link Tag = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続し
ています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。こ
れらのリンクは、ルーターを越えません。
LLT はアドレスを検出するためにピアノードにブロードキャスト要求を送信します。したがっ
てピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定す
る必要はありません。直接接続リンクの場合、リンクのブロードキャストアドレスを /etc/llttab
ファイルに設定する必要はありません。IP アドレスおよびブロードキャストアドレスが正し
く設定されていることを確認するには、ifconfig -a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.1.3.1 192.1.3.255

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
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#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.1.3.2 192.1.3.255

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 F-2 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
図 F-2

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

ノード0（サイト A）

ノード1 （サイト B）
UDP エンドポイント eth2;
UDP ポート = 50001;
IP = 192.1.2.1;
リンクタグ = link2

eth1;
192.1.2.2;
リンクタグ = link2
ルーター

UDP エンドポイント eth1;
UDP ポート = 50000;
IP = 192.1.3.1;
リンクタグ = link1

eth2;
192.1.3.2;
リンクタグ = link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IP アドレスが設定されていることがわかります。この
設定では、ブロードキャストは無効になっています。そのため、ブロードキャストアドレスを
/etc/llttab ファイルの link コマンドで設定する必要はありません。
set-node Node1
set-cluster 1
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.3.1 link link2 udp - udp 50001 - 192.1.4.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
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set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr

0
0
2
2
3
3

link1
link2
link1
link2
link1
link2

192.1.1.1
192.1.2.1
192.1.5.2
192.1.6.2
192.1.7.3
192.1.8.3

#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは次のようなファイルです。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.1.1 link link2 udp - udp 50001 - 192.1.2.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
1 link1 192.1.3.1
set-addr
1 link2 192.1.4.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

LLT 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用
Storage Foundation Cluster File System High Availability 7.2 には、広域ネットワーク
（WAN）およびルーターを使うクラスタ用に、UDP（User Datagram Protocol）層で LLT
を使うオプションがあります。UDP を使うことにより、LLT パケットのルーチングが可能に
なるため、より経済的に長距離間の伝送を実現できます。

UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある
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■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

UDP6 の場合、マルチキャストアドレスは「-」に設定されます。

■

各 NIC の IPv6 アドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルで定義されている IPv6 アドレスが、ネットワークインターフェース
の IPv6 アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.354 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

IP ルーターを介したリンクの場合は、マルチキャスト機能を無効にし、リンクごとの
IPv6 アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.356 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.355 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.356 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

表 F-3 に示したフィールドには、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもありま
す。
表 F-3 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。
表 F-3

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイス名（例: udp6）。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。
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フィールド

説明

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp6」である必要があ
ります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.354 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。 lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IPv6 address

ローカルノード上のリンクの IPv6 アドレス。

mcast-address

「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。

/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があるとき
など、LLT のマルチキャスト機能を無効にする場合に必要です。
p.356 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
表 F-4 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 F-4
フィールド

説明

node-id

ピアノードの ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IPv6 アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート
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ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できます。
また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次に例
を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがす
でに使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力
にはポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

設定例: 直接接続リンク
図 F-3 は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
図 F-3

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定
ノード 1

ノード 0
UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
リンクタグ = link2

fe80::21a:64ff:fe92:1a93;
リンクタグ = link2

スイッチ

UDP ポート = 50000;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b46;
リンクタグ = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1a92;
リンクタグ = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続し
ています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。こ
れらのリンクは、ルーターを越えません。
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LLT はピアノードのアドレス検出のために IPv6 マルチキャスト要求を使います。したがっ
てピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定す
る必要はありません。IPv6 アドレスが正しく設定されていることを確認するには、ifconfig
-a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 -

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 -

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 F-4 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
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図 F-4

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

ノード 0
（サイト A）

ノード 1
（サイト B）

UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93;
リンクタグ = link2

fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
リンクタグ = link2

ルーター

UDP ポート = 50000;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a92;
リンクタグ = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1b46;
リンクタグ = link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IPv6 アドレスが設定されていることがわかります。
この設定では、マルチキャストは無効になっています。
set-node Node1
set-cluster 1
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr 0 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1b46
set-addr 0 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1b47
set-addr 2 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1d70
set-addr 2 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1d71
set-addr 3 link1 fe80::209:6bff:fe1b:1c94
set-addr 3 link2 fe80::209:6bff:fe1b:1c95
#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは次のようなファイルです。
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set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link2 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr 1 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1a92
set-addr 1 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1a93
set-addr 2 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1d70
set-addr 2 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1d71
set-addr 3 link1 fe80::209:6bff:fe1b:1c94
set-addr 3 link2 fe80::209:6bff:fe1b:1c95
#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0
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RDMA 上での LLT の使用
この付録では以下の項目について説明しています。
■

RDMA 上での LLT の使用

■

クラスタ環境の RoCE または InfiniBand ネットワーク上の RDMA について

■

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 機能のサポー
トについて

■

RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例

■

RDMA 上の LLT の設定

■

RDMA 上の LLT のトラブルシューティング

RDMA 上での LLT の使用
ここでは、LLT が RDMA とどのように動作するかについて説明し、RDMA のハードウェ
ア要件および RDMA 上で LLT を設定するための手順を示します。

クラスタ環境の RoCE または InfiniBand ネットワーク
上の RDMA について
RDMA（Remote Direct Memory Access）は、最小限の CPU 関与によりアプリケーショ
ンメモリ間でサーバーからサーバーへのデータの直接移動を可能にする、直接メモリア
クセス機能です。RDMA を使用したデータ転送には、RDMA が有効なネットワークカー
ドおよびスイッチが必要です。 RoCE（RDMA over Converged Ethernet）および
InfiniBand アーキテクチャによって設計されたネットワークでは、RDMA 機能がサポート
されています。RDMA では、これらの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提供されます。 クラスタ環境では、
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RDMA 機能により、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うことができます。
p.360 の 「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 機能のサ
ポートについて」 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 機能のサポートについて
LLT および GAB では、InfiniBand およびイーサネットメディア (RoCE) 上で RDMA 技
術を使用したアプリケーション間の高速相互接続がサポートされます。 ハードウェアの
RDMA 機能を利用し、既存の LLT 機能もサポートするために、LLT では設定済みの
RDMA リンクごとに 2 つのチャネル（RDMA と非 RDMA）が維持されます。RDMA およ
び非 RDMA チャネルはノード間のデータ転送が可能で、LLT ではこれらのチャネルを
使用するための CFS、CVM などの別の API がクライアントに提供されます。 RDMA チャ
ネルでは、ハードウェアの RDMA 機能の利用によってより高速のデータ転送が提供され
ます。 RDMA チャネルは、クラアントがこのチャネルを使用できるときは主にデータ転送
に使用されます。 非 RDMA チャネルは UDP 層の上に作成され、LLT ではこのチャネ
ルは主にハートビートの送受信に使用されます。非 RDMA チャネルの健全性に基づい
て、GAB ではクラスタのクラスタメンバーシップが決定されます。 RDMA チャネルの接続
管理は非 RDMA チャネルからは分離されていますが、RDMA チャネルに対する接続操
作および切断操作は非 RDMA チャネルの状態に基づいてトリガされます。
非 RDMA チャネルが起動していても、RDMA 層のいくつかの問題が原因で RDMA チャ
ネルがダウンしている場合、非 RDMA チャネル上のデータ転送のパフォーマンスは
RDMA チャネルの問題が解決されるまで低くなります。 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によってインストールされた 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
介して接続されている別のノードで動作するアプリケーションのメモリに直接アクセスする
ことを可能にします。それとは対照的に、非 RDMA のネットワークを介して接続されてい
るノードでは、アプリケーションは別のノードで動作するアプリケーションへの直接読み込
みまたは直接書き込みを行うことができません。 CFS、CVM などの LLT クライアントは、
アプリケーションでの読み込みおよび書き込み操作を完了する前にデータの中間コピー
を作成する必要があります。これにより遅延期間が増え、場合によってはパフォーマンス
に影響を与えることがあります。
RDMA ネットワーク上の LLT により、アプリケーションでは中間コピーを作成しなくても
ネットワーク上の別のノードのアプリケーションに読み込みと書き込みを行うことができま
す。これにより、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 および GAB のクライアントで
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ある Cluster Volume Manager と Cluster File System では、RDMA 機能上の LLT を
特定の使用例で使うことができます。
p.361 の 「RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例 」 を参照してください。

RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例
次の使用例に対し、RDMA 上の LLT の機能を設定することができます。
■

フラッシュストレージデバイスの Storage Foundation Smart IO 機能: Smart IO 機
能により、IO ボトルネックを減らしアプリケーションパフォーマンスを向上させるための
フラッシュデバイスでのファイルシステムキャッシュが提供されています。また、Smart
IO 機能がアプリケーション IO のニーズのほとんどを満たしている場合、ストレージコ
ントローラの IO 負荷も減少します。ストレージアレイからの IO 要件が少なければそ
れだけ、同じ IO スループットを維持するために必要なサーバー数が減ります。

■

Storage Foundation IO 転送機能: Storage Foundation Cluster File System HA
（SFCFSHA）の IO 転送機能により、クラスタのノードの 1 つの IO パスがダウンして
もサービスは中断されずにピアノードでアプリケーション間の IO データを転送するこ
とができます。

■

Storage Foundation Flexible Storage Sharing 機能: Cluster Volume Manager
の Flexible Storage Sharing 機能により、ネットワーク共有ストレージと物理共有スト
レージを共存させることができます。 サーバー管理者は、物理共有ストレージを要求
せずに Storage Foundation Cluster File System HA（SFCFSHA）、Storage
Foundation for Oracle RAC（SFRAC）または SFCFSHA アプリケーションに対する
クラスタをプロビジョニングすることができます。

Cluster File System（CFS）および Cluster Volume Manager（CVM）は、LLT および
GAB のクライアントです。 これらのクライアントでは、ノード上のアプリケーション間でデー
タ転送を行うための転送プロトコルとして LLT が使用されます。 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および IO
転送のパフォーマンスが向上します。
ノード間でより高速なアプリケーションデータ転送を行うために RDMA 機能を有効にす
るには、RDMA が有効なネットワークインターフェースカード、RDMA がサポートされて
いるネットワークスイッチをインストールし、オペレーティングシステムを RDMA 用に設定
し、LLT を設定する必要があります。
RDMA がサポートされているハードウェアを選択し、RDMA 機能が使用されるように LLT
を設定します。
p.363 の 「RDMA 上の LLT に対するサポート対象ハードウェアの選択」 を参照してくだ
さい。
p.362 の 「RDMA 上の LLT の設定」 を参照してください。
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RDMA 上の LLT の設定
ここでは、LLT で RDMA 機能のサポートに必要な必須のハードウェアと設定について説
明します。RDMA 上で LLT を設定するための手順は、次のとおりです。
表 G-1

RDMA 上で LLT を設定するための手順を示します。

手順

アクション

説明

サポート対象ハードウェアの選 RDMA が有効なネットワークイ p.363 の 「RDMA 上の LLT に
択
ンターフェースカード（NIC）、 対するサポート対象ハードウェ
ネットワークスイッチおよびケー アの選択」 を参照してください。
ブルを選択します。
サポート対象オペレーティング Linux のタイプのみ。
システムのチェック

RHEL 6.3、RHEL 6.4、SUSE
Linux 11 SP2、SUSE Linux
11 SP3、Oracle Enterprise
Linux 6.3、Oracle Enterprise
Linux 6.4

RDMA、InfiniBand またはイー RDMA、InfiniBand またはイー
サネットドライバおよびユーティ サネットドライバおよびユーティ
リティのインストール
リティにアクセスするためのパッ
ケージをインストールします。

p.363 の 「RDMA、InfiniBand
またはイーサネットドライバおよ
びユーティリティのインストール」
を参照してください。

イーサネットネットワーク上の
RDMA の設定

RDMA およびイーサネットドラ
イバをロードします。

p.364 の 「イーサネットネットワー
ク上の RDMA の設定」 を参照
してください。

InfiniBand ネットワーク上の
RDMA の設定

RDMA および InfiniBand ドラ
イバをロードします。

p.366 の 「InfiniBand ネットワー
ク上の RDMA の設定」 を参照
してください。

システムパフォーマンスの
チューニング

CPU 頻度をチューニングし、シ p.369 の 「システムパフォーマン
ステムのパラメータをブートしま スのチューニング」 を参照して
す。
ください。

LLT の手動設定

RDMA 機能を使用するように
LLT を設定します。

p.371 の 「RDMA 上の LLT の
手動設定」 を参照してください。

また、インストーラを使用して、
LLT が RDMA を使用するよう
に自動的に設定することができ
ます。
LLT 設定の確認

LLT コマンドを実行して、
p.375 の 「LLT 設定の確認」 を
RDMA 上の LLT 設定をテスト 参照してください。
します。
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RDMA 上の LLT に対するサポート対象ハードウェアの選択
RDMA 上の LLT を設定するには、RDMA が有効なハードウェアを使用する必要があり
ます。
表 G-2
ハードウェ サポート対象タイプ
ア

参照

ネットワーク Mellanox-based Host Channel Adapters
カード
（HCA）（VPI、ConnectX、ConnectX-2 およ
び 3）

詳しいインストール情報については、
ハードウェアベンダーのマニュアル
を参照してください。

ネットワーク Mellanox、InfiniBand スイッチ
詳しいインストール情報については、
スイッチ
ハードウェアベンダーのマニュアル
イーサネットスイッチは、Data Center Bridging
を参照してください。
（DCB）対応である必要があります。
ケーブル

銅ケーブルおよび光ケーブル、InfiniBand
ケーブル

詳しいインストール情報については、
ハードウェアベンダーのマニュアル
を参照してください。

警告: RDMA 機能を使用するための MellanoxのNIC をインストールするとき、ハードウェ
アに付属している Mellanox ドライバをインストールしないでください。 LLT では、デフォ
ルトで Linux オペレーティングシステムとインストールされる Mellanox ドライバが使用さ
れます。 LLT は、ハードウェアに付属する Mellanox ドライバをインストールすると設定で
きないことがあります。

RDMA、InfiniBand またはイーサネットドライバおよびユーティリティのイ
ンストール
次の RPM をインストールして、必要な RDMA、InfiniBand またはイーサネットドライバお
よびユーティリティへのアクセスを取得します。 rpm バージョンの RPM は、サポートされ
ている Linux のタイプごとに異なる場合があります。
ベリタスでは、外部の Mellanox OFED パッケージをサポートしていません。サポート対
象のパッケージについては、このセクションで説明します。
ベリタスでは、Yellowdog Updater Modified (yum) パッケージ管理ユーティリティを使用
して RHEL システムで RPM をインストールし、SUSE システムでコマンドラインパッケー
ジマネージャ、Zypper を使用することを推奨しています。
メモ: OpenSM パッケージは、InfiniBand ネットワークを設定する場合のみインストール
します。その他すべてのパッケージは、InfiniBand およびイーサネットネットワークととも
に必要となります。
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表 G-3
パッケージ

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
およびユーティリティについて説明します。
RHEL

RDMA 操作のための ■
Userland デバイスドラ ■
イバ
■

SUSE

libmthca

■

libmthca-rdmav2

libmlx4

■

libmlx4-rdmav2

rdma

■

ofed

librdmacm-utils

■

librdmacm

OpenSM 関連パッ
■
ケージ (InfiniBand の ■
み)
■

opensm

■

opensm

opensm-libs

■

libibumad3

InfiniBand トラブル
■
シューティングおよび ■
パフォーマンステスト ■

Ibutils

■

Ibutils

infiniband-diags

■

infiniband-diags

userland InfiniBand ■
操作のための
■
libibverbs パッケージ

libibverbs-devel

■

libibverbs

■

libibumad

Perftest

libibverbs-utils

イーサネットネットワーク上の RDMA の設定
LLT で RDMA が有効なハードウェアを使用できるように、RDMA およびイーサネットドラ
イバを設定します。
p.364 の 「RoCE（RDMA over Converged Ethernet）の有効化」 を参照してください。
p.365 の 「RDMA と Ethernet ドライバの設定」 を参照してください。
p.365 の 「Ethernet インターフェースでの IP アドレスの設定」 を参照してください。

RoCE（RDMA over Converged Ethernet）の有効化
次の手順は RHEL Linux にインストールされたシステムにのみ適用されます。SUSE
Linix では、RDMA はデフォルトで有効になっています。

1

SFHA スタックが停止していること、LLT および GAB モジュールがロードされてい
ないことを確認します。

2

RHEL 7 システムを使っている場合は、この手順をスキップしてください。また
は、/etc/modprobe.d/mlx4.conf 設定ファイルを作成または編集し、値 options
mlx4_core hpn=1 をファイルに追加します。これにより Mellanox ドライバ（デフォ
ルトでオペレーティングシステムと共にインストールされる）の RoCE（RDMA over
Converged Ethernet）が有効になります。
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3

Mellanox ドライバがロードされているかどうか確認します。
# lsmod | grep mlx4_en
# lsmod | grep mlx4_core

4

Mellanox ドライバがロードされている場合はアンロードします。
# rmmod mlx4_ib
# rmmod mlx4_en
# rmmod mlx4_core

RDMA と Ethernet ドライバの設定
オペレーティングシステムと共にデフォルトでインストールされている Mellanox ドライバ
をロードし、RDMA サービスを有効にします。

1

（RHEL Linux のみ）Mellanox ドライバをロードします。
# modprobe mlx4_core
# modprobe mlx4_ib
# modprobe mlx4_en

2

Linux オペレーティングシステムの RDMA サービスを有効にします。
RHEL Linux では # chkconfig --level 235 rdma on
SuSE Linix では # chkconfig --level 235 openibd on

Ethernet インターフェースでの IP アドレスの設定
次の手順を実行して、LLT 下に設定するネットワークインターフェース上の IP アドレスを
設定します。これらのインターフェースは、集約インターフェースであってはなりません。

365

付録 G RDMA 上での LLT の使用
RDMA 上の LLT の設定

1

Linux の ifconfig コマンドを使用して IP アドレスを設定します。 リンクごとの IP
アドレスは、異なるサブネットのものである必要があります。
使用できる標準的なプライベート IP アドレスは次のとおりです。
Node 0:
link0: 192.168.1.1
link1: 192.168.2.1
Node 1:
link0: 192.168.1.2
link1: 192.168.2.2

2

ノード間にネットワークレベルの接続性があることを確認するため、ノード間で IP ping
テストを実行します。

3

新しい設定ファイルの作成、または既存のファイルの修正によって、システムの再起
動または再ブート後に IP アドレスが自動で開始するように設定します。
■

RHEL では、ifcfg-eth（Ethernet）設定ファイルを修正することにより
/etc/sysconfig/network-scripts/ ディレクトリを修正します。

■

SUSE では、ifcfg-eth（Ethernet）設定ファイルを修正することにより
/etc/sysconfig/network/ を修正します。
たとえば、Ethernet インターフェース eth0 に対しては、ifcfg-eth0 ファイルを
作成し、次のパラメータに対する値を使用します。

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.27.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.27.0
BROADCAST=192.168.27.255
NM_CONTROLLED=no # This line ensures IPs are plumbed correctly after bootup
ONBOOT=yes
STARTMODE='auto' # This line is only for SUSE

InfiniBand ネットワーク上の RDMA の設定
InfiniBand ネットワーク上の RDMA を設定するには、InfiniBand ドライバ、OpenSM サー
ビス、InfiniBand インターフェースの IP アドレスを設定する必要があります。
p.367 の 「RDMA と InfiniBand ドライバの設定」 を参照してください。
p.368 の 「 OpenSM サービスの設定」 を参照してください。
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p.368 の 「InfiniBand インターフェース上の IP アドレスの設定」 を参照してください。

RDMA と InfiniBand ドライバの設定
LLT で RDMA に対応したハードウェアを使うことができるよう RDMA と InfiniBand ドラ
イバを設定します。

1

次の RDMA および InfiniBand ドライバがロードされていることを確認してください。
lsmod コマンドを使用してドライバがロードされているかどうか確認します。
デフォルトでは、InfiniBand インターフェースは InfiniBand ドライバをロードするま
で表示されません。この手順は初期設定でのみ必要となります。
# modprobe rdma_cm
# modprobe rdma_ucm
# modprobe mlx4_en
# modprobe mlx4_ib
# modprobe ib_mthca
# modprobe ib_ipoib
# modprobe ib_umad

2

オペレーティングシステムの設定ファイルに設定を追記して起動時にドライバをロー
ドします。
RHEL および SUSE Linux では、/etc/rdma/rdma.conf および
/etc/infiniband/openib.conf ファイルにそれぞれ次の値を追加します。
ONBOOT=yes
RDMA_UCM_LOAD=yes
MTHCA_LOAD=yes
IPOIB_LOAD=yes
SDP_LOAD=yes
MLX4_LOAD=yes
MLX4_EN_LOAD=yes

3

Linux オペレーティングシステムの RDMA サービスを有効にします。
RHEL Linux の場合:
# chkconfig --level 235 rdma on

SUSE Linux の場合:
# chkconfig --level 235 openibd on
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OpenSM サービスの設定
OpenSM は、InfiniBand 対応の Subnet Manager および Subnet Administrator で、
InfiniBand ハードウェアの初期化に必要です。 デフォルトモードで、OpenSM により IB
ファブリックがスキャンされ、ハードウェアが初期化され、ファブリックの変更が一時的に
チェックされます。
InfiniBand ネットワークについて、サービスを設定していない場合は Subnet Manager
を設定します。

1

LLT 下で複数のリンクを設定する場合は、OpenSM 設定ファイルを修正します。
RHEL で、/etc/sysconfig/opensm ファイルを更新します。

2

OpenSM を起動します。
RHEL7 では # systemctl start opensm.service を実行します。
他の Linux システムでは # /etc/init.d/opensm start を実行します。

3

再起動の後、OpenSM が自動的に起動されるように Linux サービスを有効にしま
す。
RHEL Linux では # chkconfig --level 235 opensm on
SUSE Linux では # chkconfig --level 235 opensmd on

InfiniBand インターフェース上の IP アドレスの設定
次の手順を実行して、LLT 下に設定するネットワークインターフェース上の IP アドレスを
設定します。これらのインターフェースは、集約インターフェースであってはなりません。

1

Linux の ifconfig コマンドを使用して IP アドレスを設定します。 リンクごとの IP
アドレスは、異なるサブネットのものである必要があります。
使用できる標準的なプライベート IP アドレスは次のとおりです。 192.168.12.1、
192.168.12.2、192.168.12.3 など。

2

ノード間に InfiniBand レベルの接続性があることを確認するため、ノード間で
InfiniBand の ping テストを実行します。
■

1 つのノードで、ibping サーバーを起動します。
# ibping -S

■

ノードで、別のノードから ping の実行が必要な InfiniBand インターフェースの
GUID を取得します。
# ibstat

CA 'mlx4_0'
Number of ports: 2
--
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Port 1:
State: Active
--Port GUID: 0x0002c90300a02af1
Link layer: InfiniBand
■

その GUID を使用してピアノードを ping します。
# ibping -G 0x0002c90300a02af1

ここで、0x0002c90300a02af1 はサーバーの GUID です。

3

新しい設定ファイルの作成、または既存のファイルの修正によって、再起動の後に
IP アドレスを自動的に設定します。
■

RHEL で、ifcfg-ibX （InfiniBand ）設定ファイルの修正によっ
て、/etc/sysconfig/network-scripts/ ディレクトリを修正します。

■

SUSE で、ifcfg-ibX （InfiniBand ）設定ファイルの修正によっ
て、/etc/sysconfig/network/ を修正します。

For example, for an Infiniband interface ib0,
create ifcfg-ib0 file with values for the following parameters.
DEVICE=ib0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.27.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.27.0
BROADCAST=192.168.27.255
NM_CONTROLLED=no # This line ensures IPs are plumbed correctly
after bootup and the Network manager does not interfere
with the interfaces
ONBOOT=yes
STARTMODE='auto' # This line is only for SUSE

システムパフォーマンスのチューニング
システムが最適なパフォーマンスに向けてチューニングされるように、IP ping テストを実
行します。 遅延は 30us 未満であるはずですが、そうでない場合はシステムのチューニ
ングが必要になることがあります。ただし、遅延はシステム設定に基づいて異なる場合が
あります。
システムをチューニングするには、次の手順を実行します。 追加のチューニングについ
ては、Mellanox のパフォーマンスチューニングガイドの説明に従ってください。
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CPU 周波数のチューニング
システムの CPU 周波数をチューニングするには、次の手順を実行します。

1

CPU 周波数がすでにチューニングされているかどうかを確認します。
# cat /proc/cpuinfo | grep Hz

model name
cpu MHz

2

: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz
: 3300.179

cpu MHz および model name 属性によって表示される CPU 周波数が同一である

場合、CPU 周波数はすでにチューニングされています。 次の手順をスキップでき
ます。
cpu Mhz および model name 属性によって表示される CPU 周波数が異なる場合、

次の手順に従って周波数をチューニングします。

3

システムコンソールに移動し、システムを再起動します。

4

F11 を押して、BIOS 設定を表示します。

5

BIOS メニューで、［Launch System setup］>［BIOS settings］>［System Profile
Settings］>［System Profile］>［Max performance］に移動します。
メニューオプションはシステムタイプによって異なることがあります。

ブートパラメータ設定のチューニング
ブートパラメータ設定をチューニングするには、次の手順を実行します。

1

/boot/grub/grub.conf ファイルまたはその他のブートローダー設定ファイルで、
intel_iommu の値が off に設定されていることを確認してください。

2

/boot/grub/grub.conf ファイルまたはその他のブートローダー設定ファイルを、

次に示すパラメータとともに追加します（このパラメータが設定ファイルに示されてい
ない場合は追加する）。
intel_idle.max_cstate=0processor.max_cstate=1

3

システムを再起動します。
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RHEL 7 システムの場合:

1

/etc/default/grub ファイルで、intel_idle.max_cstate=0

processor.max_cstate=1 を使って GRUB_CMDLINE_LINUX 変数を追加しま
す。

2

/etc/default/grub が変更されたら、次のコマンドを実行します。
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

3

システムを再起動します。

RDMA 上の LLT の手動設定
インストーラを使用して、LLT で RDMA を使用するように自動的に設定することができま
す。 RDMA 上の LLT を手動設定するには、このセクションで指定されている手順に従
います。
次のチェックリストは、RDMA 上で LLT を設定するためのものです。
■

LLT プライベートリンクが別のサブネットにあることを確認してください。各リンクのサ
ブネットに応じて、/etc/llttab 内でブロードキャストアドレスを明示的に設定しま
す。
p.371 の 「/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス」 を参照してください。

■

InfiniBand またはイーサネットネットワーク上の各 RDMA 有効 NIC（RNIC）の IP ア
ドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルの IP アドレスが、ネットワークインターフェース（InfiniBand ま

たはイーサネットネットワークインターフェース）の IP アドレスと一致していることを確
認します。
■

各リンクには、UDP ポートに対し一意のプライベート IP 範囲が含まれている必要が
あります。
p.373 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

直接接続（ルーティングされていない）リンクのサンプル設定を参照してください。
p.374 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス
ブロードキャストアドレスは、次の例のように、リンクごとに明示的に設定します。
■

最初のノード sys1 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys1 # cat /etc/llttab
set-node sys1
set-cluster 1
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link link1 udp - rdma
link link2 udp - rdma

50000
50001

-

192.168.9.1 192.168.9.255
192.168.10.1 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
■

2 つ目のノード sys2 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys2 # cat /etc/llttab
set-node sys2
set-cluster 1
link link1 udp - rdma
link link2 udp - rdma

50000
50001

-

192.168.9.2 192.168.9.255
192.168.10.2 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。

/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してくださ

い。設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.372 の 「/etc/llttab ファイルの link コマンド」p.372 の を参照してください。

表 G-4 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したも
のです。 これらのフィールドの中には、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるもの
もあります。
表 G-4

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: udp）。
プレースホルダ文字列。Linux にはプロトコル用のデバイスがありませ
ん。そのためこのフィールドは無視されます。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（RDMA 上の LLT を表す「rdma」である必要があります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.348 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。
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フィールド

説明

MTU

デフォルトは「-」で、8192 という値を持ちます。 RDMA リンクのこのデ
フォルト値を変更しないでください。

IP address

ローカルノード上のリンクの IP アドレス。

bcast-address

サブネットブロードキャストのアドレスの値を指定します。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できます。
また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次に例
を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがす
でに使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力
にはポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

LLT でのサブネットマスクの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、使用中のサブネットにノードがアクセスで
きるようにネットマスクを設定します。次のコマンドを実行し、プロンプトに応答してサブネッ
トマスクを設定します。
# ifconfig interface_name netmask netmask

次に例を示します。
■

ノード sys1 の最初のネットワークインターフェースの場合
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IP address=192.168.9.1, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.2, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0
■

ノード sys1 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.1, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.2, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

設定例: 直接接続リンク
図 G-1 は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
図 G-1

RDMA 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定

Node0

Node1
UDP Endpoint eth1;
UDP Port = 50001;
IP = 192.1.3.1;
Link Tag = link2

eth1;
192.1.3.2;
Link Tag = link2

スイッチ

UDP Endpoint eth2;
UDP Port = 50000;
IP = 192.1.2.1;
Link Tag = link1

eth2;
192.1.2.2;
Link Tag = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続し
ています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。こ
れらのリンクは、ルーターを越えません。
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LLT はアドレスを検出するためにピアノードにブロードキャストを送信します。したがって
ピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定する
必要はありません。直接接続リンクの場合、リンクのブロードキャストアドレスを /etc/llttab
ファイルに設定する必要はありません。IP アドレスおよびブロードキャストアドレスが正し
く設定されていることを確認するには、ifconfig -a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU IP-addressbast-address
link link1 udp - rdma 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 udp - rdma 50001 - 192.1.3.1 192.1.3.255

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU IP-address bast-address
link link1 udp - rdma 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 udp - rdma 50001 - 192.1.3.2 192.1.3.255

/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。
set-node sys1
set-cluster clus1
link eth1 udp - rdma 50000 - 192.168.10.1 - 192.168.10.255
link eth2 udp - rdma 50001 - 192.168.11.1 - 192.168.11.255
link-lowpri eth0 udp - rdma 50004 - 10.200.58.205 - 10.200.58.255

LLT 設定の確認
LLT、GAB およびその他のコンポーネントの起動後に、次のコマンドを実行して、LLT 設
定を確認します。
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1

lltstat -l コマンドを実行して、RDMA リンク設定を表示します。 RDMA リンクに

対する rdma に設定されるリンクタイプを表示します。
# lltstat -l

LLT link information:
link 0 link0 on rdma hipri
mtu 8192, sap 0x2345, broadcast 192.168.27.255, addrlen 4
txpkts 171 txbytes 10492
rxpkts 105 rxbytes 5124
latehb 0 badcksum 0 errors 0

2

lltstat -nvv -r コマンドを実行して、RDMA および非 RDMA チャネルの接続

状態を表示します。
LLT では各 RDMA リンクが内部的に 2 つのモード（RDMA および非 RDMA）で設
定され、これにより RDMA および非 RDMA トラフィックで同じリンクを使用できるよ
うになります。GAB メンバーシップ関連のトラフィックは非 RDMA チャネルに移動
し、ノード間のデータ転送はより良いパフォーマンスに向けて高速の RDMA チャネ
ルに移動します。
# lltstat -rnvv active

LLT node information:
Node
State Link Status TxRDMA RxRDMA Address
* 0 thorpc365 OPEN link0
UP
UP
UP
192.168.27.1
link1
UP
UP
UP
192.168.28.1
link2
UP
N/A
N/A
00:15:17:97:91:2E

1 thorpc366

OPEN

link0
link1
link2

UP
UP
UP

UP
UP
N/A

UP
UP
N/A

RDMA 上の LLT のトラブルシューティング
このセクションでは、問題およびその解決について説明します。

192.168.27.2
192.168.28.2
00:15:17:97:A1:7C
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RDMA NIC に関連付けられた IP アドレスがノード再起動時に自動的に
設定されない
IP アドレスが自動的に設定されない場合、LLT エラーが発生することがあります。
解決策: 一意の IP アドレスを RNIC に割り当て、設定スクリプトで同じアドレスを割り当て
ます。 たとえば、イーサネットネットワークで、ifcfg-eth スクリプトは RNIC の一意の IP
アドレスによって修正される必要があります。
p.368 の 「InfiniBand インターフェース上の IP アドレスの設定」 を参照してください。

Ping テストが InfiniBand インターフェース上で設定されている IP アドレ
スに対し失敗する
解決策: 物理構成をチェックし、OpenSM を設定します。 複数のリンクを設定している場
合、OpenSM で設定ファイルの複数のリンクが監視されるように設定していることを確認
します。 RHEL で、/etc/sysconfig/opensm ファイルを設定します。
p.368 の 「 OpenSM サービスの設定」 を参照してください。

ノード再起動後、デフォルトでは Virtual Protocol Interconnect（VPI）を
持つ Mellanox カードが InfiniBand モードで設定される
再起動後、Mellanox VPI RNIC はイーサネットモードで設定されることが期待されてい
ます。デフォルトでは、カードは InfiniBand モードで設定されます。
解決策: Mellanox 設定ファイルを更新します。 RHEL で、/etc/rdma/mlx4.conf ファ
イルを設定します。

LLT モジュールが開始しない
LLT の開始が失敗し、次のメッセージが表示されることがあります。
# /etc/init.d/llt start
Starting LLT:
LLT: loading module...
LLT:Error loading LLT dependency rdma_cm.
Make sure module rdma_cm is available on the system.

説明: /var/log/messages にあるシステムログを確認してください。ログファイルに次のエ
ラーが記載されている場合は、IPv6 モジュールがシステムで利用できない可能性があり
ます。また、LLT モジュールに、IPv6 モジュールとの間接依存関係があります。
ib_addr: Unknown symbol ipv6_dev_get_saddr
ib_addr: Unknown symbol ip6_route_output
ib_addr: Unknown symbol ipv6_chk_addr
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解決策: IPv6 モジュールを読み込みます。ノードに IPv6 モジュールを設定しない場合
は、IPv6 モジュールを無効モードで開始するように設定します。
無効モードで IPv6 を開始するには:
◆

/etc/modprobe.d/ フォルダに ipv6.conf ファイルを作成し、このファイルに次の

行を追加します。
options ipv6 disable=1

無効モードでファイルが IPv6 モジュールを読み込むと、LLT モジュールは問題なく起動
します。
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